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 現行のヘルスケアシステムは、低コストで公平に健康指標を向上させることに成功し、国民の
平均寿命を着実に延伸してきた。 

 

 しかし、高齢化の進展に伴い、平均寿命を延ばすのみではなく、健康寿命の延伸と健康格
差の縮小、そして、増大する社会保障費をどう調整していくか、が課題となっている。 

 

 一方で、医療・健康関連分野は、経済成長に寄与する成長産業として発展が期待されて
いる。 

 

 全国一律の巨大な現行システムの変革は容易でない。しかし、大都市で最も早く人口減
少・超高齢社会を迎える大阪だからこそ、全国に先んじて、取組みを行うべきである。 

 

 医療等のコストの増加を抑制しつつ、健康維持と予防がQOLの向上を実現するしくみを構
築する必要がある。そこで、大阪の潜在的なメリットを生かし、健康寿命の延伸によるQOL
の向上と経済成長を同時に実現するための戦略を検討する。 

 

序 なぜ大阪に医療戦略が必要なのか 
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医療保険給付の対象とならない健康づくり・予防・未病対策の推進！ 
効率化・生産性の向上、さらには、規制緩和やイノベーションで産業の振興と積極的な投資を推進！ 

本戦略で考える医療・健康づくりの範囲 

入院基本料 
食事療養費等 

介護保険 
○訪問看護等 ○訪問介護等 

予防・健康管理サービス 
○予防接種  
○保健指導  等 

医療周辺サービス 
○移送費(保険適用以外) 
○救急業務            等 

その他 

特別料金 
(室料差額、特
別な給食等) 

歯科 
自由診療等 

予約診療等 

進医療 高度先 

保険給付外の高度医療 

民間保険からの給付 

看護 在宅医療 

健康診断・ 
人間ドック 

あんま・鍼・ 灸柔道整復 

大衆薬 

正常な分べ
ん費用 

高度先進医療等の研究開発 

介護関連 

生
活
支
援
関
連 

予
防
・
健
康
増
進
等 

公的保険
の範囲 

総保健
医療支
出範囲 ※「OECD・SHA手法に基づく総保険医療支出推計」（財）医療経済研究機構 図１を改変 

自
己
負
担 

医療保険
の範囲 

介護保険
の範囲 

一部公費 
負担 

診療（診断・治療） 

 日常外来医療 
  ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

栄養食品 

サプリメント 

疲労対策 

運動 

食生活 

体重管理 

介護予防 

見守りサービス 

配食サービス 

買い物支援 

疾病管理サービス 
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１.大阪府民・市民は健康か？ 

   （府民・市民の健康状況） 
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大阪府民の死亡原因 

• 府民の死亡原因は、全国とほぼ同様の傾向である。 

• トップはがん(悪性新生物)であり、その割合は、全国よりもやや高く、昭和50年代以降3倍近
くに伸びている。 

• 以下、心疾患、肺炎、脳血管疾患が上位を占めている。 

厚生労働省「人口動態統計」より作成 
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死亡原因の上位とその割合 大阪府における死亡率（人口10万人対）の推移 

大阪府 全国 



大阪府民の危険因子 

• 府民の死亡数に対する危険因子は、たばこ、高血圧、運動不足、食事である。 

  男性の危険因子としてはアルコールも高い。 

  女性は高血糖、食塩が順位は高いが、死亡数への影響は男性と変わらない。 

6                 （第６回大阪府市医療戦略会議ゲストスピーカー渋谷健司氏提供資料より） 
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２.大阪には十分な医療サービスが 
  あるのか？ 

   （医療提供体制の現状） 
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医療供給量 ②医療従事者（医師）の状況 

• 人口10万人あたり医師数は260.7人で、全国230.4人を上回っており、全体としては充実。 

• 医療施設従事医師数は増加傾向にあるが、全国的に不足傾向の小児科、産婦人科、外
科では、全国と同様、横ばいもしくは減少傾向。特に、産婦人科、外科の減少が目立つ。 

• 地域別の偏在も課題（豊能336.8に対し、中河内172.7）。 
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厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」より作成 



治療状況 ①がん（悪性新生物）の診療実績-胃がん患者５年生存率 

• 全国がん(成人病)センター協議会(※１)に加盟する医療機関（全国で31施設）の胃がん
患者の５年生存率(※２)を見ると、大阪府立成人病センターは全国トップレベル。 

9 「全がん協加盟施設の生存率協同調査」より作成 

※１-全国がん(成人病)センター協議会：わが国におけるがんの予防、診断及び治療等の向上に資することを目的として、昭和48年に設立。 
                          平成24年6月1日現在、全国31施設が加盟。 
    加盟施設：北海道がんセンター、青森県立中央病院、岩手県立中央病院、宮城県立がんセンター、山形県立中央病院、茨城県立中央病院、  
            栃木県立がんセンター、群馬県立がんセンター、埼玉県立がんセンター、国立がん研究センター東病院、千葉県がんセンター、 
            国立がん研究センター中央病院、がん研有明病院、東京都立駒込病院、神奈川県立がんセンター、新潟県立がんセンター新潟病院、 
            富山県立中央病院、石川県立中央病院、福井県立病院、静岡県立静岡がんセンター、愛知県がんセンター、名古屋医療センター、 
            滋賀県立成人病センター、大阪医療センター、大阪府立成人病センター、兵庫県立がんセンター、呉医療センター・中国がんセンター、 
            山口県立総合医療センター、四国がんセンター、九州がんセンター、大分県立病院 

※２-５年生存率：2001年-03年に診断されたがんについて、算出した5年相対生存率。 
             施設毎の患者背景、病期調整を実施していないため、単純に比較することはできない点に注意が必要。 
             なお、各施設から全国がん(成人病)センター協議会への届け出が不完全であると、生存率成績が真の値より高くなったり、 
             低くなったりする。 

大阪医療C 

大阪府立成人病C 全施設平均 
69.1 



治療状況 ②がん（悪性新生物）の診療実績-胃・肝及び肝内胆管がん患者５年生存率 

• 大阪のがん診療連携拠点病院(※１)における胃がん患者の５年生存率(※２)を見ると、施設
によりばらつきがある。 
患者数の多い５大がん（肺・胃・肝・大腸・乳）について見ると、肝がん（肝及び肝内胆管
がん）の生存率で施設間のばらつきが大きく、最も低い施設Fに対し、最も高い施設Cでは
2.8倍の生存率となっている。 

10 大阪府立成人病センターがん予防情報センター「がんの診療実績」より作成 

※１-がん診療連携拠点病院：がん医療の「均てん化」を推進するために、各都道府県による推薦をもとに、厚生労働省が指定。 
                   「都道府県がん診療連携拠点病院」は、都道府県に原則１か所指定（大阪府：1か所）。 
                   「地域がん診療連携拠点病院」は、二次医療圏に概ね１か所指定（大阪府：13か所）。 

※２-５年生存率：2002年-06年に診断されたがんについて、診断時の広がりにより進行度別相対生存率を算出し、病期調整後の値により  
            比較。病期調整は、各施設の進行度別相対生存率に大阪府の進行度分布を掛け合わせて算出した5年相対生存率。 
            なお、各施設から大阪府がん登録への届け出が不完全であると、生存率成績が、真の値より高くなったり、低くなったりする。 

全施設平均 
60.5 

全施設平均 
38.0 



治療状況 ③脳卒中、急性心筋梗塞の治療実績等 

• 脳卒中や急性心筋梗塞の治療に対応できる病院は多数あり、実績のある民間病院も多い。 

• しかし、年間治療症例数にはばらつきがあり、極めて症例数の少ない医療機関もある。 
また、アウトカム評価のデータの公開は不十分。 

11 

「大阪府保健医療計画」より作成 

医療圏 脳卒中診療実績 急性心筋梗塞診療実績 

医療機関数 実施件数 医療機関数 実施件数 

最大 最小 最大 最小 

豊能 ７ 378 ２ ９ 690 7 

三島 ９ 100 １ ８ 752 17 

北河内 15 98 ２ 14 569 １ 

中河内 10 156 １ 11 902 16 

南河内 ６ 161 41 ８ 469 ７ 

堺市 ８ 241 １ ９ 544 １ 

泉州 ９ 70 １ ７ 879 １ 

大阪市 34 430 ２ 38 814 10 

※医療機関数には、平成22年度実施件数が0件の機関を含まない。 

※実施件数の集計方法は、 
  脳卒中：急性期医療(頭蓋内血腫除去術、脳動脈瘤根治術、脳血管内手術、t-PA実施数)の合計 
  急性心筋梗塞：急性期医療(経皮的冠動脈形成術等、冠動脈バイパス術)の合計 



医療機関、医療機器の集積状況（例） 

• 例えば府中心部の森之宮を起点に見ると、非常に多数の医療資源の集積があることがイメー
ジしやすい。 

• 医療資源の集積は、医療提供体制の充実にとって優位であるが、一方で、高度医療機器な
ど一部の資源は、過剰で非効率となっている懸念がある。 
例えば、世界で約41,000台存在するＣＴ装置のうち、12,868台（全体の31%）が日本
に設置されている。大阪においても、森之宮を起点に、自動車15分圏内にCTが71台、MRI
が63台設置されている（ただし、性能には差あり）。 

12 

日本病院会「ＧＩＳを使った病院MAPING」を活用し作成（第５回大阪府市医療戦略会議「大道道弘氏提案資料」より抜粋） 

藤田保健衛生大学片田和広氏「ＣＴ被曝の社会的要因」を参考に作成 

森之宮周辺医療機関数

自動車15分圏 自動車30分圏

人口 1,060千人 3,687千人

病院（500床以上） 8 18

病院（200～499床） 16 48

病院（199床以下） 71 174

診療所 1507 3992

森之宮周辺ＣＴ設置台数

スライス数 自動車15分圏 自動車30分圏

２～８列 34 100

10～16列 17 43

32～64列 18 44

128列 1 1

256列 0 0

640列 1 1

森之宮周辺ＭＲＩ設置台数

テスラ 自動車15分圏 自動車30分圏

0.2～0.3Ｔ 13 27

0.4～0.7Ｔ 6 13

１～1.2Ｔ 5 15

1.5Ｔ 36 87

３Ｔ 3 4



大阪府における病院の設置主体、病床規模別病院数 

• 大阪では、病院の設置者は、全体の81%を医療法人・個人が占める。一方、公立病院は
4%に過ぎない。全国では医療法人・個人の割合は71%であり、東京(70%)、愛知(75％)
と比較しても、大阪においてこれらの私的病院が果たす役割は大きい。 

• 医療法人(社会医療法人を含む)・個人の病院では、200床未満の病院が75％を占め、中
小規模の病院が多い。一方、その他の場合では、500床以上の大規模病院が25％を占めて
いる。 
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大阪府医事看護課資料より作成 厚生労働省「医療施設調査(平成23年10月
1日)」より作成 

大阪府医事看護課資料より作成 

医療法人・個人立の割合 
大阪81%（全国71%） 



３.今のままで超高齢社会を迎えると？ 
   ３-１.医療・介護サービス編 
   ３-２.医療コスト編 
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国立社会保障・人口問題研究所がH25年3月に推計した「日本の地域別将来推計人口（都道府県別）」を元に作成 

全国の高齢化の状況 －大阪は、東京、愛知よりも早く超高齢社会へ突入 

• 三大都市（東京都、愛知県、大阪府）の中で、府は2010年以降高齢化率がトップ。15
歳未満の年少者人口の減少スピードも早く、いち早く人口減少・超高齢社会へ突入した。 

 高齢者の割合 2010年 大阪府 22.4%、東京都 20.4％、愛知県 20.3％ 
           2025年 大阪府 29.2％、東京都 25.2％、愛知県 26.4％ 
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• 府は、三大都市（東京都・愛知県・大阪府）の中で最も高齢者世帯の割合が高くなると推計
される。 

• 最新の国勢調査（H22）によると、府の高齢者の人口、一人暮らしの高齢者の人口はとも
に東京都に次いで全国２位。高齢者に占める一人暮らしの高齢者の割合も、東京都、鹿児
島県に次いで３番目に高い。 

• また、2010年の府の高齢世帯のうち70.4％が単独・夫婦のみ世帯と推計されており、 
これが2025年には、72.8％に上昇。この傾向は全国、他都市に比べ顕著である。 

• 家庭・家族のみで高齢者の生活を維持することは極めて困難な環境で、他都市よりも深刻。 

16 
国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県）」（2009年12月推計データ）より作成 

全国の高齢者世帯の状況 －大阪では高齢世帯、高齢単独・夫婦のみ世帯の割合増が顕著。 

全国値 
31.2% 

全国値 
38.1% 

全国値 
63.7% 

全国値 
66.6% 



全国の介護保険施設の状況 

H23.5.18 中央社会保険医療協議会資料「わが国の医療についての基本資料」より抜粋 17 

• 全国的に見ると、介護保険施設の整備は高齢化に追いついておらず、高齢者の居場所は十
分とはいえない。 



全国の看取り場所の状況 

H23.5.18 中央社会保険医療協議会資料「わが国の医療についての基本資料」より抜粋 18 

• 全国的に見ると、２040年には約49万人分の看取りの場所が不足する見込み。 



• 施設サービスの拡充に限界がある中で、居宅サービスの利用者は約50万人と倍増の見込み。 

19 

府独自推計による 

居宅サービスの利用者の増加
見込みが著しく大きい 
2025年には2010年の2.2倍 

居宅サービスの割合が
高まる見込み 

大阪の介護サービス分野のニーズの現状と予測 ③居宅・地域密着型サービスの現状と予測 

大阪府のサービス別利用者数の推移と推計 
（居宅サービス及び地域密着型サービス） 

大阪府のサービス分類別の割合の現状と推計 

府独自推計による 
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全国と大阪府における介護人材の不足 

2011年度までの介護給付費の伸び率実績を元に、現行制度・
目標が継続される前提で府が独自推計 

• 現行制度を前提とした国の推計では、
2025年には218~229万人（2012年
度実績の約1.5倍）の介護職員が必要
になる。 

• 府では、2025年には約18万人（2012
年度の約1.6倍）の介護人材ニーズがあ
ると見込まれる。 

• 介護分野の有効求人倍率は依然として
高く、人材不足は一層深刻になると考え
られる。 

厚生労働省社会保障審議会介護保険部会資料「介護人材の確保関係」
（平成25年6月）より抜粋し作成 

介護職員の推移と見通し 

厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会平成25年6月資料 
「介護人材の確保関係」より抜粋 
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近年の新たな入居サービス（介護施設・サービス付き高齢者住宅への高齢者の居住率） 

