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はじめに 

 

 現在、多くの国で少子高齢化が進展している。だが、すでに「人口減少社会」

に移行しているのは、日本とドイツのみである。人口のピークは、ドイツが 2002

年、日本が 2008 年である。日本はデフレ長期化が少子高齢化を加速化し、現

在、人口減少率と高齢化比率では、世界の最先端の位置にある。 

 

 「人口減少社会」は、「未知の社会」である。とりわけ地域構造に複雑な影響

をもたらす。地域の内部構造が変化するのみならず、地域間の関係にも顕著な

影響をもたらす。こうした地域構造は、時間の流れとともに変動する。さしあ

たりは 3 大都市圏への人口集中と地方圏における人口激減が進展する。 

 

 高齢者は、量的には 3 大都市圏に蓄積される。介護、医療需要は、爆発的に

拡大する。問題解決にあたっては、地方圏とは異なった対応が求められる。 

  

本提言書は地方圏の問題を意識しつつ、3 大都市圏における問題解決に焦点

を絞る。大量の介護・医療難民が大都市圏において発生することが懸念される

からである。 

 なお、本提言書は現実に展開されている医療・介護事業の経験を踏まえ、研

究会において多方面にわたる専門家の方々のご協力を得た。 

 

研究会では、医療、行政、教育、金融、製造の各分野の第一人者に参加して

いただき、問題の整理を行い、かつ、所属している組織や業界の枠にとらわれ

ない自由な立場で活発な議論をいただいた。今後の政策立案にお役立ていただ

ければ幸いである。 

 

 

2014 年 5 月 29 日 

 

地域福祉社会研究会 

座 長 清成 忠男 

事業構想大学院大学学長 

法政大学名誉教授・元総長 
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前 提 

 

 

 

 

１．ヘルスケア・サービスは、2030 年には就業者数で 900 万人を 

上回り、売上高も約 160 兆円に達する見込みであり、わが国最大

の産業になる。 

 

２．この分野は、成長戦略上きわめて重要な産業である。 

 

３．この分野の「産業化」を推進し、効率化と質的向上をはかる 

必要がある。 

 

４．高齢者は三大都市圏に大量蓄積され、他方で地方は減少する。 

 

 

 

 

 

本報告書は、三大都市圏に焦点を絞り、地方圏については 

地域の実情に応じて別途考察する。 
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提 言 

 

１．「地域包括ケアシステム」の抜本的見直し 

  市町村単位の地域間格差は拡大し、先行き不透明。 

  地域包括ケアシステムは事務局体制、自己責任が不明確で組織としても不完全であり、

早急に見直すべきである。 

 

２．ヘルスケア・サービスの早急な「産業化」 

  日本版 IHN（Integrated Healthcare Network：統合ヘルスケアネットワーク）の 

構築により、ヘルスケア・サービスを早急に産業化することが必要。  

 

３．地域レベルで医療・介護のシームレスな統合 

  医療・介護の統合事業者（インテグレーター）は、大学病院が望ましい。 

  ただし、国立大学法人の病院を中心とした再編は、現時点においては非現実的。 

 

４．医療・介護事業を統合したチェーン・オペレーションの展開 

  私立大学病院や地域中核病院が中心となり、チェーン・オペレーションを展開する。 

 

５．医療機関の再編促進（次頁図参照） 

  急性期ベッドを維持できない病院を転換・再編・統合し、同時に高齢者住宅、介護施

設の間接部門を一元管理することで、投資の無駄を省き効率化を図る。同時に、再編

に必要な投資に対して税制上の優遇措置（損金算入等）が有効。 

 

６．集合住宅に対する在宅診療に関する規制の改革 

  平成 26 年度診療報酬改定で、集合住宅への在宅医療報酬が 4 分の 3 削減され、適正

に診療を行っている医療機関の意欲を喪失させている。抜本的改革が必要。 

    

７．分散・自立型介護ベンチャーの活用 

介護施設は大規模経営への統合ではなく、分散型の独立介護ベンチャーを活用する。 

 

８．ＩＣＴインフラの整備促進 

患者および関連事業者の情報につき、ＩＴインフラの整備を進める。 

 

９．多様な関連人財の質的向上をはかるため、人財育成システムを整備する。 

   生産性の向上をはかるため、経営人財および各種専門人財の育成を進めるととも

に、職種連携の円滑化を図る教育訓練を行う。 
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（別図）医療機関の再編促進イメージ 
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要 旨 

 

