
社会保障 と納税 を一つの個人番号 で処理

全国民に 「通知 カー ド」 を配付

個人番号 ,氏 名 ,住 所 ,性 別な ど記載

希望者に顔写真付 き ICカ ー ドを発行
コンピュー ターで個人情報 を管理

特定個人情報保護委員会 を設置

違反者には 4年 以下 の懲役か 2百 万円以下の罰金

〔運用方針 〕 2015.10

16.  1

17, 1

番号通知カー ドを市町村が郵送

個人番号カー ドの交付
マイポータルの運用開始

大病院の初診 1万円′患者集中を是正  (厚労省)
病床 200以 上 の大病院の特別料金 1万 円に

かか りつけ医中心の地域の 日頃の健康管理 を

大病院は救急や重篤 な患者 の治療 に専念ヘ

「総合診療 医」新設 ,専 門医 と して新たに位置付 け
(15年 の国会 に改正法案提 出)

地域医療連携ネットワーク (IT戦 略本部)
電子 カルテや電子処方箋 などを一定地域で共有
かか りつけ医や薬局 ,介 護施設 などの連携 システム

診療履歴 を踏 まえたサー ビスの仕組みづ くり
(IT本 部で計画 , 2018年 度 までに整備 )
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ベッド4グ談買 〔医寡暑磋3に正影耗〕 (13.9.5)
入院ベ ッ ド機能 を 4つ の機能に分類 .

「高度急性期」 =ICU(集 中治療室 )を 含む
「急性期」 =病 気や,手 術直後
「回復期」 =落 ち着 いた後 に リハ ビリテーシ ョン
「慢性期」 =長 期療養

提供す る医療 の内容 を都道府県 に報告す る制度 を創設

役割分担 を明確化

地域の実情 に見合 った医療体制 づ くり

都道府県が 「地域医療 ビジ ョン」 を作成

病棟分類 と具体的サー ビス内容 を都道府県に報告

患者の病状 に応 じた適切な医療環境 を整備

社 会 保 障 審 議 会  〔中間整理案〕 (13.8.9 )

2 0 1 4年 度の診療報酬改定

診療報酬のほか消費増税分財源の補助金活用
かかりつけ医師中心の地域の医療体制をつくり,

病院や歯科,薬 局などが連携

大病院はかかりつけ医から紹介される仕組み
病院は早い段階で患者の リハビリに取 り組み,

入院日数を減らし在宅医療への移行を推進

社 会 保 障改 革 の歩 み

民主党政権 「税と社会保障の一体改革」提示

楊 聾 趾 [鼈

ヒ

麟 曜聡浙暉 と税の神 疵
民自公3党の実務者協議で,消 費税増税に合意
「社会保障制度改革法」成立,公布.

1靱 書精魃
社会保障制度改革国民会議スタート
自民党 に政権交代

共通番号 (マイナ ンバー)法 成立

国民会議権 が報告書 を首相 に提 出

政府が 「プログラム法案」の骨子 を閣議決定

臨時国会に 「プログラム法案」提出

通常国会に改革 に必要 な個別法案 を提 出
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社会保障制度改革国民会議 〔報告書〕

秋に 「プログラム法案」を国会へ (13.8.6 )

社会保障プログラム法案骨子  ( 2013.8断 都 症 )

法案提 出 ・実施

4年 度以降実施

4年 度 に も実施

4年 法案提 出

5年 法案提 出

7年 までに実施

14年 法案提 出

中長期 で検討

14年 度 まで

70～ 74歳 窓 口負担 2割

高額療養費の負担上限上げ

医療提供体制見直 し

大企業健保の負担増

国保 を都道府県へ移管

高所得者の保険料上げ

軽度者サー ビスを市町村に

高所得者 の自己負担増

特養入所 ,軽 度者制限

年金支給開始年齢 の引上げ

最低保障年金の倉1設

待機児童対策 など

医療保険改革プログラム法案骨子  (13.9.10)

2014年 度実施

低所得者の国保料軽減

後期高齢者制度 の保険料 の軽減

高所得者の国民健康保険の引 き上げ

70～ 74歳 の窓 口負担割合 を割か ら 2割 ヘ

高額療養費制度 の窓 口負担 の上限額見直 し

2015年 に法案提出 (17年 度まで:こ実施)
国民健康保険への財政支援の拡充
国保の運営 を市町村か ら都道府県に移管

組合 けんぼの高齢者医療支援金 の

計算方法 で 「総報酬割」 を全面拡大

高所得者の健康保険料引 き上げ

紹介状 のない大病院の

外来患者 に定額負担 (1万 円)を 導入
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