H23.5.18 中央社会保険医療協議会資料「わが国の医療についての基本資料」より抜粋 

※1 クルーム洋子「アメリカの高齢者住宅とケアの実情」『海外社会保障研究』164: 66-76, 2008.  
※2 Elderly Accommodation Counsel (2009) Housing and Care Homes for Older People in England Key Data Report 2009  
※3 厚生労働省調べ。ただし、スウェーデンは、両者の制度上の区分は明確ではない。  
※4 介護3施設およびグループホーム  
※5 シルバーハウジング、高専賃、高優賃、有料老人ホーム、経費老人ホーム、養護老人ホーム  

※ただし、比較にあたっては各国の制度の違いを十分に踏まえる必要があり、日本の介護保険３施設等と欧米のナーシングホームの機能は必ず
しも同等でないことに注意が必要 

(※) 
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大阪府での近年の新たな入居サービスの供給状況（サービス付き高齢者向け住宅の状況） 

• 大阪府高齢者・障がい者住宅計画において、 
平成32年度（2020年）までの供給目標を1万9,000戸と設定。 

  ➣供給目標算出の考え方 
   ・国土交通省成長戦略で示された高齢者向け住まいの目標の考え方に基づき、高齢者人口に対する高齢者向け住ま

いの割合を欧米並みとする（3～5％）。 
   ・府内の65歳以上の人口予測と、高齢者向け住宅（有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、高齢者

向け優良賃貸住宅、シルバーハウジング等）の整備予測から算出。 

大阪府住宅まちづくり審議会資料より抜粋 

大阪府におけるサービス付き高齢者向け住宅登録戸数の推移 



大阪の医療費 

• 2010年度の府の医療費は、約２兆7,800億円。このうち高齢者医療費は約8,500億円で、
医療費全体の約３分の１。75歳以上の一人当たり実績医療費(※１)は1,022千円で、75
歳未満の一人当たり実績医療費（※2）301千円の約3.4倍であり、今後、高齢化が進むに
つれて、高齢者医療費の占める割合も高まると見込まれる。 

「第２期大阪府医療費適正化計画」より抜粋し作成 

23 
※１は後期高齢者医療制度における一人当たり実績医療費、※２は市町村国民健康保険における一人当たり実績医療費 であり、 

平成24年8月厚生労働省保健局調査課「平成22年度医療費の地域差分析」より抜粋 



４.大阪には医療関連産業は 
  どのくらいあるのか？ 

  （大阪の医療関連産業の現状） 

24 



• 国内の産業について、医薬品産業は2011年で9.3兆円規模、医療機器は2.4兆円規模と
されている。 

• 今後、高齢化が進展するなどによりで、国内市場は医療品や医療機器をはじめ、さらに市場
拡大すると見込まれており、国内市場をけん引する産業と予測されている。 

• 国においては、この分野を成長分野と位置づけ、医薬品、医療機器、再生医療の医療関連
産業の市場規模を2020年に16兆円（現状12兆円）に拡大することをめざしている。あわ
せて、健康増進・予防、生活支援関連産業（生活支援サービス、住まいなど）の市場規模
を2020年に10兆円（現状4兆円）に拡大させるとしている。 

国内市場における医療関連産業の動向 

25 

◆国内の市場規模の推移（医薬品・全国） ◆国内の市場規模の推移（医療機器・全国） 



• 国内市場だけでなく、世界の医療市場については、2001年から2010年まで市場は成長
（毎年平均8.7％）し続けている。 

  （2010年における市場規模：医薬サービス約430兆円、医薬品約70兆円、医療機器約20兆円） 

• 世界においても、平均寿命の延伸と出生率の低下が進行。60歳以上の人口は、8.9億人か
ら2050年には24億人に増加（「世界人口白書2011」）し、医療ニーズが拡大することが
見込まれている。また、新興国では経済水神は向上しても、低い医療水準等により平均寿命
が短いなど様々な課題があり、高度な医療サービスへの需要が高まっているとされる。 

 

 

医療関連産業の動向（世界市場） 

26 
出典：弟17回パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合より抜粋 



医療・介護需要が拡大する中での供給体制のあり方 

医療・ 

介護への
需要 

医療・ 
介護等 
（公） 

【従来】 

 

医療・介護 
への需要 

医療・ 
介護等 
（公） 

【今後】 

 

②さらなる 

増大 

 

③公的負担中心   
での供給の継続
は困難 

①公的負担で充足可能 

• これまでのような公的負担中心での医療・介護供給体制では、今後増大する需要に対応し
ていくことは困難。公的負担のみに依存しない周辺産業（生活産業）の拡大 や自律的に
サービス供給する産業を形成するなど、供給体制を構築していく必要がある。 

 需 要 

 

供 給 

 

④生活産業での対応や保険外の
サービス供給も合わせた対応が必要 

予防医療 

介護ロボット 

高齢者住宅 

周辺産業等 

（民） 

周辺産業等     

 （民） 
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【今後の需給体制のイメージ】 



大阪における医療関連産業等のポテンシャル ②学術研究機関等の集積 

• 関西には、多様な大学・研究機関等が設置。なかでも、大学（医学部・薬学部）について
は、関東に次いで集積があり、関西の中でも大阪は多数を占めている。 

主な施設等  

大学 

・大学（医学部）【5】 
  大阪大学、大阪市立大学、 
      大阪医科大学、関西医科大学、 
      近畿大学 
・大学（その他学部）【25】 
  歯科、薬学、看護、保健など 
  ※医科大との重複を含む                

研究 
機関 

・国立、府・市立【11】 
  国立循環器病研究センター、 
  医薬基盤研究所、府公衆衛生 
  研究所、市環境科学研究所、 
  大阪バイオサイエンス研究所 
  など 
・民間 
    各製薬会社設置の研究所 
  【約41社】 
  （出典:「医薬企業総覧2012」） 

その他 

・専門学校等も多数あり 
・プラットフォーム、集積拠点等も 
   あり 
  北大阪バイオクラスター、 
      ナレッジキャピタルなど 28 

◎大学医学部（全国79大学） 

◎大学薬学部（全国73大学） 
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大阪 兵庫 京都 奈良 東京 神奈川 千葉 

申請件数 

• 今後、国内外で需要が拡大していくことが見込まれる再生医療分野について、大阪・関西で
は、医療機関・研究機関の集積から、研究が進んでいる。 

• 大阪における臨床研究数は17件と、東京の17件とともに全国で最も多い。さらに、関西全体
では31件（関東20件）であり、大阪・関西では高いポテンシャルを有しているといえる。 

関西：31件 関東：20件 

大阪大学：11件 
国立循環器 
      ： 1件 
北野病院： 2件 
住友病院： 1件 
近畿大学： 1件 
市立大学： 1件 

大阪における医療関連産業等のポテンシャル ④再生医療分野での優位性 

29 

出典：ヒト幹指針   
     への適合性が  
        承認され我が 
        国で実施され 
        ているヒト幹細  
        胞臨床研究  
     （H19～
H25） 

◆再生医療の実績 



５.医療関連産業の振興にこれまで 
  行政はどう関与してきたか？ 

30 



事業・施策の対象・形態 大阪府 大阪市 

機運醸成 

（啓発等による間接的な市場の
拡充） 

食育推進プロジェクト事業（1,719） 
食生活改善地域推進事業（1,563）      他 

食生活習慣改善指導事業（9,025） 
栄養関係事業（特定給食施設への助言・指導、飲食
店 

への）栄養成分表示提供） （7,402） 
食育推進事業（キャンペーン活動等）（3,908） 

小計 3,462 小計 20,335 

許認可・規制 
（業規制等） 

地方移譲医薬品等承認・許可・監視 （13,411） 
薬局開設許可申請等 （874）  

薬事事務事業（3,523） 

小計 14,258 小計 3,523 

信頼性の確保 

(行政指導等による適正な市場
形成を通じた市場への信頼性を
確保（間接的な市場拡充）) 

食品関係施設の監視指導等（39,891） 
食品安全対策に係る各種検査（38,569） 
食の安全安心の確保に関する啓発事業（11,650） 
健康食品安全対策事業（180）         他 

食品衛生・乳肉衛生事業（監視等） （160,592） 
優秀標贈呈事業（1,104）          他 

 

小計 204,678 小計 199,051 

その他関連事業費(医療関連

分)の計 
計  218,936 計  202,574 

試験研究 
（直轄での試験・ 
研究・検査等） 

・大阪府立公衆衛生研究所 
・（地独）府立産業技術総合研究所 
・府立成人病センター研究所 
・府立母子保健総合医療センター研究所 
・（地独）府立環境農林水産総合研究所 

・大阪市立環境科学研究所 
・（地独）大阪市立工業研究所 
・（公財）大阪バイオサイエンス研究所 

その他 
（大学、病院） 

・（公）大阪府立大学 
・（地独）大阪府立病院機構（５病院） 

・（公）大阪市立大学 
・大阪市立病院（３病院） 

（ ）カッコ内は平成25年度当初予算事業費、単位千円 

第2回医療戦略会議資料３より抜粋 

大阪府・大阪市における医療・健康づくり分野関連の産業振興施策等の内容② 
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大阪バイオ戦略 
（府） 

・医薬品・医療機器関連分野の振興を主なターゲットと  
 し、産学官のトップで構成する大阪バイオ戦略推進会議で 
 合意形成・取組み推進。 
・「大阪バイオファンド」の運営や特区による規制緩和などを通じた 
 ベンチャー企業育成・投資拡大などを実施。 

「抗疲労・癒しプロジェクト」 
「介護ロボット開発」 
（大阪市） 

・中小企業振興の一環として実施。ヘルスケア産業創出支 
 援のほか、ロボットテクノロジーによる医療・介護機器の開 
 発などを重点的に支援。 
・研究会等の開催や企業ネットワークの構築、企業間連携 
 によるプロジェクト組成、ビジネスマッチング等を展開。 

府公衆衛生研究所 
市環境科学研究所 

・公衆衛生領域における公的な科学的・技術的中核機関と 
 して、感染症、食品、医薬品、環境衛生分野の調査・研 
 究・分析を実施。 
・環境科学研究所は、特別用途食品（特定保健用食品 
  を含む）許可試験を行う、唯一の公的機関。 

大阪バイオサイエンス 
研究所 

・バイオサイエンス・医学の分野で国際的な研究活動と人 
 材育成を進め、大阪の発展に寄与するため設立。 
・疾患の原因解明（アルツハイマー病、パーキンソン病、 
 統合失調症、自閉症、PTSD等の脳・神経疾患）で成果 

32 

大阪府・大阪市が展開してきた主な施策・事業 



大阪メデイカル特区構想 

・関西メディカル・ヘッドクォーター整備 
・再生医療等の未来医療開発 
  創薬・医療機器・再生医療等先端医療開発、医工情報連携等 
・スマートウエルネス実現プロジェクト  
  医療周辺サービス、医療機器サービスの海外展開等 
・国際医療貢献推進 

医療特区構想 

・大阪の強み(大学/医師数/薬品メーカー/医薬産業)を活かし 
 て先端的取組みを行うため、｢特区｣に医療資源を集中投下 
・医療、薬品、保険、ME、情報などの多分野が相互連携して 
  活性化をめざす 

「健康科学イノベーションセン
ター」 

・2013年7月26日、うめきたナレッジキャピタル内に開設 
・健康科学（疲労回復、抗疲労、アンチエイジング、安全・安心） 
 の拠点として、産-官-学-医-消（費者）の連携を推進 

ものづくり医療コンソーシアム 

・政府機関、企業、医療機関及び研究機関等が有している人材、 
  資金及び知識や経験を互いに活用 
・先端的な医療技術分野、中小企業のための工業技術分野等に 
 おける研究の推進、研究成果の育成、技術移転、人材の育成、 
 学術文化の振興等を産学官連携で推進 

33 

33 大阪府・大阪市におけるこれまでの医療・健康づくり分野関連の産業振興施策 
（大学等を中心とした取組み） 



他都市における取組みとの比較 ①ライフ分野での特区制度 

• ライフ分野の産業振興等をめざした国際戦略総合特区での取組みについて他都市と比較す
ると、行政の投資額は、兵庫県や川崎市に及ばない。 
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他都市における取組みとの比較 ②神戸市における医療産業都市構想 

• 神戸医療産業都市構想”（基本構想検討開始：1998）ポートアイランド第2期を中心
に、高度医療技術の研究・開発拠点を整備し、医療関連産業の集積を図るプロジェクト。
（2011年 関西イノベーション国際戦略総合特区指定） 