１．超高齢社会の到来 

 

（１）人口問題の本質は、労働人口の比率減少である。 

   人口オーナスによって、最も影響が懸念されるのは労働力の減少である。貯蓄率の

低下、賦課方式の社会保障の行き詰まりが懸念される。     

（２）わが国は、人口オーナス超先進国として果たすべき役割がある。 

   世界に先駆けて人口減少・超高齢社会を迎えており、人口オーナス超先進国として

果たすべき役割がある。 

（３）人口減少は経済成長の阻害要因ではない。 

    低成長期においてもイノベーションにより、生産性を向上することで人口減少要因を低減さ

せることが可能である。 

（４）より深刻な大都市の高齢者激増 

    今後、全国的に高齢者の比率は上昇し続けるが、地方部の高齢者数は 2040年頃から減

少し始め、大都市周辺部で高齢者数が激増する。 

 

２．地域構造の変化 

 

（１）地域の人口変動と高齢者の推移 

   都道府県別では、圧倒的に人口減少の道府県が多い。人口減少の地域から人口増加

の地域に人口が流出している。人口の大都市集中が進み、知的資源の蓄積された大

都市においてイノベーションが進む。 

（２）地域社会の再構築 

   大都市圏への人口集中が進むが、広域拠点都市や県庁所在を拠点化し、広域ネット

ワークを形成する。従来の都市機能を単にコンパクトにするのではなく、新しい都

市構想が必要である。 

（３）三大都市圏の課題解決を先行すべき 

   高齢者数が激増する三大都市圏ン課題解決を先行すべきである。 

   地方圏においては、地域の実情に応じ、モデルの変更を行う。 

 

３．望ましい地域福祉モデルの提示 

 

（１）地域包括ケアシステムの課題 

   地域包括ケアシステムは、市町村単位であり、今後格差の拡大が懸念される。また、

事務組織の自主性が弱い上、責任の所在も曖昧である。介護・医療の現場を取りま

とめ、福祉を統合する能力も蓄積されておらず、現場との乖離も否定できない。そ

のあり方を早急に見直す必要がある。 
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（２）日本版 IHN の構築 

     コミュニティを基礎的な単位とした医療と介護を統合し、ネットワーク化を進め、チェーン・ 

オペレーションを展開するという事業モデルが重要である。 

 

（３）必要な規制緩和と質保証 

低所得者層に既存の公的住宅の利用等を認めるべきである。悪質事業者を締め出す方

策は取らずに、他方で既存の公営住宅等の介護への活用を認めないという現状は、低所

得者を締め出す結果となる。こうした規制を緩和するとともに、第三者機関によるサービス

内容の質の保証を的確に行う必要がある。 

 

（４）大学病院を主体にした地域福祉モデル 

大学病院が主体として、中部地域で先駆的に「CBM（Community Based Medicine）ヘルス

ケアイノベーション IWAO モデル」が展開されている（下記図表参照）。大学病院を中心

に、医療・看護・介護を一体的にケアするシステムが稼働している。「高齢者を街全体で看

守る」実証モデルである。 
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Ⅰ．超高齢社会の到来 
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１．人口問題の本質は、労働人口の比率の減少 

 

 人口問題といえば、「人口減少」「高齢化」「少子化」が問題として取り上げられやすいが、

最も大きな問題は、労働人口比率が下がること（生産年齢人口比率の減少）である。人口

に占める生産人口比率の増加は「人口ボーナス」と呼ばれるのに対して、人口に占める生

産年齢人口比率の低下は「人口オーナス」と呼ばれている。 

人口オーナスによってひきおこされる問題は様々なものがあるが、大きく次の 4 点に集

約される。 

 

人口オーナスによってひきおこされる問題 

１．経済成長‥労働力の減少、貯蓄率の低下 

 ２．社会保障‥賦課方式の社会保障の行き詰まり 

 ３．地域‥地域間格差の拡大 

 ４．政治‥シルバー民主主義 

 

 経済成長については、まず、労働力人口の減少が経済成長を阻害する要因となる。また、

貯蓄率も低下する。貯蓄は、老後に備えて働いている間に貯蓄をして、老後にそれを取り

崩して使うというライフサイクルのなかにおける行動であるが、人口オーナス化において

は、貯蓄する労働力人口の層が減って、貯金を取り崩す老年人口の層が増えるために、全

体的には貯蓄率は減少する。現に貯蓄率は、日本は先進国では今や最低水準になっている

（図表‐1）。 

 