• 平成25年度 神戸市 当初予算の概要より 
   予算総額 １,708,226,000千円（うち一般会計 710,144,000千円） 
   神戸医療産業都市（神戸クラスター）関連予算（神戸市予算概要資料より抽出）     

       6,147,707千円 

【神戸医療産業都市への集積】 
（H25.4.30時点） 

 
神戸医療産業都市への立地：  
 234社・団体 

主な中核施設： 

・理化学研究所発生・再生科学 
 総合研究センター 
・低侵襲がん医療センター 
・神戸医療機器開発センター 
・京速コンピュータ「京」  
・中央市民病院      
 など 
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６.現状分析のまとめ 

36 
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• 社会保障給付費のうち、医療費について見ると、2005年の33兆円（GDP比6.6％）から
2035年には85～92兆円（GDP比12.2～13.8％）に増加すると予測される。 

日経メディカルオンライン ルードヴィヒ・カンツラ氏（マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社）「医療制度改革のヒントを探る」より抜粋 

３．高齢化に伴う医療費の将来推計 
Appendix 
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• 医療費増加の主な要因は、医療技術の進歩による診療コストの増加（供給側）、高齢者
の増加による医療需要の増加（需要側）、経済成長による医療需要の増加（需要側）と
なっている。 
そのため、今後も、医療費の増加が見込まれる。 

日経メディカルオンライン ルードヴィヒ・カンツラ氏（マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社）「医療制度改革のヒントを探る」より抜粋 

４．医療費増加の３つの要因 
Appendix 
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国土交通省資料 「高齢者住まい法の改正について」より抜粋 

５．サービス付き高齢者向け住宅登録制度（2012年10月20日より施行） 

Appendix 



40                 （第４回大阪府市医療戦略会議資料３「茂松委員提案資料」より抜粋） 

６．認知症患者の増加 
Appendix 



７.戦略目標の設定と基本方針 
  ７-１.戦略目標の設定 
  ７-２.戦略の基本方針 
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● 第１目標 

 医療や介護にかかる経済的・社会的負担を抑制しつつ、府民の健康寿命を延伸し、  
 生涯にわたるQOLを向上する。 

 
● 第２目標 

 既存の医療機関等の機能分化と連携を促進し、生産性の向上により、効率的・効  
 果的な医療・健康づくりサービスが提供されるともに、超高齢社会に必要な新たな 
 サービスや製品等を開発、提供する裾野の広い関連産業を振興する。 
 
● 第３目標 

 第1目標と第２目標の実現により、大阪のGDPを拡大し、雇用機会を創出し、それ  
 に伴う税収の増加と医療・介護関連公費支出の抑制に寄与する。 

 

● 第4目標 

 健康寿命の延伸と経済成長を同時に実現する新たなヘルスケアシステムの構築による 
 先進モデルを広く他地域や海外に展開し、将来の大阪の成長戦略の拠りどころとする。 

  

７－１．戦略目標の設定 
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● 府民や患者自身が、健康維持と予防、疾病管理の重要性に気づき、行動を変革
する。そのため、行政は啓発の中心的役割を担い、民間と協力して重要性を伝え
る。 

 

● 民間が活力を発揮する。そのため、保健医療資源の効率的配分を実現するガバナ
ンスを強化するとともに、生産性の向上、持続可能性を生かす環境整備を行う。 

 

● 変革によるメリットを実証する。そのため、データを活用し、健康づくりや医療のアウト
カムを「見える化」し、効果と経済合理性を実証する科学的根拠を明らかにする。 

 

● “規模の経済”、“範囲の経済”に着目して、医療機関や介護サービス提供事業者
の増益モデルへの転換を促すとともに、現行システム（医療保険や介護保険の枠
組みの中）のプレイヤー以外の参入と協力による、新しいサービスやまちづくりを実
現する。そのため、必要があれば障害となっている不合理な規制を緩和したり実状
に合った柔軟で適切な制度運用により、民間活力を発揮できる環境を整える。 

 

７－２．戦略の基本方針 
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《基本的な考え方：現行システムのメリットを維持しつつ、新たなヘルスケアシステムへ》 
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現行システム（高度成長・若い国型） 新システム（低成長・成熟した国型） 

・病気になってはじめて医療を意識する 
・財政負担の意識が薄い 
・比較的低コストで、フリーアクセス 

・健康維持や予防に熱心 
・コスト意識を持って、行動を選択する 
・健康情報リテラシー 

・健康保険制度、介護保険制度で支払い
条件を供給側で厳格に管理 

・サービスの提供方法は自由放任主義 
・医療の質に関する情報開示が不十分 

・保健医療資源の配分効率と財源の持続可
能性の向上についてガバナンスの移譲と強化 
・生産性向上、経営の持続可能性支援の仕
組みを確立 
・「消費者としての患者」の期待への対応 
・科学技術主導でｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを目指す 

・公的保険外のｻｰﾋﾞｽは需要が限定的 
・狭義の医療関連産業は、海外勢が優位 
・生活関連産業を含めた広義の産業は発
展途上 
 

・社会保障制度を破綻させない成長志向型
のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを目指す 
・EBM(ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づくﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）の実現、
そのために必要な公的支援と環境整備 
・裾野の広い医療関連産業の振興 

・住民の高齢化に伴い、まち自体が老化、
荒廃する一斉開発、単一世代住み捨て型
まちづくり 

・住民が住み慣れた土地で快適に自立的に
住み続けられ、多様な世代の新しい住民も惹
きつける活力ある循環居住型まちづくり 

府
市
民 

医
療
・
介
護 

提
供
機
関 

医
療
関
連
産
業 

イ
ン
フ
ラ 

集団的アプローチ 個別的アプローチ 



予防・疾病管理、
府民行動変革 

健康指標の向上 
健康格差の解消 

 
戦略案 

キーとなる 
視点 ねらい 

＝ → 

＝ 

＝ 

＝ 

① 

② 

③ 

④ 

ﾚｾﾌﾟﾄﾃﾞｰﾀの 
戦略的活用 

医療情報の電子化と
ビッグデータの 
戦略的活用 

地域密着型 
医療・介護連携 
最適モデル実現 

増益モデル型 
民間病院の高度化・ 

経営基盤強化 

スマートエイジン
グ・ 

シティ 

スマートエイジング・ 
バレー構想 

（産業振興） 

主役は消費者 
治療から予防へ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

＝ 

＝ 

＝ 

 
支払者の行動変革 

医療費適正化 
医療の標準化 

 

創薬等ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援 
医療データベース構築 

 
 

医療の価値追求 
 

情報管理産業化 
 
 

サプライチェーン 
仕組み・構造変革 

まちづくり 

 
研究・開発 
実証インフラ 
認証制度 

 

重要戦略産業振興 
 

生活総合産業化 
 

Aging in Place 

多職種・多機関連携 
市町村の主体性 

増益モデル型 
地域や規模の経済 

資金調達システム 

 
保健医療ｻｰﾋﾞｽ 
持続可能性確保 

 

→ 

→ 

→ 

府民 
保険者等 × 

× 

× 

× 

保険者等 

大阪府 

医療・介護従事者 
保健医療提供機関等 

基礎自治体 

民間病院 
大阪府 

基礎自治体 
大阪府 

大阪府 

× 

× 

× 

メインとなる 
主体 

取組みに関わる 
他の主体 

保健医療提供機関等、 
基礎自治体、大阪府等 

企業・研究機関等 
 

府民 
保健医療提供機関等 

企業 

大阪府 

大阪府 

保険者等、 
保健医療提供機関等 

府民、 
保健医療提供機関等、 
研究機関、大阪府等 

45 

８－１．７つの具体的戦略 

全国的な課題解決型の戦略：①④   大阪特有の課題を見据えた戦略：②⑤    新たな視点で先駆的な取組みを実現する戦略：③⑥⑦ 



現状認識 
（Why) 

●平均寿命は男性41位、女性40位、健康寿命は男性44位、女性45位と他府県に
比べて短く、健康でない期間もトップの愛知より１～２歳長い。 

●高齢になると、高血圧症や糖尿病での外来受診が、全国平均より多くなる。 
●特定健診受診率はトップの東京に比べ20％低く、必要な保健指導や診察（40代
男性6割・40～50代女性半数）を受けない、効果が期待される乳がん、子宮がん、
大腸がんの検診受診率も全国平均以下など予防や疾病管理のための行動が不十分。 

●地域や生活環境（雇用所得別(※)）により健康格差が存在。 
  （※）所得・経済状況による健康格差を示す指標は、加入保険者別でしか把握できない。 

 ・特定健診受診率は、市町村国保、国保組合、協会けんぽ加入者が低い。 
 ・がん検診受診率は、大阪市、府南部地域で特に低い。 

戦略目標(Vision) 府民行動変革を促し、健康状態を底上げする 

戦略行動 
（Who/What） 

●府市は、関係機関・団体と連携して、長年にわたり様々な健康づくり施策を実施して
きたが、健康寿命をはじめ府民全体の健康状態は以前厳しい。従来の行政的啓発
手法等では、訴求力が弱く、限界は明らかである。 

●一方で、健康食品、家庭・個人用測定機器、ジムや健康管理など民間事業者によ
るヘルスケア関連製品やサービスの市場は拡大し、健康はブームである。 

●行動主体は、あくまで個々の府民であるが、行政も抜本的に手法を変え、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
等の民間のプロのノウハウを取り入れ、行動変革を促す強い動機付けや機運醸成など
の働きかけを行う。 

●地域や生活環境による健康状態への影響に留意し、行政は必要に応じて支援する。 
●また、医療者や専門機関と連携したデータや科学的根拠に基づいた効果的で効率
的な介入、民間事業者が提供する消費者ニーズにマッチした新しいツールやサービスも
活用して新たな体系的な仕掛けにより、行動変革を促す包囲網を構築すべきである。 

８－２．◆戦略１◆ 予防・疾病管理、府民行動変革 
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がん、高血圧症、糖尿病への３つの対策モデル 
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特徴 対象 内容 

が         ん 

・早期発見が重要 
・部位別の有効対策 

・40代、50代 
・健診弱者層 

（国保加入者、主婦、
中小企業雇用者等） 

・検診率向上 

（特に、乳がん、子
宮がん、大腸がん） 

・大阪独自検診基準
で重点介入 

 
高血圧症 
 
 

・減塩の徹底 
・適切な疾病管理 
（日常のかかりつけ医療重要） 

・他の重症疾患（脳卒中等）を
予防する効果大 

・40代半ば～ 

・定期的な血圧測定
で高リスク者を抽出 

・自己管理の徹底 
・減塩 
・野菜、果実の摂取 
・適切な服薬の継続 
 

 
 
糖 尿  病 

（２型） 

・肥満と運動不足の解消 
・重症化、合併症予防が鍵 

・発症後は、一生上手につきあ
う適切な疾病管理 
（日常のかかりつけ医療重要） 

・スクリーニングで
引っかかった者、最
初に診断された者 

・健診等受診率向上 

・食生活改善、食事
療法 

・継続的な医師等専
門家の指導 

◆戦略１◆ 具体的な戦略イメージ①  



◆がん(悪性新生物)対策モデル_一般対策 

一次予防（健康管理） 

 
健康・元気 

二次予防（予防） 

 
未病（疲労・倦怠感等） 

治療 

 
(病気・疾病) 

民間事業者
のサービス 

公的サービス 

食生活の改善 
・塩分摂取抑制（胃） 
・脂肪摂取抑制（結・直腸） 

啓発 
費用助成 

：府民の行動 ：医療の関与 ：保険者の関与 ：行政の関与 凡例： 

健康づくり 医療 

がん検診の受診 
・胃X線検査（胃） 
・便鮮血反応（結・直腸） 
・胸部X線、喀痰検査(重喫煙者)（肺） 
・マンモグラフィ・視触診（乳） 
・パパニコロウ細胞診検査（子宮頸) 

啓発 
費用助成 

保険 

治療 
服薬 
疾病管理 

費用助成 

人間ドックの受診 

健康教室への参加 

エビデンスに基づく事業実施 
正しい知識の普及・啓発 

感染予防・治療 
・ヘリコバクタ・ピロリ菌（胃） 
・肝炎ウイルス（肝） 
・乳頭腫ウイルス（子宮頸） 

禁煙（肺） 

治療 

(良質な)検診実施 

啓発 
費用助成 

啓蒙・啓発 
企業 

保健指導 

医師の指導
に基づく 

【対象者】 
大企業等従事者 
（※保険者の支援-大） 

医療提供 

精度管理による検
診の質向上 

がん医療の
均てん化 組織型検診 

受診勧奨 

新たなサービス事業者の参入促進 
（配食・運動・生活習慣改善等） 

啓発 
費用助成 肥満防止、適度な運動 

（結・直腸、乳) 

禁煙支援 

啓蒙・啓発 

48 大阪大学松浦成昭氏第二回健康セミナー「癌の防ぎ方、見つけ方」をもとに作成 

◆戦略１◆ 具体的な戦略イメージ③A  



一次予防（健康管理） 

 
健康・元気 

二次予防（予防） 

 
未病（疲労・倦怠感等） 

治療 

 
(病気・疾病) 

事業者への働きかけ、保健師の介入
など 

事業者への働きかけ、地域産業
保健センターとの連携強化、など 

◆がん(悪性新生物)対策モデル_重点対策 

民間事業者
のサービス 

公的サービス 

食生活の改善 
・塩分摂取抑制（胃） 
・脂肪摂取抑制（結・直腸） 

啓発 
費用助成 

：府民の行動 ：医療の関与 ：保険者の関与 ：行政の関与 凡例： 

健康づくり 医療 

がん検診 
・胃X線検査（胃） 
・便鮮血反応（結・直腸） 
・胸部X線、喀痰検査(重喫煙者)（肺） 
・マンモグラフィ・視触診（乳） 
・パパニコロウ細胞診検査（子宮頸) 

啓発 
費用助成 

保険 

治療 
服薬 
疾病管理 

費用助成 

人間ドックの受診 

健康教室への参加 

エビデンスに基づく事業実施 
正しい知識の普及・啓発 

感染予防・治療 
・ヘリコバクタ・ピロリ菌（胃） 
・肝炎ウイルス（肝） 
・乳頭腫ウイルス（子宮頸） 

禁煙（肺） 

治療 

(良質な)検診実施 

啓発 
費用助成 

啓蒙・啓発 
企業 

保健指導 

医師の指導
に基づく 

【対象者】 
自営業主、中小企業(50
人未満)、非正規雇用
者、無職など 
（※保険者の支援-小） 

医療提供 

精度管理による検
診の質向上 

がん医療の
均てん化 組織型検診 

受診勧奨 

新たなサービス事業者の参入促進 
（配食・運動・生活習慣改善等） 

肥満防止、適度な運動 
（結・直腸、乳) 

禁煙支援 

啓蒙・啓発 
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保健師の介入など 

大阪大学松浦成昭氏第二回健康セミナー「癌の防ぎ方、見つけ方」をもとに作成 

◆戦略１◆ 具体的な戦略イメージ③B  



◆高血圧症対策モデル_一般対策 

一次予防（健康管理） 

 
健康・元気 

二次予防（予防） 

 
未病（疲労・倦怠感等） 

治療 

 
(病気・疾病) 

民間事業者
のサービス 

公的サービス 

食生活の改善 
・塩分摂取の抑制 
・野菜・果実の摂取 

啓発 
費用助成 

：府民の行動 ：医療の関与 ：保険者の関与 ：行政の関与 凡例： 

健康づくり 医療 

健康診断 
特定健診 

啓発 
費用助成 

保険 

治療・服薬（降圧剤の服用） 
疾病管理・合併症の予防 

費用助成 

人間ドックの受診 

健康教室への参加 

エビデンスに基づく事業実施 
正しい知識の普及・啓発 

アルコールの抑制 

禁煙 

(良質な)検診実施 

啓発 
費用助成 

啓蒙・啓発 
企業 

保健指導 

医師の指導
に基づく 

医療提供 

エビデンスに基づく事業実施 
「行動変容」を促す効果的な介入 

新たなサービス事業者の参入促進 
（配食・運動・生活習慣改善等） 

啓発 
費用助成 肥満防止、適度な運動 

禁煙支援 

啓蒙・啓発 
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(対象者への) 
保健指導 

生活習慣の複合的修正 
・食塩 
・野菜・果実の摂取 
・肥満と運動不足の解消、節酒 
・禁煙 

生活習慣の改善指導 

啓蒙・働きかけ 

啓蒙・啓発 

新たなサービス事業者の参入促進 
(オーダーメイドプログラムの提供、継続支援等) 

【対象者】 
大企業等従事者 
（※保険者の支援-大） 

聖マリアンナ医科大学田中逸氏「新健診・健康管理専門職のためのセミナー生活習慣病」(日本医事新報社)をもとに作成 

◆戦略１◆ 具体的な戦略イメージ④A  



一次予防（健康管理） 

 
健康・元気 

二次予防（予防） 

 
未病（疲労・倦怠感等） 

治療 

 
(病気・疾病) 

◆高血圧症対策モデル_重点対策 

民間事業者
のサービス 

公的サービス 

食生活の改善 
・塩分摂取の抑制 
・野菜・果実の摂取 

啓発 
費用助成 

：府民の行動 ：医療の関与 ：保険者の関与 ：行政の関与 凡例： 

健康づくり 医療 

健康診断 
特定健診 

啓発 
費用助成 

保険 

治療・服薬（降圧剤の服用） 
疾病管理・合併症の予防 

費用助成 

人間ドックの受診 

健康教室への参加 

エビデンスに基づく事業実施 
正しい知識の普及・啓発 

アルコールの抑制 

禁煙 

(良質な)検診実施 

啓発 
費用助成 

啓蒙・啓発 
企業 

保健指導 

医師の指導
に基づく 

医療提供 

エビデンスに基づく事業実施 
「行動変容」を促す効果的な介入 

新たなサービス事業者の参入促進 
（配食・運動・生活習慣改善等） 

啓発 
費用助成 肥満防止、適度な運動 

禁煙支援 

啓蒙・啓発 
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(対象者への) 
保健指導 

生活習慣の複合的修正 
・食塩 
・野菜・果実の摂取 
・肥満と運動不足の解消、節酒 
・禁煙 

生活習慣の改善指導 

啓蒙・働きかけ 

啓蒙・啓発 

新たなサービス事業者の参入促進 
(オーダーメイドプログラムの提供、継続支援等) 

事業者への働きかけ、保健師の介入
など 

事業者への働きかけ、地域産業
保健センターとの連携強化、など 

保健師の介入など 

【対象者】 
自営業主、中小企業(50
人未満)、非正規雇用
者、無職など 
（※保険者の支援-小） 

聖マリアンナ医科大学田中逸氏「新健診・健康管理専門職のためのセミナー生活習慣病」(日本医事新報社)をもとに作成 

◆戦略１◆ 具体的な戦略イメージ④B  



◆糖尿病対策モデル_一般対策 

一次予防（健康管理） 

 
健康・元気 

二次予防（予防） 

 
未病（疲労・倦怠感等） 

治療 

 
(病気・疾病) 

民間事業者
のサービス 

公的サービス 

食生活の改善 
・規則正しい食生活 
・食物繊維の摂取 

啓発 
費用助成 

：府民の行動 ：医療の関与 ：保険者の関与 ：行政の関与 凡例： 

健康づくり 医療 

健康診断 
特定健診 

啓発 
費用助成 

保険 

治療・服薬 
疾病管理 
合併症の予防 
(網膜症、腎症、末梢神経障害) 

費用助成 

人間ドックの受診 

健康教室への参加 

エビデンスに基づく事業実施 
正しい知識の普及・啓発 

歯周病の予防 

(良質な)検診実施 

啓発 
費用助成 

啓蒙・啓発 
企業 

保健指導 

医師の指導
に基づく 

医療提供 

エビデンスに基づく事業実施 
「行動変容」を促す効果的な介入 

新たなサービス事業者の参入促進 
（配食・運動・生活習慣改善等） 

啓発 
費用助成 肥満防止、適度な運動 

啓蒙・啓発 
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(対象者への) 
保健指導 

生活習慣の複合的修正 
・食物繊維の摂取 
・ゆっくり食事をとること 
・肥満の解消・減量 
・運動不足の解消 

生活習慣の改善指導 

啓蒙・働きかけ 

啓蒙・啓発 

新たなサービス事業者の参入促進 
(オーダーメイドプログラムの提供、継続支援等) 

【対象者】 
大企業等従事者 
（※保険者の支援-大） 

聖マリアンナ医科大学田中逸氏「新健診・健康管理専門職のためのセミナー生活習慣病」(日本医事新報社)をもとに作成 

◆戦略１◆ 具体的な戦略イメージ⑤A  



一次予防（健康管理） 

 
健康・元気 

二次予防（予防） 

 
未病（疲労・倦怠感等） 

治療 

 
(病気・疾病) 

事業者への働きかけ、保健師の介入
など 

事業者への働きかけ、地域産業
保健センターとの連携強化、など 

保健師の介入など 

◆糖尿病対策モデル_重点対策 

民間事業者
のサービス 

公的サービス 

食生活の改善 
・規則正しい食生活 
・食物繊維の摂取 

啓発 
費用助成 

：府民の行動 ：医療の関与 ：保険者の関与 ：行政の関与 凡例： 

健康づくり 医療 

健康診断 
特定健診 

啓発 
費用助成 

保険 

治療・服薬 
疾病管理 
合併症の予防 
(網膜症、腎症、末梢神経障害) 

費用助成 

人間ドックの受診 

健康教室への参加 

エビデンスに基づく事業実施 
正しい知識の普及・啓発 

歯周病の予防 

(良質な)検診実施 

啓発 
費用助成 

啓蒙・啓発 
企業 

保健指導 

医師の指導
に基づく 

医療提供 

エビデンスに基づく事業実施 
「行動変容」を促す効果的な介入 

新たなサービス事業者の参入促進 
（配食・運動・生活習慣改善等） 

啓発 
費用助成 肥満防止、適度な運動 

啓蒙・啓発 
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(対象者への) 
保健指導 

生活習慣の複合的修正 
・食物繊維の摂取 
・ゆっくり食事をとること 
・肥満の解消・減量 
・運動不足の解消 

生活習慣の改善指導 

啓蒙・働きかけ 

啓蒙・啓発 

新たなサービス事業者の参入促進 
(オーダーメイドプログラムの提供、継続支援等) 

【対象者】 
自営業主、中小企業(50
人未満)、非正規雇用
者、無職など 
（※保険者の支援-小） 

聖マリアンナ医科大学田中逸氏「新健診・健康管理専門職のためのセミナー生活習慣病」(日本医事新報社)をもとに作成 

◆戦略１◆ 具体的な戦略イメージ⑤B  



一般的な疾病予防・医療(疾病管理)・福祉のイメージ 

大阪大学磯博康氏「検診・保健指導の在り方に関する疫学的エビデンス」 
明星大学坂巻弘之氏「疾病管理とヘルスサービス研究（１）医療費と健康政策における疾病管理」をもとに改編 
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病気を早く治療し、 
早期に社会復帰をめざす 

病気を早期に発見し、 
早期に治療する 

病気を原因から絶つことで、 
発症を防ぐ 

三次予防 

二次予防 

一次予防 

在宅医療・地域リハ・介護 

回復期リハビリテーション 

保健指導、民間サービスの利用等による 
生活改善 

健康教育・食育など健康づくり 

健康診査・リスク要因の発見 

救急医療 

概念 具体的な取組み 

服薬等継続的な治療 

健康 
づくり 

医療 

福祉 

リスク・コントロール 

リスク除去・軽減 

健康な状態から病気になった場合まで、あらゆるステージで「予防」の概念を重視 

◆戦略１◆ 参考④  
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めざすべき生活習慣 

○塩分制限 
→第一目標：8g/日(調味料としての添加塩分5g)未満 
  第二目標：6g/日(添加塩分3g)未満 
 
○野菜・果実の摂取 
→350g以上/日（糖分、高カリウム血症に注意が必要） 

 
○肥満の解消 
→BMI24以下（可能であれば22以下） 
  ※）BMI30以上の場合、5%の体重減少 
 
○運動習慣の獲得 
→有酸素運動20～30分2回/日、3～4日/週 
  ※）医師の指導のもと、運動を開始 
 
○アルコール制限 
→エチルアルコール男性20～30mL/日(日本酒約1合) 

           女性10～20mL/日 
 
○禁煙 

●高血圧症は、大半が無自覚。 
●食事の評価、生活スケジュールの把握、継続
的な血圧測定と記録、が必要。 
●高血圧症への対応は、生活習慣の複合的
修正により、確実な降圧効果が期待できる。 
 [重要な要素] 
 ・減塩 
 ・野菜・果実摂取 
 ・減量 
 ・運動 
 ・節酒 
 ・禁煙 
 [関連する日常生活上の取組み] 
 ・トイレや浴室、脱衣場などの温度管理 
 ・熱すぎない入浴などによるリラクゼーション 
 ・睡眠不足の解消 
 ・便通のコントロール、など 
●なお、特定保健用食品の中には降圧効果を
特徴とするものがある。１日あたりの摂取量を守
ること、降圧薬の代替にはならないことに留意。 

◆高血圧症対策モデル 高血圧症への対応・アプローチに関する科学的根拠 ① 

高血圧症の特徴等 

◆戦略１◆ 参考⑦  

聖マリアンナ医科大学田中逸氏「新健診・健康管理専門職のためのセミナー生活習慣病」(日本医事新報社)などを参考に作成 



府内の大学・ナショナルセンターが実施する新たな健康づくり関連事業の例 
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◆戦略１◆ 参考⑩  

大阪医科大学 • 農林水産物・食品の機能性等を解析・評価する基盤技術の開発をはじめ、IT関連
医療プロジェクトやヘルスケアプロジェクト等への取組み 

• 健康科学クリニックの運営 
  －人間ドック、各種検診、診療を実施。女性のための検診にも注力。 

大阪市立大学 • 健康科学イノベーションセンターの開設・運営（グランフロント大阪内） 
  －抗疲労研究を中心とした、健康維持・先制医療への先進的な取組み(健康科学   
   研究)の発信、住民啓発、専門人材の育成、等を実施。 

大阪大学 • 未来医療センター 

• 循環器疾患を始めとする生活習慣病の疫学・予防研究(八尾市高安地区) 