図表‐１ 

 

 

 

 

 

日本 

 

 

 

 

（資料） 社会実情データ図録（http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/） 

 

日本の貯蓄率が高いというのはすでに過去のものである。マクロで考えると、貯蓄率の低

下は、社会全体で使えるお金の量が減少するということで、経済成長にはマイナス要因と

なる。 

 社会保障に関しては、日本の年金・医療・介護制度は、現在、働いている人が納めてい

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/
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る保険料が、そのまま現在年金を受け取っている人へ給付されるという賦課方式をとって

いる。そのために納付する人が減少し、受け取る人が増え続ける状態になると、社会保障

は低下せざるを得なくなる。人口オーナスが進むと、最終的には賦課方式の社会保障は行

き詰まることになる。 

 地域においては、人口オーナスが進むなかで地域間の格差が大きくなる。働く人がます

ます減って、経済格差がさらに拡がる悪循環が懸念される。 

 政治においては、シルバー民主主義が懸念される。有権者に占める高齢者の割合が拡大

すると、老年層に受ける政策をとらないと選挙に当選しなくなることが懸念される。その

結果、高齢者にバイアスのかかった政策がとられるということである。 

 以上のことが人口オーナスによってもたらされる。 

 

２．人口オーナス超先進国としての役割 

 

人口オーナスは世界的な課題で日本だけの問題ではない。しかしこれからの日本は、人

口オーナスが世界でも最も進行するスピードが最も速く、さらにそのレベルにおいても、

最も高いレベルとなることが予測される。つまり日本は、人口オーナス超先進国といえる。 

特に東アジアにおいてもこれから人口オーナスが加速することが予測されている。そう

したなかでの日本の役割は、これから人口オーナスを迎える国に範を示すことである。こ

れは、日本にとっては、こうした仕組みやサービスを日本よりも後に日本の人口オーナス

を迎える国に輸出することで、ビジネスチャンスともなりうるであろう。 

 なお、世界に範を示すことができる施策の例としては、次のようなことがあげられる。 

 

人口オーナス超先進国がとるべき施策例 

１．世界でいちばん人財力が高く生産性の高い国 

２．世界でいちばん女性が活躍できる国 

３．世界でいちばん外国人が活躍できる国 

４．世界でいちばん年金支給開始年齢が遅い国 

 

３．避けられない人口オーナス 

 

図表‐２は人口動態の変化を図示したものである。（１）多産多死、（２）多産少死の段

階においては、人口分布はピラミッドのように底辺（年少者）が広い形となる。人口が増

えるということはこのいずれかの状態を指しているのである。逆に人口が減る場合は、底

辺部分が減少する、つまり（３）少産少死の形となる。人口ピラミッドの三角形の底辺を

維持したままで人口が減るということはありえないのである。 

図表‐２ 人口動態の変化 
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出典：内閣府「世界経済の潮流 2010 年Ⅰ」第 2 章第 2 節 

 

新しく生まれる人が減って、高齢者が増えることで人口は減少し始めるのである。つま

り、人口ピラミッドの底辺が狭くなることで人口は減少するのである。人口ピラミッドの

構造変化の中で、働く人の層が膨らんで釣鐘型になる時期がある。日本においては高度成

長期がちょうどこれにあたっていた。アジアの成長国はちょうどこの状態にある。これを

人口ボーナスという。さらに時間が経過すると、真ん中に膨らんだ層が上に上がり、高齢

者となり、逆ピラミッド型となる。それが人口オーナスなのである。 

このように人口動態の変化の中で、人口ボーナスは一度だけ訪れて、そのあとは人口オ

ーナスになるのである。これは構造上、避けられないことなのである。 
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図表‐３ 従属人口比率の変化 

 

図表‐３は従属人口比率の変化を表したものである。従属人口とは、生産人口に占める

年少人口と老年人口の占める割合である。働く世代と働かない世代の比率と言い換えるこ

ともできる。従属人口比率が下がっているのは人口ボーナス、上がっているのは人口オー

ナスということになる。戦後、90 年代までは下がっていき、その後上昇に転じている。今

後も上がり続けることになる。つまり、90 年代までは人口ボーナス、その後は人口オーナ

スということができる。 

これを国際比較した場合が図表‐４である。主要 50 か国の統計では、日本の従属人口

指数は 2010 年は 56 で世界 7 位であるが、2030 年には 75 で世界 2 位、2050 年は 96 で

世界 1 位になる。これは働き手の割合が世界で最も低い国となる。 

 