関西医科大学 • 健康科学センター 
  －薬、栄養、カウンセリングなどの治療と併せて、生活習慣病等の予防や治療に活用。 

• アンチエイジング・ドッグ 

近畿大学 • アンチエイジングセンター 
  －予防医療としてのアンチエイジング効果を科学的エビデンスに基づいて実証。市民公開講座、ス

ポーツ教室等を通じて市民の健康増進に貢献。 

国立循環器病
研究センター 

• 『国循の美味しい！かるしおレシピ』の出版 
－国循で提供されるオリジナル減塩メニューを紹介するレシピ本で、食生活を支援。 

• 医療・健康のまちづくりのモデル事業 
－予防・診断・治療法のモデル開発のための体制を整備。 

各大学及び国立循環器病研究センターホームページなどを参考に作成 



新たに民間事業者が提供する新しい事業の展開例 

【新しいタイプの健康チェックサービス】 

ケアプロ(株)の例 

• セルフ健康チェック事業、訪問看護事業、健康データ管理事業を実施。 

• ワンコイン健診サービス（平成20年11月～）の提供。 →2013年10月 累計利用者20万人突破。 

  （特徴）1項目500円、結果はその場で、自己採血（看護師のサポート）、ケータｲカルテ 
  （検査項目）血糖値、中性脂肪、総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、血圧・体重・身長・BMI・骨密度、肺年齢等 
  （提供場所）ケアプロ中野店、ケアプロ岡山店、その他、ショッピングセンターやパチンコ店等で健康チェックイベント実施 

• 「現代の赤ひげ」（ボランティア医師）によるワンコインドクター相談（臨時）。 

  （内容）内科医との相談 10分 500円 

  （対象）保険証を持たない人、多忙で受診できない人                                        など 
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◆戦略１◆ 参考⑪  

健康開発センター ウィルの例 

• 医療機関に併設された、健康開発センターで、高度な健康チェック・システム、体力アップや栄養などのコン
サルテーションの実施、心理的なストレス解消などに対応。 

• 病院的要素とスポーツクラブ的要素を持つことで、メディカルチェック、栄養チェック、体力チェック、総合診
断、運動処方、栄養処方、トレーニングの指導・助言という流れを作ることが可能。 

【課題と展望】（大和総研ESGレポート「日本の医療制度改革と国民一人一人の医療意識改革に向けて」を参考に整理） 

• ニーズは大。健康、予防行動の拡大に寄与する可能性あり。格差是正にも一役を担いうる。 

• 安全性、信頼性、医学的精度の担保が重要。 

• 医学的評価やビジネスモデルの可能性については、今後、評価が必要か？ 



新たに民間事業者が提供する新しい事業の展開例－ＰＨＲ(パーソナルヘルスレコード(※))の活用① 

【個々の状態に応じた健康プログラムによる個人に対する健康増進サービス】 
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◆戦略１◆ 参考⑫  

2008年3月日本版PHRを活用した新たな健康ｻｰﾋﾞｽ研究会「個人が健康情報を管理・活用する時代に向けて」、 
「ｵﾑﾛﾝ ﾍﾙｽｹｱ(株)ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」を参考に作成 

• 健康な個人が、さらなる健康を求めて受ける『健康増進サービ
ス』にPHRシステムを活用。従来の健康増進サービスを各個
人のニーズ毎にきめ細かいプログラムとすることが可能に。 

• 個人の健康状態と生活習慣をデータに基づいて把握すること
で、疾病予防や疾病管理の場面と同様、個人の趣向(※)に
併せた取り組みやすく継続しやすいサービスの提供が可能に。 
(※)スポーツの上達、体型維持など健康目的以外も可能 

オムロン ヘルスケア(株)の例 

• 歩数計・体組成計と連動した月額会員制ウェブ
サイト「Walker’s Index」を運営。 

• データの蓄積・グラフ化、コミュニティの構築、ス
ポーツインストラクターへの質問などの機能を提
供。 

 ※)上記は2008年現在のサービス 
   2013年現在、サービスを拡張し、「Wellness LINK」を運営。 
   ・血圧計、睡眠計、体重体組成計、活動量計、歩数計等の 
   ウェルネスリンク対応機器の接続が可能。 
   ・測定記録や成果を定期レポートにすることで健康をサポート。 

※Personal Health Recordシステム：個人が自らの生活の質の向上を目的として、個人自らの健康情報を収集・保存・活用するしくみ 



【特定の疾患リスクを指摘された個人に対する疾病予防サービス】 
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◆戦略１◆ 参考⑬  

• 健康診断などにより特定の疾患リスクが指摘された個人が疾
患予防のために受ける『疾病予防サービス』にPHRシステムを
活用。 

• 個人の体調や生活習慣に合わせた継続可能な充実したサー
ビスを提供可能に。 

ヘルスケア・コミッティー(株)の例 

• 個人の健康状態にあった健康情報・健康教育
情報の提供、管理栄養士による生活習慣改善
指導のプログラムを提供。 

• QUPiO(システム)を活用して、検診・問診・レセ
プトデータを管理し、健保からのお知らせや健康
アドバイス、健康教育・情報発信等を実施。 

 ※)上記は2008年現在のサービス 
   2013年3月現在、QUPiO利用者数130万人 
   事業者や保険者による保健事業に活用可能 
   減量、高血糖・高コレステロールの方の食事改善等を支援。 

2008年3月日本版PHRを活用した新たな健康サービス研究会「個人が健康情報を管理・活用する時代に向け
て」、 
「ヘルスケア・コミッティ(株)ホームページ」を参考に作成 

新たに民間事業者が提供する新しい事業の展開例－ＰＨＲ(パーソナルヘルスレコード)の活用② 



【慢性疾患の重症化を予防するために患者の自己管理を支援する疾病管理サービス】 
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◆戦略１◆ 参考⑭  

• 糖尿病、心不全など、生活習慣病を中心に慢性疾患を対
象。 

• 定期的な医療機関での受診以外の日常生活において、血
圧・血糖値等のデータを送信できる健康測定機器や通信技
術を活用し、服薬状況の確認、健康指導、状況悪化の早期
察知などを行い、重症化を防止。 

• 米国では、疾病管理サービス事業者が医療保険者や企業と
医療費削減に対する成果報酬などで契約。 
日本におけるサービス誕生・育成が期待される。 

[疾病予防サービスのイメージ] 

旭化成(株)の例 

• 開業医に対する生活習慣病の食事分析・指導
支援（アウトソーシング）として、食事前後の写
真による食事分析・調査、分析結果を基に管理
栄養士によるアドバイスの提供。 

• 利用者が携帯電話等で撮影した食事写真や分
析結果の管理、疾患に合わせたお勧めレシピの
提供。 

 ※)上記は2008年現在のサービス 
    

2008年3月日本版PHRを活用した新たな健康サービス研究会「個人が健康情報を管理・活用する時代に向けて」
を参考に作成 

新たに民間事業者が提供する新しい事業の展開例－ＰＨＲ(パーソナルヘルスレコード)の活用③ 



新たに民間事業者が提供する新しい事業の展開例 
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◆戦略１◆ 参考⑮  

【企業の健康保険組合による社員に対する健康増進の取組み例】 

• 生活習慣や健康指標の改善指導を工夫する例 
－日産自動車：病気になる可能性が高い加入者に絞った個別の健康指導を実施 
  花王：検診結果が改善した加入者にポイントを付与し、健康器具と交換できるなどインセンティブを付与 
  三菱電機：適正体重や運動習慣などから加入者の健康状況を示す独自指標を開発 
         平均値が改善した事業所を表彰 
  大和証券グループ：希望者を対象にウォーキングイベントを開催。ランキングの上位者に商品を贈呈 

• ＩＴを活用し、健康状態などを確保する例 
－ローソン：運動メニューなどを設定できるアプリを配布 
  日立製作所：ネットで生活習慣改善や減量法を指南 
   富士通：健康状態を把握できるサイトを開設 

【健康志向型コンビニエンスストアの展開―ローソンの事例】（平成25年10月9日付け日本経済新聞より） 

全国11,130店舗（大阪府1,004店舗） 

• 「マチのほっとステーション」から「マチの健康ステーション」へキャッチコピーを変更 

• 健康志向型商品の開発・提供 

  －低カロリー弁当・低糖質のパン・野菜の多い惣菜など、健康に配慮した商品を展開 
    食品メーカーとの共同開発により、味わいを落とさず低カロリーを実現する商品開発を予定 
       3年後には、約600品目（食品の約25％）を健康志向の商品に切り替え（予定） 

• 健康配慮型「ナチュラルローソン」の全国展開 
平成25年12月14日付け日本経済新聞(夕刊)をもとに作成 



現状認識 
（Why) 

●従来、保険者の介入は消極的。 

●レセプトデータの利活用は、支払いのための審査点検から医療費適正化や保険者の
実施する保健事業の充実に拡がりつつあるが、さらなる活用の余地がまだまだある。 

●市町村国保を始め、各保険者の財政状況は極めて厳しい。 

●医療費の増加の要因は、「経済成長による医療需要の増加」、「高度な医療技術の
導入による医療コストの増加」「高齢化（人口構成の変化）」の３つであり、今後も
医療費の増加は不可避。 

●医療に関する需要と支出の在り方に関する社会的議論と、医療費支出抑制の努力
が必要であり、そのためには、データに基づく分析と問題提起が重要である。 

戦略目標 
（Vision） 

●『医療の効率化』や『医療の質の向上』による医療費適正化を実現するため、保険
者等(※)が、レセプトデータを戦略的に利活用する。 

 ※）保険者及び医療扶助(生活保護)の実施機関としての都道府県、市町村 

戦略行動 
（Who/What） 

●保険者等が、レセプトデータを戦略的な取組みに利活用する。 

●保険者等が、医療費の適正化のために、より積極的に行動する。 

●保険者等は、学術研究機関等の力も借り、レセプトデータの解析を行うほか、府や
研究者等に積極的にデータを提供する。府等は、医療機関や医学会等の理解、協
力を得て、現状の取組みに止まらず、さらなる医療費適正化に向け、医療の効率化や
標準化、質の向上を実現するための行動拡充につながるような問題提起や働きかけを
行う。 

●府は、保険者等がレセプトデータを戦略的に活用できるよう、活用方策のデザインや
分析・評価を行う学術研究機関を斡旋、仲介するなど仕組みづくりを行う。 
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８－３．◆戦略２◆ レセプトデータの戦略的活用 



《基本的な戦略内容》 

● レセプトデータの分析・比較から得られるものは大きい。例えば、以下のようなことが考えられる。 

  －被保険者の経年のデータを追跡、監視することで、保険者等は個別に効率的な保健指導など介入
を行い、病気の予防や疾病管理を行い、個人のQOL向上、ひいては医療費高額化を防止できる。 

  －プロセス・ベンチマーク(※１)や診療報酬ベンチマークを把握できる分析結果を公表・提供することによ
り、各医療機関や医療関係者は診療プロセスを改善し、医療の標準化・効率化を誘導できる。 

  －自治体が、医療機関の機能や診療の実態、住民の疾病や受療の動向等の客観的な基礎情報を
把握し、医療資源の「見える化」や需給状況を分析し、最適配分による医療提供体制の確保や効
果的な保健医療施策を実施できる。 

  －学術研究機関等が疫学研究に活用し、疾病治療のアルゴリズムの発見など医療を高度化できる。 
  

● レセプトデータは、標準化・電子化され統一的に蓄積された貴重な医療関連データであり、全国規模
のデータベース(NDB (※２) )も整備され、保険者等が保有するデータを活用できる状況は整ってい
る。 

 

● 呉市の例などもあるが、府内市町村国保においても、後発医薬品の利用促進・差額通知の実施や長
期入院患者の把握、頻回・重複受診者の抽出・訪問指導、特定健診受診率向上や非肥満型高血
圧者への受診勧奨、行動変容事業、保健事業の充実など先進的な取組み例が見られ、府は市町村
国保保険者に対してインセンティブを与え積極的に誘導を行っている。また、不正・不当な請求や受給
を正すための審査・指導・監査も強化されている。 

 

● 医療費適正化の切実度が高く関係者の理解を得やすい環境を活かし、今後は、こうした実績を梃子
に、目前の問題解決から、医師会や関係医学会、医療経済の専門家を含む研究者の協力を得て、
中期的な視点も持ちつつ、「医療の標準化や効率化」、「アウトカム向上」を目的に、レセプトデータを一
層活用すべきである。 

◆戦略２◆ 基本的な戦略内容  
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※１-平均的パフォーマンスとの比較や医療機関相互での比較による個々の病院の位置づけ 
※２-National Database 国の保有するレセプト情報、特定健診情報、特定保健指導情報のデータベースシステム 



• 既に、不正請求や不正受給の問題に対処するため、医療扶助レセプトデータの審査を強化しているが、
国保被保険者への医療費通知の実施などの徹底とともに、国保レセプトへの審査を強化する。 

• さらに、一般的な審査・指導に止まらない診療プロセス等に関する客観的事実を明らかにすることを目的
に、医療扶助レセプトと市町村国保レセプトのデータを分析・比較すれば、大阪市内だけで、約100万
人弱のデータを根拠に医療の効率化、適切化、さらなるアウトカムの向上につなげることができる。 

さらなる 
医療ｱｳﾄｶﾑ向上 

適切化 
効率化 

 
 
 
 
・行動変容推進事業 

 
 
 
・一部企業健保は様々な
健康増進サービスに着手 

適正化 

・審査支払い機関による審査 
・レセプトの点検 
・特徴的傾向を示す医療機関
への個別調査 
・不正疑い医療機関の調査 

 
・審査支払い機関による審査 
・レセプトの点検 
・不正疑い医療機関への指導 

 
・審査支払い機関による審査 
・レセプトの点検 
・不正疑い医療機関への指導 

 

医療扶助適用者 
大阪市 117,226人 

 

市町村国保(H23年度平均) 

大阪市    817,010人 
府内全体 2,587,029人 

府内全ての保険者 
府民 886万人 

 
・学術研究機関、民間専門機関の専門家による解析 
・診療プロセスや診療報酬のベンチマーク比較、評価 

・医療の効率化やアウトカム向上につながる仮説 
⇒情報提供、公表により、 

 医師会や関係学会の協力を得た行動変革へ 
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《具体的な進め方》 
◆戦略２◆ 具体的な戦略イメージ①  



行政等の役割  

●レセプトデータの適正な管理と提供（厚労省・自治体・保険者等）。 

●レセプトデータの第三者提供についてのルールづくり（厚労省・自治体・保険者等）。 

●医療費の適正化、医療の効率化、医療の質の向上のために積極活用（厚労省・自治
体・保険者）。 

既存の施策 

●レセプト情報・特定健診等情報データベースの管理・運用（厚労省）。 

●医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析、不正疑い医療機関への指導・監
査等（都道府県・国）。 

●診療・調剤報酬、公費負担医療の審査、支払（大阪府国保連合会、保険者）。 

●行動変容推進事業（基礎自治体・府）や本人通知（保険者）への活用。 

具体的施策例 

●保険者等は、大阪府国保連合会等の協力を得て、具体的な利活用の方法や第三者
提供ルールについて検討し、関係者のコンセンサスを得る。 

●府は、学術研究機関や民間事業者の参画する研究会を組織し、保険者等を支援する。 

●保険者等は、学術研究機関等に委託し、継続的に疫学的・経済的観点でレセプトデー
タをマクロ分析する。 

  ー市町村国保間や医療扶助費との比較や評価を行い、需要側の問題や課題を抽出 
  －医療機関毎の診療プロセスや実績を比較するなどし、供給側の問題や課題を抽出 

●保険者等は、分析結果を活用して、既に実施しているレセプト点検をより厳正化する。 

●保険者等は、分析結果を活用して、診療プロセスの改善や医療の効率化を促すため、
医療機関や被保険者等への情報提供などを行う。 

●保険者等は、分析結果を公表し、医療の効率化や質の向上のための問題を提起する。 
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《保険者等の役割》 
◆戦略２◆ 具体的な戦略イメージ②  
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府内市町村国保における医療費適正化に向けた取組みの現状（H24) （１） 

◆戦略２◆ 具体的な戦略イメージ③  

ジェネリック
差額通知
（※１）

レセプト点検
（複数受診者）

（※２）

レセプト点検
（医療機関単位で

の突合）
（※３）

国保保健指導
事業の実施

（※４）

長期入院者の
把握

（※５）

大阪市 ○ ○ ○ ○
堺市 ○ ○
岸和田市 ○ ○
豊中市 ○ ○ ○
池田市 ○ ○
吹田市 ○
泉大津市 ○ ○ ○
高槻市 ○ ○
貝塚市 ○ ○ ○ ○
守口市 ○ ○ ○ ○
枚方市 ○ ○ ○ ○ ○
茨木市 ○ ○
八尾市 ○ ○ ○ ○
泉佐野市 ○ ○ ○ ○
富田林市 ○ ○ ○
寝屋川市 ○ ○ ○ ○
河内長野市 ○ ○ ○
松原市 ○ ○
大東市 ○ ○ ○
和泉市 ○ ○ ○ ○
箕面市 ○ ○ ○
柏原市 ○ ○ ○ ○ ○
羽曳野市 ○ ○ ○ ○
門真市 ○ ○ ○ ○ ○
摂津市 ○ ○ ○ ○
高石市 ○ ○ ○
藤井寺市 ○ ○ ○ ○
東大阪市 ○ ○ ○
泉南市 ○ ○ ○ ○ ○
四條畷市 ○ ○ ○ ○
交野市 ○ ○
島本町 ○ ○
豊能町 ○
能勢町 ○ ○
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◆戦略２◆ 具体的な戦略イメージ④  

府内市町村国保における医療費適正化に向けた取組みの現状（H24) （２） 

ジェネリック
差額通知
（※１）

レセプト点検
（複数受診者）

（※２）

レセプト点検
（医療機関単位で

の突合）
（※３）

国保保健指導
事業の実施

（※４）

長期入院者の
把握

（※５）

忠岡町 ○ ○ ○ ○
熊取町 ○ ○
田尻町 ○ ○
阪南市 ○ ○ ○ ○
岬町 ○ ○ ○ ○
太子町 ○ ○ ○
河南町 ○ ○ ○ ○
千早赤阪村 ○ ○ ○
大阪狭山市 ○ ○

団体数 34 26 12 21 43

（※１）（※２）（※４）
平成２４年度　国特別調整交付金（その他特別の事情がある場合）のうち
経営努力分の各項目で実施していると評価したもの。
 ※2　複数受診者
　・国はＨ21年4月の通知で、後期高齢者医療制度における医療費適正化対策事業の実施に当たり、
　　重複受診…1か月4か所　頻回受診1か月あたり15日以上
　　との目安を示しており、これも参考に保険者が基準を設定、該当レセプトを抽出
 ※4　保健事業　
　・法定の特定健診・特定保健指導以外の事業で、国「保健事業の実施等に関する指針」に示す
　　健康教育や健康相談、訪問指導等を実施

（※３）
平成24年度 大阪府特別都道府県調整交付金の評価項目「レセプト点検の充実強化」の中で
医療機関単位での突合（１０％）を実施しているとして評価したもの

（※５）
大阪府国保連合会より以下の「長期入院者リスト」が提供されており、保険者の保健事業に活用されている。
　①被保険者別に医療機関・診療科・日数・点数等標記されたリスト
     年2回（1月、7月）に作成、その時点で「過去1年間に1日以上入院した月が6か月以上の者」を
　　　抽出、リスト化している。
　②年齢階層別・入院期間別レセプト件数
　③疾病分類（大分類）別・入院期間別レセプト件数
　　　いずれも作成時点のレセプトに記載されている「入院開始日」により入院期間を算定、
　　　期間ごとにレセプト件数を集約、リスト化している。



・人口規模での比較 

大阪市 ２６５万人 

シンガポール ５３０万人 

デンマーク ５５０万人 

大阪府 ８８０万人 

スウェーデン ９５０万人 

韓国 ５，０００万人 

米国 ３億８８０万人 

府民全体の人口規模は、北欧
一国に相当。 
 

↓ 
 
医療関連情報のビッグデータ活
用に取組む諸外国の例を見て
も、府・大阪市は適当なサイズ
と言える。 

《海外の先進事例３》 
◆戦略３◆ 参考④ 
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患者 ➣自分の医療情報を管理、使用する権利とアクセス 
・患者が自らの医療情報を所有していることが明確になる。 
・患者が自分の健康をﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄする上で必要な時に必要な情報を閲覧・利用することができる。 
・ネット上で容易に自らの医療情報へアクセス可能。 

医療機関 ➣医療事故やミスの削減 
・薬剤の相互作用・禁忌、アレルギーや既往症等の迅速かつ漏れのないチェック、副作用回避。 
➣より適切な医療行為の選択と提供 
・救急患者、初診患者に対して、既往症や、過去に他医療機関で受けた治療、投薬の履歴
も踏まえた、より適切で効果的な医療行為を選択、提供。 
➣ＥＢＭ（Evidence Based Medicine)の徹底 
・データを活用した科学的根拠に基づく医療の徹底。 
➣治療パフォーマンス分析 
・患者別の治療パフォーマンスの推移や疾病別の診療プロセス等の大量データの比較、分析、
研究による、治療方法の見直しや改善。 

企業 ➣雇用主としての医療費負担削減 
・従業員の健康管理・疾病プログラムの管理による従業員の健康維持・健康リスク低下。 

行政 ➣早期の感染症対策 
・感染症等の情報が即座に集約されることによる早期の対応。 
➣医療政策への反映 
・膨大で詳細で具体的でリアルな府民全体の健康、疾病、治療等に関する情報の比較、分析、
評価等の疫学研究に基づく、効果的で効率的な政策を立案、実施。 
➣医療費負担の削減（保険者としての行政） 
・より適切な医療行為の選択と提供が行われることによる重複検査・投薬等の減少。 

◆戦略３◆ 参考⑦ 《医療情報が電子化されることのメリット》 
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患者 ➣より質の高い治療・医療の享受（医療機関、企業、行政、学術研究等で活用され
ることにより質の高い治療・サービスが供給されることの結果） 

・比較有効性研究に活用することで、より効果的な治療法や治療薬を発見や開発 
・リアルに近い条件での大規模シュミレーションによる医療の向上。 

医療機関 ➣ＥＢＭの徹底 
・データを活用した科学的根拠に基づく医療の徹底。 
➣治療パフォーマンス分析 
・患者別の治療パフォーマンスの推移や疾病別の診療プロセス等の大量データの比較、
分析、研究による、治療方法の見直しや改善。 

・費用対効果の高い治療方法の探索。 

企業 ➣新薬の開発と活用が加速 
・求められている新薬像の明確化。 
・治験者のスクリーニングの促進による治験期間の短縮、開発費の軽減。 
・自然経過や既存治療の効果の調査分析による必要症例数や治験期間の予測。 
・疾患の重症度や副作用の発現に関係するバイオマーカーの探索による効果予測や患
者を絞った有効率の向上、安全性の向上。 
➣シミュレーションの向上 
・患者単位や集団単位での長期の疾病や病態、薬の影響等のシミュレーションが可能。 
・新薬や医療機器の開発に活用できる他、シミュレーションそのものがビジネス化。 
➣新たなビジネスが創出される可能性拡大 
 

◆戦略３◆ 参考⑧ 

《情報が収集された時点の本来目的と異なる活用が可能となることによるメリット ①》 

70 



行政 ➣医療政策への反映 
・膨大で詳細で具体的でリアルな府民全体の健康、疾病、治療等に関する情報の比
較、分析、評価等の疫学研究に基づく、効果的で効率的な政策を立案、実施。 
➣医療のパフォーマンス情報の把握 
・地域別や医療機関別等の診療プロセスなどのパフォーマンスを把握、公表。 
➣健康危機の管理 
・感染症の発生等健康上のリスク情報を逸早く察知。 
・リアルタイムに近い形で情報を収集し対策に活用し、最適な対処策を見出す。 
➣医療費負担の削減（保険者としての行政） 
・比較有効性研究や合理的な治療選択により、重複検査や投薬など不要な医療行為
が減少。 

・より効果的で効率的な健康管理・疾病プログラムを立案、実施。 

学術研究 ➣疫学研究の発展 
・大規模な“リアル・ワールド・データ”を利活用したシミュレーションによる研究拡大。 
➣臨床研究の活性化 
・大規模な電子化された情報を活用することで、効率的に臨床試験が可能。 
➣シミュレーション研究の発展 
・データから疾患別の病態進行のシミュレーションモデルを開発。 
・疾患の発生、QOL、医療費などのアウトカムの長期予測が可能。 
➣専門人材の集積と育成 
・疫学者の育成。 
・生物統計や医療情報の専門家やデータマネージャーなどの育成。 

◆戦略３◆ 参考⑨ 

《情報が収集された時点の本来目的と異なる活用が可能となることによるメリット ②》 
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現状認識 
（Why) 

●加齢に伴い虚弱化が進むほか、低栄養、病気がちでケガも増える。 

 －65歳以上の約7割は、低栄養或いはその恐れがある。 

 －70歳以上で、病気やケガで何らかの自覚症状がある人は約半数、通院している人
は、約7割。また、高血圧の有病率は7割、糖尿病は、男性では4人に1人。 

 －65歳以上では、年間の転倒発生率は約20％、そのうち骨折の頻度は約５％。 

 －要介護・支援となる主な原因は、脳血管障害、認知症、高齢による衰弱、転倒。 

●比較的健康で自立した日常生活を送っていた高齢者も、病気や入院などをきっかけ
に容易にADLやQOLが低下するリスクがある。 

●現状では、ミスマッチにより、過剰で濃厚医療が提供される一方で、必要なリハビリが
十分できないなど、病期に合ったリーズナブルな治療が受けられない恐れがある。65歳
以上高齢者の平均在院日数は、それ以下の年齢の２～３倍。在宅への復帰が困
難で、入院の長期化、施設入所待ち等の状況になりがちである。 

●在宅介護・医療の従事者は、多他職種連携は困難と感じており、医療・介護にかか
わる機関間の連携や、市町村の保健医療政策の取組みが十分でない。 

戦略目標（Vision） 
戦略行動（Who/What） 

●厚生労働省主導の政策が実施されているが、医療者、医療・介護機関、市町村の
シームレスなサービス提供は不十分。健康管理から在宅復帰まで、医療、介護、ヘル
スケア、さらには生活支援も含め、高齢者のQOLを総合的に向上する仕組みが必要。 

●重症化・重度化を抑制するため、健康維持・疾病管理に重点を置いた介入が不可
欠である。また。生活状況に伴う困難で複雑な状況への対応も必要。 

●市町村が主体性を持って課題解決のための取組みを進める。そのため、ポテンシャル
の高い地区でのモデルとなる先導的取組みを行う。 

８－５．◆戦略４◆ 地域密着型医療・介護連携最適モデル実現 
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かかりつけ医 
介護サービス 
生活支援 

 

慢性期病院 

 
回復期リハビリ
テーション病院 

急性期病院 

 
 

かかりつけ医 
生活支援 
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・リスクコントロール 
・生活指導 
・健康診査・予防 