図表‐４  
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人口減少は経済成長の阻害要因ではない 

 

図表‐５は GDP 一人あたり実質 GDP の要因分解である。これによって、人口の増減が

どの程度 GDP に影響を与えているのかがわかる。 

たとえば、1950 年から 70 年の高度成長期の 20 年間の平均では、GDP 成長率は 9.6％

であった。9.6％のうち人口の変化率（増加率）によるものは 1.1％であった。つまり人口

が増加することは経済成長にとってはプラス要因となっているが、それは、9.6％成長のう

ちの 1.1％、割合では 11.5%にすぎなかったことになる。残りの 8.5%（一人当たり GDP

成長率）をさらに分解すると、生産年齢人口の変化率が 0.8%、生産性の変化率が 7.7%と

なる。人口増加 1.1％＋生産性年齢人口 0.8%＝1.9％が GDP 成長率 9.6％に占める人口増

加の影響ということがいえる。つまり日本の高度成長期は、2 割が人口要因で、あとの８

割は生産性向上によるものであったということがいえるのである。人口が増えたから高度

成長したのではなく、あくまでも経済効率化、産業構造の変化により生産性が向上したこ

とが主要因なのである。 

 

図表‐５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、今後はどうなっていくのであろうか。人口減少は中位推計で推測すると、人

口減少率（人口変化率）は 2010 年~2030 年で▲0.4%、2030 年~2050 年が▲0.6%となる。

同様に生産年齢人口の変化率はそれぞれ▲0.5%、▲0.6%となる。２つの数値を合算すると、

2010 年~2030 年で▲0.9%、2030 年~2050 年が▲1.2%のマイナス要因となる。つまり人

口減少および生産年齢人口比率の減少によって今後、年 1%前後のマイナス成長の影響が

あることになる。 

一方、今後の生産性の変化率は推測によるしかないが、最も消極的な推測をすると、失

われた 20 年といわれる 1990 年~2010 年の 20 年間、生産性の変化率は 1.4 %であったの

で、今後も失われた 20 年と同レベルが続くとすれば、生産性の変化率はこれまででと同

水準の年 1.5%と仮定する。その場合においても GDP 成長率は 2010 年~2030 年で 0.6%、
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2030 年~2050 年が 0.3%となる。つまり、人口オーナスそれ自体が経済成長を阻害してい

るということが誤りであることがわかる。 

それでは、なぜ、人口オーナス化では、マーケットが縮小すると考えがちになるのであ

ろうか。一つの仮説としては、少子化が進むと縮むマーケットは見えにくく、伸びるマー

ケットは見えにくいということがあげられる。たとえば少子化では子供服、ベビー用品、

玩具市場、教育産業などのマーケットが縮小するのは容易に想像できる。しかしその一方

で、医療、介護、福祉、高齢者向けマーケットなど増加するマーケットもある。減る方は

よくわかるが増える方はよくわからないという点がある。世の中で減るマーケットばかり

注目されているので、人口減少というとマーケットが減るという議論にどうしてもなって

しまうということが考えられる。 

 

より深刻な大都市の高齢者数増 

 

図表‐６は、都道府県別に見た人口オーナスである。これで見ると大都市をかかえる都

道府県ほど人口オーナスの影響が低いことがわかる。地方では人口減少と相まって、ます

ます働き手である生産人口が減り従属人口の割合が増える。魅力的な働く場が無ければ、

ますます地方から都市部へと人口が移動することになる。地方から人が集まるところは成

長するが、出ていくところはますます過疎化が進行して経済が悪化するということになる。 

 

図表‐６  
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地域別の分析をまとめると、次の点がほぼ明らかである。 

 

地域別人口予測にもとづく分析結果 

１．やがて全都道府県、ほとんどすべての市町村で人口が減少する 

２．都市部より地方部での人口オーナス問題が深刻化する 

３．今後、全国的に高齢者の比率は上昇し続けるが、地方部の高齢者数は 2040 年頃 

から減少し始め、大都市周辺部で高齢者数が激増する。 

 

その一方で、図表‐７は、都道府県別の介護サービス受給者の見通しである。圧倒的に

大都市部に介護サービスの需要が高いことがわかる。地方は、高齢者率は大きくても、人

口全体が減るなかで、むしろ高齢者の総数は減少することも考えられる。そうしたなかで、

都市部では爆発的におおくなる。大都市周辺では後期高齢者が激増する。要介護者も激増

することが予測される。 

今のままでは介護士が大都市に集結する以外に方法がなくなる。地方への分散、要介護

者を減らす政策など、全国画一ではなく、地域に的を絞った戦略方策が必要である。 

 

図表‐７ 都道府県別の介護サービス受給者の見通し 
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４．人口減少の観点からみた必要な施策 

 

地域別の介護需要をシミュレーションしてみると、今後増加する介護需要の大部分は大

都市周辺部となり、その増加はやや破局的である。これに対処するには、次のような対応

策が必要と思われる。 

 

超・高齢化社会における介護の対応策 

 １．現在の介護システムそのものの見直し（地域ぐるみの介護） 

 ２．要介護者予備軍の地域分散 

 ３．介護施設の県境をまたいだ設置・相互利用 

 ４．画期的な省力型技術革新 
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Ⅱ．地域構造の変化 
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１．地域の人口変動と高齢者の推移 

 

 わが国においては、デフレ長期化の下で地域間格差は著しく拡大してきた。まず、

その状況を確認しておこう。図表－1 は都道府県別に人口の変動を見たものである。

この表は、2013 年時点で都道府県別に人口の増減状況を見たものである。40 道府県

が人口減少傾向、人口増は僅か都県に過ぎない。しかも、人口のピークが 1990 年以前

であった県、いいかえれば 20 年以上にわたり人口が減少し続けてきた県が 11 に及ん

でいる。東北と西日本の両極に分布している。また、1995 年が人口のピークであった

道県にも達している。さらに、2000 年をピークに人口が減少している県は、実に 14

を数えている。いかに多くの道県で長期にわたり人口が減少していることが明らかで

あろう。 

 これに対して、一貫して人口が増加しているのは 7 都県にとどまっている。しかも、

人口減少地域から増加地域への人口移動が続いている。両社が関連し合う二極分化が

生じているのである。 

 

図表－１ 都道府県別・人口の増減状況（人口のピーク） 

ピーク時 地域 

1990 年以前 青森、秋田、山形、鳥取、島根、山口、徳島、愛媛、高知、長崎、 

鹿児島 

1995 年 北海道、岩手、福島、新潟、富山、和歌山、香川 

2000 年 宮城、茨城、群馬、石川、福井、山梨、長野、岐阜、奈良、広島、 

佐賀、熊本、大分、宮崎 

2005 年 栃木、静岡、三重、京都、岡山 

2010 年 千葉、大阪、兵庫 

増加中※ 埼玉、東京、神奈川、愛知、滋賀、福岡、沖縄 

出典：総務省「国勢調査」、住民基本台帳 ※2013 年時点 

 

 

 ところで、高齢者の動向はどうか。2013 年において、高齢者比率の高い地域と低い

地域を対比したのが図表－2 である。人口減少の著しい地域で高齢者比率が高く、人

口増加地域で高齢者比率が低い。とりわけ、首都圏と沖縄で、高齢者比率の低さが目

立っている。 

 いずれにしても、高齢者に対する介護・医療の需要は、さしあたりは地方圏におい

て分散的に強いといえよう。 
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図表－2 都道府県別 高齢者比率の状況（2013 年） 

順位 地域 比率(％) 順位 地域 比率(％) 

1 秋田 31.6 38 千葉 24.3 

2 高知 31.1 39 福岡 24.2 

3 島根 30.9 栃木 24.2 

4 山口 30.2 41 宮城 23.8 

5 和歌山 29.4 42 埼玉 23.0 

6 山形 29.1 43 滋賀 22.5 

徳島 29.1 44 神奈川 22.4 

8 愛媛 28.8 45 愛知 22.3 

9 岩手 28.7 46 東京 21.9 

富山 28.7 47 沖縄 18.4 

 

 

それでは、今後、どのような動きが予想されるであろうか。そこで、総人口と 65 歳

以上人口の推移をみると、図表－3 のとおりである。この表では、3 大都市圏の 65 歳

以上人口についても示してある。総人口は減少傾向にあるが、65 歳人口は逆に増加傾

向をたどっている。したがって、65 歳以上人口の比率は上昇傾向にある。 

 

図表－3 65 歳以上人口の推移                   （千人） 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 

   推計は封鎖型（人口の社会増減がないと仮定した場合） 

 