・診断・治療 
・急性期リハビリ 

・回復期リハビリ 
・自宅退院への調整 
・再発予防治療 
・生活機能のチェック 

医療－リスクコントロール 
     疾病管理 
介護－ケアプランの作成 
     介護サービスの利用 
生活支援 

急性発症 
慢性急変 

入院 
・適切なリハビリができず、寝たきりに。 
・ADL・QOLが低下。 
・高コスト 

・退院できず、社会的入院
に。 
・ADL・QOLが低下。 
・高コスト 

理想的な患者の動き 【新しい視点】 
事業者連携パス・ネットワークの構築 
・予防・生活支援、日常的な病気をカバー 
・病・診・介護・事業者が連携 

(自宅退院への調整) 

時間の経過 

日常生活 
プライマリ・ケア 

0日 X日 

急性期医療 

回復期医療 

亜急性期医療 

日常生活 

現在の地域連携クリティカルパス 
・急性期医療と回復期リハビリテー
ション医療の連携 
・特定の疾患に特化 

連携がうまくできないと・・・ 

連携がうまくできないと・・・ 

・機能が維持できず、
自宅療養が困難に。 
➜再入院に。 
・ADL・QOLが低
下。 

連携がうまくできないと・・・ 

《あるべき姿 ①高齢者の視点から》 
◆戦略４◆ 具体的な戦略イメージ①  



現状と課題 ①民間病院の病床規模別の経営状況 

• 一般病院では、400床以上の病院の医療利益率が最も高い。 
病床規模に比例して医業利益率が高くなる傾向はみられない。100床以上の病院であれ
ば、地域の実情に合わせて高コストな不採算医療を担っているため、とも推測される。 
また、ケアミックス病院、療養型病院では、病床規模が大きいほど、医業利益率が高くなる傾
向がある。 

厚生労働省医療施設経営安定化推進事業 
「病院経営管理指標及び経営適正化に関する調査研究」報告書より抜粋 

民間病院の病床規模別医業利益率の比較 

◆戦略５◆ 参考①  
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・駅周辺と郊外をつなぐ交通ネットワークの形成 
  -オンデマンド交通の普及 
  -乗り合いタクシー・路線バスの規制緩和 
・郊外における高齢者の移動の課題に対応するパーソナルモビリティの普及 
 （一般走行環境の整備や運用規制の見直し） 
  -道路交通法の規制緩和・運用柔軟化 
  -緑道を利用した専用道路の形成・整備 
  -特定エリア内の自家用車通行制限 

《スマートエイジング・シティを実現するための様々な仕掛けのイメージ》 

・医療、産業、生活全般を支えるICT基盤の確立 
  -病院、医療機関、介護施設、住宅等を結ぶICTﾈｯﾄﾜｰｸ、無線通信網の

整備、クラウド化の推進など標準プラットフォームとサービス技術の確立 
  -ICT弱者を支援する「ICTサポーター」の育成と組織化 
  -公共アンビエント端末の整備、普及促進 

・都市計画、建築に関する環境整備 
  -地域マスタープランの策定と整備、地域循環居住の実現 
  -モデル地域の指定 
  -エリアマネジメントの推進 
  -駅前等の中心地や交通至便地の再開発 
  -用途地域の変更、運用柔軟化 
  -容積率緩和などの建築基準法上の規制緩和、運用柔軟化 

◆戦略６◆ 具体的な戦略イメージ②  

都市政策 

移動・交通システム 

情報通信技術（ICT) 

既存の公的資源を最大限に活用しながら、住民、企業、大学、NPO、行政などの多様な担い手が参画するPPP(Public-Private Partnership)の
手法を取り入れ、自立したまちづくりのマネジメントを行う。 
➡ ●住み慣れた地域で、老いても安心して生活 ●多世代の住民がアクティブに生活 ●まちが活性化・再生(高齢化による空洞化、寂れの解消) 

・住宅ストック（公的賃貸住宅、戸建）の老朽化対策 
・高齢者が住み慣れた地域で住み続けられる仕組み 
  -賃貸住宅のバリアフリー化 
  -高齢者への住宅支援制度の充実 
  -ﾘﾊﾞｰｽﾓｹﾞｰｼﾞ制度・保証人引受制度の整備による高齢者の住替え支援 
  -住替え後の空き家活用（若年世帯への賃貸など） 
・若年世帯の流入を促す魅力ある住宅環境の創出 
  -賃貸住宅におけるリノベーションフリーの促進 
  -SOHO、環境共生住宅など多様な生活・就労ｽﾀｲﾙに対応する住宅整備

促進 
  -空き家活用によるシェアハウス、家賃補助など、安価な住宅の供給促進 

住宅政策 

・活用用地の創出 
  -老朽化する公営住宅・学校等の公的施設建替えによる用地創出 
  -大規模施設建替え予定・跡地の情報収集、提供 
  -空き家条例の活用による土地の創出 
・優良な都市基盤（道路・公園・学校・公共施設等）の活用 
  -動線や空間の連続性を強化し、利用度の低い公園・空間の魅力・ポテン

シャルを向上 
  -緑道を活用した歩車分離の実現 
  -歩行空間と沿道施設の一体的な整備 
・道路・公園等の老朽化対策 

ストックの活用 

・企業や大学等の立地魅力の向上 
  -不要地、低利用・未利用公有地での定期借地権設定、暫定利用の仕

組み、払下げなど、優遇条件の整備 
  -大規模施設建替え予定・跡地の情報収集、提供 
  -空き家・空き店舗のブランチオフィス（実証拠点等）としての利用促進 

立地促進 

・世代、職業など多様な住民がつながりながら活躍できる場と機会の創出 
  -アクティブシニアが活動する機会の創出（子育て支援、経験・技術を活か

した後進指導、教育への参加 など） 
  -シニアのビジネスでの活躍支援（起業・ソーシャルビジネス展開など） 
  -NPOの活動（高齢者見守り、交流イベント、まちづくり） 
  -空き地を活用した園芸・農地の創出、空き家、空き店舗を活用した日常

的な交流、イベント・アート等の活動の場の創出 
  -企業・大学等の実証支援（安全性確認やﾏｯﾁﾝｸﾞ等ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ整備） 

人の交流、多様化 
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《ポテンシャルがあり、先行的・モデル的に取組んではどうかと考える地区のイメージ》 
◆戦略６◆ 具体的な戦略イメージ③  

特徴 地区例 

・森ノ宮駅周辺・大阪城東側エリア 
（大阪市） 

・守口・門真・寝屋川エリア 
（守口市、門真市、寝屋川市） 

・枚方市駅周辺エリア（枚方市） 
・高槻駅前周辺エリア（高槻市） 

・泉北ニュータウン（堺市、和泉市） 

・千里ニュータウン（豊中市、吹田市） 

・金剛ニュータウン（富田林市） 

・狭山ニュータウン（大阪狭山市） 

・羽曳が丘エリア（羽曳野市） 
・志紀エリア（八尾市） 
・香里が丘エリア（枚方市） 
・岸和田エリア（岸和田市） 
・阪南エリア（阪南市） 

大規模団地、ニュータウン 

・数千人から数万人規模 
・開発から40～50年程度経過し、施設・設備
が一斉に老朽化 

・高齢化の進展、若年世帯の流出が課題 

主要駅周辺・都心部 

・主要駅前などの人口密集地 
・事業所や商店、戸建住宅、マンション等が混在 
・利便性を活かし、高齢社会に対応する新たな
機能、にぎわいの仕掛けが必要 

郊外住宅地・旧新市街地 

・主要駅から離れた戸建の多い人口密集地 
・戸建での単身高齢者の生活支援体制が必要 
・空き家・空き地増によるまちの空洞化が課題 
・可能性と課題がまだら模様に混在 

・彩都エリア（茨木市・箕面市） 

・箕面森町（箕面市） 

新しい郊外住宅地 

・ICTネットワークなど、超高齢社会対応型の新
しい技術基盤が充実している可能性が高い 

・バリアフリー対応・環境共生型住宅など最新設
備が導入済みあるいは導入が容易 

・若年世代を中心に、将来を見越した超高齢社
会対応のまちづくりのモデルとなり得る 

など 

など 

など 

など 

共通の条件 

課題意識・積極
的な取組み意向
のある基礎自治
体が存在 

エリア内または周
辺に、中核となる
医療機関が存在 

大学・研究機関
等の積極的な介
在が期待できる 

再開発や公的施
設の統廃合・移転
など“まち”に動きが
ある 

住宅ストックがあ
り、既に一定の人
口規模がある 

NPO、地域ｺﾐｭﾆ
ﾃｨなどの社会資本
がある、または育つ
芽がある 
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スマートエイジング・シティでの生活 ～山田さん夫妻の場合・ある１日～ 

６：００ ・睡眠時脈拍、脳波、血圧等を自動蓄積・ 
転送機能付測定器で測定しヘルス・チェック 

・配食サービスで管理栄養士による糖尿病 
重症化予防疾病管理食や健康維持食を利用 

・かかりつけ医にも相談し、サプリメント 
で微量成分を補助 

・アラーム付処方薬自動配送シューター 
で服薬忘れなし 

・○○社の簡易尿検査機能等の付いたインテリ 
ジェント・トイレをモニター利用 

・ゴミは、分別自動シューターへ 

７：３０ ・モニターを見ながら専門医監修○○ジム 
によるオーダーメイド・プログラムで運動 

９：００ ・ＩＤ管理で診察券・保険証不要の 
診察予約 

９：３０ ・診療時間内は通院と同様に利用できる 
テレビ電話遠隔対面診療でかかりつけ 
医を受診 
※ＰＨＲで、プロフィールに加え、診療情報、 

処方履歴等を記録、関係者間で共有 

１１：００ ・眼科を探そうと、○○メディカル・サービスで、経歴や
専門領域、これまでの診療実績、検査機能、施設設備
情報等、詳細な医師や病院の情報を検索閲覧 

 
 
 

１２：００ ・花子さんは、昨晩予約したオンデマンド・コミュニティ・
バスで、○○カフェへ 

※○○カフェは、ヘルスケア・データを共有し、お勧め
ランチと食後の服薬を提供 

１２：３０  ・一郎さんは、マンション住人がシェア 
リングする、パーソナル・モビリティ 
“ＥＶ２人乗り自動運転付小型カー”で、 
○○社へ。昼食付の新製品実証モニ 
ター会議に参加。 

１４：００ ・花子さんは、スーパーに行き、 
キャッシュ・フリーで買い物。 
配達を申し込む。 

１５：３０ ・花子さんは、空家再生・高齢者デイ 
サービス＆子育て支援施設で 
ボランティア 

１７：３０ ・花子さんは、帰宅後、夕食の食材等の配送 
を受け取り。一郎さんも帰宅 

１８：００ ・２人で○○総合医療センター特製電子レシピの夕食
を調理して、夕食 

１９：３０ ・花子さん、ホームの共同利用美容院施設で美容師の
出張シャンプー＆カット＆カラー 

２０：３０ ・○○社のマッサージ機能付 
ジャクジーバスで入浴 

２２：００ ・一郎さん、悪寒がし発熱の気配。マンション１階の
ナーシング室の看護師に相談。 

・看護師と一緒に、コール・ドクター・ 
サービスを利用、救急外来を受診 
するほどではないので、ケアの方法 
と薬を買って、自宅で安静に。 77 

◆戦略６◆ 参考②  



《コンソーシアム イメージ》 

企業 
 
 

事業実施、研究開発、 
実証実施 

大学・ 
研究機関 

 
 

研究開発支援・研究、 
専門的助言、人材育成 

実証への協力、 
実証実施 

行政 
 
 

関係機関の調整・合意形成 
実証環境の整備 
公的施設での実証協力 
情報発信 

●超高齢社会対応型の新製品、技術、サービスの創出 
●他分野への新規参入、スピンオフベンチャーの起業 
●実証を基軸とするEvidence Based Marketing による
産業創出 

●自律的で持続可能なビジネスプランの企画と展開 
●海外マーケットへの積極的な事業展開 

●企業の研究開発、実証への技術支援 
●エビデンス構築・確認のための試験・検査の実施 
●実証の安全性可否を確認する際の技術的・専門

的助言 
●専門人材の育成・供給 
●試験・応用・開発に向けた研究 

●実証の場の提供 
●実証中の現場サポート 
●実証に関する助言 
●新たなサービスでの実証実施 

コンソーシアムを 
組成・運営 

コンソーシアムとして実施する機能 

府民：実証に協力、参加 

・コーディネート機能 
 -企業・研究機関のマッチング、対話の場「Society」の提供 
 -よろず相談窓口 
・事業支援機能 
 -海外展開サポート（ﾏｰｹｯﾄ動向・規制情報の提供など） 
 -起業ノウハウ、資金調達に関する情報提供  -ファンド組成 
・実証支援機能（実証ｲﾝﾌﾗの仕組み構築・運営） 
 -企業と実証現場（医療機関・介護現場、住宅等）をつなぐ仕組み 
 （参加可能施設の登録、施設基礎情報の集約・検索システムなど） 
 -実証のためのルールの標準化（標準契約書、手続きの作成） 
 -実証に向けた安全性の確認の仕組み（中立的な第三者委員会） 
 -実証中のトラブル対応 

・情報発信機能 
 -地域全体をショールームとして情報発信 
 -ブランディング 
 -国内外へのアピール 
・人材育成、供給 
 -海外留学生の受入れ、長期インターンシップ・プログラムの実施 
（募集・選抜・住環境整備等を一元的に実施） 

 -専門人材バンクの構築 

医療機関、 
介護福祉施設 
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◆戦略７◆ 具体的な戦略イメージ①  



生活総合産業の広がりイメージ 

主な産業分類 新たな製品・サービスの例 

建設（ゼネコン・住宅） 超高齢社会に対応する地域再開発、高齢者向け住宅建設、エイジングフリー仕様リフォーム 
 

製造 医療機器、介護ロボット、ユニバーサルデザイン電化製品、ユニバーサルデザイン住宅機器・家具 
自動運転装置付ハイブリッドカー、ヘルスチェック機能付ハイブリッドカー 

ガス・熱供給・水道 デマンドレスポンスを活用した見守りサービス 

情報通信 遠隔医療システム、見守りシステム、生涯型電子カルテ・システム、高齢者向け生活支援アプリケーション 

運輸・郵便 パーソナルモビリティ（小型電気自動車、車椅子型移動カー）、オンデマンド・コミュニティバス 
救命救急士等有資格者による搬送サービス 

卸売・小売 御用聞きサービスの復活、買い物配達、健康志向のコンビニエンスストア 

金融・保険 保証人引き受け制度、高齢者信用保証、リバース・モーゲージ 

不動産、物品賃貸 高齢者向け賃貸住宅、生活総合サービス付きナーシングホーム、高齢者用機器類レンタル 

学術研究、専門・技術
サービス 

ビッグデータの分析サービス、疾病予測シュミレーションサービス 

宿泊・飲食サービス 健康維持・疾病管理食の提供、介添え付旅行プラン 

生活関連サービス・娯楽 オーダーメイド・トレーニングメニューの提供 

教育、学習支援 認知症防止学習脳トレーニング、ｅラーニングの拡充 

医療・福祉 ナーシングホーム、 
遠隔医療、生涯型電子カルテシステム 
メディカル情報サービス、 
コールドクター 

新たな働き方の例 

介護しながらのテレワークや在宅勤務、定年制廃止、年齢不問雇用 
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◆戦略７◆ 具体的な戦略イメージ③  



・フードバレー：食の科学とビジネスに関する一大集積拠点 
アムステルダムから南東方向約80km。 オランダの食品関連企業と研究機関が集積した地域を総称。 
１５００を越える食品関連企業、化学企業などが集積。 

・開始時期：1997年～ 産学官が一体となり、ワーヘニンゲンに集積 

・大学、研究機関 
 ワーヘニンゲン大学リサーチセンター（ワーヘニンゲンUR）…大学と近隣に集まる研究機関が統合 
ビジネス指向の研究開発のほか、留学生の受け入れやそれに伴う諸手続きの一元実施など人材育成面での 
拠点化にも注力。 
    -大学…①ワーヘニンゲン大学 
５学部構成 農業技術・食品科学部／動物科学部／環境科学部／植物科学部／社会科学部 
学生数   約8000人 
教職員数  約2950人 
②ファン・ハル・ラーレンスタイン応用科学大学 
農業に関連する総合的な知識（農業・畜産・流通・環境・経営など）を学ぶ機関 
    -専門機関…食品・生物学研究所、畜産・獣医学研究所、アルテラ自然環境研究所、国際植物研究所、LEIイノ
ベーション研究センター など 
食品の品質検査や加工、保存に関する試験等の様々な研究サービスを提供 

・コーディネート機能：フードバレー財団…2004年～ 企業、オランダ政府、地方自治体が連携し設立 
機能１：企業と研究機関、企業同士を結び付けるネットワーク機能 
機能２：革新的プロジェクトの支援。スピンオフ、起業の促進、発展段階をサポート 
機能３：オランダ、EU全域にわたる農産物・食品分野の「知」を集積する働きかけ 
機能４：他の農作物・食品ｸﾗｽﾀｰとの国際的な提携関係構築 
機能５：国際会議や展示会での紹介 
その他：会員企業向けの情報プラットフォーム・サービスの提供、専門人材の紹介なども実施。 
➡ 参加する企業にとってのメリット EU市場の入り口・物流拠点としての活用 
  食関連の研究集積地としての知へのアクセス 
  新たな需要の把握 

参考：「オランダ・フードバレーの取組みとワーヘニンゲン大学の役割」（金間大介 客員研究官） （科学技術動向（2013年7月号））   80 

◆戦略７◆ 参考①  

オランダ フードバレーの例 



９.おわりに 
   ９－1.戦略実現の主体とメカニズム 

   ９－2.７つの戦略の拡がりと関連性のイメージ 

   ９－３.戦略実行によるステークホルダー別の効果 

81 



 若く高度経済成長の途上にある時代に合う形で築き上げられた現行の保健医療システム
は、我々に大きな資産を残した。しかし、高齢化して成熟した社会では、様々な齟齬が出
始め、システムそのものの持続性さえ危ぶまれている。 

 

 大阪は、国の政策変更を座して待つのではなく、逸早く、人口減少超高齢社会における保
健医療システムの課題を解決する打ち手を打つべきである。 

 

 ７つの戦略は、互いに関連し合っている。保健医療及び関連する産業に関わるステークホ
ルダーは極めて多い。ステークホルダー間の表面的利害は一見対立するようにも見えるが、
「健康寿命の延伸」、「QOLの向上」、「活力と成長」という最終目標は共有できるものであ
り、７つの戦略を同時に進めていくことによって、相乗効果が発揮され、全てのステークホル
ダーに大きな果実をもたらすはずである。 

 

 府市民がヘルスケアのために、主体的、選択的に上手に消費・投資することで、保健医療
提供体制は効率的に非営利増益型で持続性を確保でき、新しい製品やサービスの需要
の増大が裾野の広い生活総合産業の創出と振興、ひいては、成長戦略を押し上げて、都
市をも活性化することにつながるであろう。大阪府市行政が、ステークホルダーの合意形成に
努力し、強い実行力を持って臨むことを期待する。 

おわりに～人口減少超高齢社会の課題を解決する活力ある大阪へ 

82 



● 戦略実現の主体（プレイヤー）は、府民（消費者）・保健医療提供機関・企業 

● 各プレイヤーにとってのインセンティブを設計 

● 行政の役割は、コンセンサスの形成、ルールやしくみづくり、啓発や発信、プレイヤーにメリットのある環境整備                
 

府民 
(消費者) 

保険者等 
(国民健康保健組合等) 

保健医療 
提供機関等 

企業・研究機関 基礎自治体 

活用・ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ分析・研究 

大阪府 

生活行動変革 

ﾃﾞｰﾀ活用・行動変革 

支援 

新ｻｰﾋﾞｽ創出 

受療行動改善 

実証・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ創出 
  新ｻｰﾋﾞｽ提供 

包括ｹｱ提供 

増益ﾓﾃﾞﾙ実現 

：実現の主体、強く関与 ：実現に協力・支援、関与 ：実現に合わせて活動 ：特段関与なし 凡例： 

主要政策実施 

 ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ・主要政策実施 

間接支援 

情報共有 

ｻｰﾋﾞｽ提供 

診療ﾌﾟﾛｾｽ改善 

関連政策実施 

支援 ﾏｸﾛ分析 

９－１．戦略実現の主体（プレイヤー）とメカニズム 

予防・疾病管理、 
府民行動変革 ① 

② 

③ 

④ 

ﾚｾﾌﾟﾄﾃﾞｰﾀの戦略的活用 

医療情報の電子化と 
ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀの戦略的活用 

地域密着型 
医療・介護連携最適モデル実現 

増益モデル型民間病院の 
高度化・経営基盤強化 

スマートエイジング・シティ 

スマートエイジング・バレー構想 
（産業振興） 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

関連政策実施 

情報共有 

関連政策実施 

主要政策実施 

主要政策実施 

ｻｰﾋﾞｽ提供 

ｻｰﾋﾞｽ提供 

関連政策実施 

関連政策実施 
実証・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ創出 
  新ｻｰﾋﾞｽ提供 
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９－３．戦略実行によるステークホルダー別の効果 

      府   民 保健医療提供機関  学 術 機 関   企   業   行   政 

戦略１ 
 予防・疾病管理、
府民行動改革 

・高血圧症、糖尿病
の減少、循環器疾
患や人工透析回避 
・がんの早期発見 
・健康で長生き 

・健診、検診、予防
的介入、疾病管理
などの事業機会の拡
大 

・健康・疾病管理に
関わる学術研究成
果を実社会で実証
する機会の拡大 

・ﾍﾙｽｹｱ関連産業の
ビジネスチャンス 
・生活関連産業のヘ
ルスケア化 

・医療費、介護費用
負担の縮減 
・経済効果あり 

戦略２ 
レセプト・データの 
戦略的活用 

・医療費の窓口自費
負担や保険料負担
の軽減 

・ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸを知る 
・診療プロセスの改
善や向上 

・医療経済学等医
療周辺学術分野の
発展 

・研究開発の生産性
向上やﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ
の発見(限定的） 

・医療費、介護費用
負担の縮減 

戦略３ 
医療情報の電子化
とビッグデータの戦略

的活用 

・健康管理を充実 
・最適な医療を受け
られるケアを選択 

・最適な医療行為の
選択と提供 
・治療方法の改善や
アウトカムの向上 

・疫学研究、臨床研
究の飛躍的発展 
・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ等
専門家の活躍機会 

・研究開発の生産性
向上 
・新ビジネスの創出 
・利潤の拡大 

・医療政策の改革 
・感染症や薬害など
健康危機管理対策
の充実 

戦略４ 
地域密着型医療介
護・連携最適モデル

実現 

・支援やサービスを利
用して、生涯にわたり
自立した質の高い生
活を維持 

・社会的入院の減少 ・生活支援、住まい
関連産業等のビジネ
スチャンス拡大 

・医療、介護にかか
る財政負担の縮減 

戦略５ 
増益モデル型 

民間病院の高度化・
経営基盤強化 

・より良い医療サービ
スを受け続けられる 

・病院（病床）機
能の分化、再編加
速 
・公民役割再検証 

 
 

・より効率的な医療
提供体制の確保 
・公費負担の縮減 

戦略６ 
スマートエイジング・ 

シティ 

・魅力と活気のあるま
ちで、安心し快適に
住み続けられる 

・企業との事業提携
機会の拡大 

・企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ機
会の拡大 
・コホート研究等の機
会拡大 
・研究機会を社会へ
直接的に還元する
チャンスを得る 

・課題解決型生活
総合産業市場開拓 
・ﾍﾙｽｹｱ等関連ｻｰﾋﾞ
ｽや製品の実証ﾏｰｹ
ﾃｨﾝｸﾞ機会を活用し、
事業化 
・国内外へのｱﾋﾟｰﾙ 

・地域の活性化 
・都市間競争での 
優位性の確保 

戦略７ 
スマートエイジング・

バレー構想 

・便利で、課題解決
型の新しいサービスや
製品の便益を真っ先
に享受できる 

・税収の増加 
・ヘルスケア関連、生
活総合産業が成長
戦略に寄与 
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９－３．参考②  

ジェネリック使用促進通知 （平成20年度～）   

１．事業の内容 
  ・ジェネリック医薬品の使用を促進するため、ジェネリックへの切替による費用対効果の高いと思われる3,000人/月に通知。 
  ・通知書に、削減できる最低額を明示。 
  ・抽出の条件などについては、呉市医師会・歯科医師会・薬剤師会に相談の上、保険年金課で決定。 

２．通知対象者の選定 （隔月） 
  １）呉市の国保電子レセプトのうち、通知月の5ヵ月前の調剤レセプト（約25,000枚）の中から抽出。 （事業者に委託） 
    抽出の条件：院外処方（入院・院内薬局処方以外）であること  かつ  後発医薬品があるもの（ガン及び精神疾患の治療薬は除外） 

  ２）抽出されたレセプトのうち、切替による効果が高い者上位3,000人(※)について、通知書を作成。 （事業者に委託） 
    （※）同一対象者に毎月通知されないよう、3回に１度程度通知されるよう調整 

  ３）上記１）・２）により抽出した3,000人に、通知書を郵送（※通知書不要との申し出があった人を除外）。 （市直営） 

３．通知による効果等 
  ・平成20年７月から平成25年3月までの間に、計45回通知を送付。 
  ・累計通知者数：26,006人、累計切替者数：21,136人（※通知後、何らかの薬剤を切り替えた人数） 

  ●事業開始時から平成25年3月までの、累計薬剤費削減額：約５億円、単年度では、約１．３億円削減（平成２４年度） 

医療扶助 市町村国保 後期高齢者 

対象者数 効果額（年間） 対象者数 効果額（年間） 対象者数 効果額（年間） 

大阪市 117 292 817 2,042 － － 

大阪府全体 250 625 2,587 6,467 900 1,000 

（単位：対象者数＝千人・効果額＝百万円） 

注１：医療扶助については、本人負担がなく、国保のような効果は見込めない。 
注２：大阪市国保においては、ジェネリック医薬品の使用促進にかかる呉市と同様の取組みを平成25年3月から実

施しており、その効果は平成25年度から発生している。 

呉市の数値（※）を、大
阪府全体、大阪市の医
療扶助適用人員数、国
保被保険者数に置き換
えて推計すると… 
※呉市の数値 
・国保被保険者数：5,4万人 
・ｼﾞｪﾈﾘｯｸ使用促進通知に

よる被保険者１人あたり
の年間薬剤費削減額： 
約2,500円 

先進事例：広島県 呉市の事例 （第８回大阪府市医療戦略会議資料１「原垣内氏説明資料」を元に作成） 

大阪府全体で、 
合計 約８１億円 の効果 