 2010 年には 23.0％であったのが、2040 年には 36.1%に上昇している。3 大都市圏

も人口は減少するが、65 歳以上人口は一貫して増加している。2010 年には約 1400 万

人であったのが、2040 年には 2000 万人を超えている。3 大都市圏の 65 歳以上人口の

全体に占める比率も、2010 年の 44.5％から 2040 年には 52.1％に達している。高齢者

の過半数が大都市に蓄積されるのである。 

 これに対して、高齢者数が減少に転ずる地域も発生する。2020 年をピークにして、

高齢者数が減少するのは、岩手、秋田、山形、新潟、富山、長野、和歌山、島根、岡山、

山口、徳島、香川、愛媛、高知、大分の 15 県である。また、2025 年をピークに減少

に転ずるのは、北海道、青森、福島、石川、福井、島根、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿

総計 ％ 東京圏 名古屋圏 大阪圏 3大都市圏 ％
2010 128,057 29,484 23.0% 7,318 2,458 4,228 14,004 47.5%
2015 126,597 33,952 26.8% 8,688 2,866 4,969 16,523 48.7%
2020 134,100 36,124 26.9% 9,320 3,034 5,240 17,594 48.7%
2025 120,689 36,573 30.3% 9,450 3,069 5,244 17,763 48.6%
2030 116,618 36,849 31.6% 9,894 3,118 5,275 18,287 49.6%
2035 112,124 37,407 33.4% 10,453 3,194 5,385 19,032 50.9%
2040 107,276 38,678 36.1% 11,195 3,361 5,611 20,167 52.1%

年 総人口
65歳以上人口
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児島の 11 道県である。実に 26 道県で高齢者は減少に転ずるのである。 

 とにかく、介護、医療需要の地域別変動がいかに大きいかが明らかであろう。そし

て、大都市圏において、大量の介護・医療難民の発生が予想される。 

 今後とも、人口の大都市集中の進展は避けられないと思われる。知的資源が大都市

に蓄積され、大都市において異質人財の交流が活発化し、知識創造が進むからである。

イノベーションは大都市において生じやすく、新産業も雇用も大都市において創出さ

れる。多くの若者は、今後とも大都市にひきつけられることになろう。 

 

２．地域社会の再構築 

 

 前述のような大都市圏における人口集中と地方の縮小を政策的に介入して是正すべ

きであるという主張がみられる。そのために、地方に数多くの拠点都市を形成すべき

であるという結論が導き出される。いま、まさに努力目標としての全国総合開発計画

が必要であるかもしれない。 

 ただ、政策的に介入しなくとも、広域拠点都市はそれなりに人口を維持し、拠点都

市として一定の機能を果たしていくと思われる。札幌、仙台、広島、福岡などがそう

した都市である。県庁所在地もそれに次ぐ存在であろう。要は、3 大都市圏を含めてこ

うした都市間のネットワークを重視することである。同時に拠点都市と周辺地域のネ

ットワーク化である。 

 いずれにしても、全体が人口という点で縮小過程にあるから、様々な機能をいかに

集約するかが重要である。従来の都市機能をただコンパクトにすればよいというもの

ではない。もっとも「コンパクト・シティー」は人口増加の過程における中心都市の

空洞化を是正するという発想に基づいている。いま必要なことは、都市機能と空間の

再編成を含んだ新しい視点に立った都市機能である。 

 こうした新しい都市構想のなかに経済と市民生活のあり方をどう位置づけるかが、

今後の重要な論点になろう。 

 市民生活を支える都市経済については、次世代の新産業創出が重要な課題になろう。

大都市であるからこそ知識集約化進みうる。例えば、ヘルスケア関連の研究開発にし

ても、大都市における研究開発が期待できる。しかも、拠点大都市とネットワークで

連続することにより、どの地方においてもイノベーションに参加しうる。 

 こうしたイノベーションを加速するためには、クラスター形成が有効である。クラ

スターにおいては、多くの人財の交流が活発化し、「共創」が実現する。独創と独創が

重なりシナジー効果が発揮されることにより、創造の幅が一段と拡がる。イノベイテ

ィブな雰囲気のなかで、各企業のイノベーション・マネジメントのレベルも向上する。

クラスター・マネジメントの成否が、クラスターのあり方を左右することになろう。

また、クラスターにおいては産学連携が不可欠である。産学連携は、高いレベルの知

的創造に欠かない。これもクラスター・マネジメントの重要課題である。 

 なお、人口の減少に伴い、土地利用に変化が生ずる。空間的に余裕が生ずれば、第

一次産業の再生も十分に可能であろう。生産性の高い農産物やその加工品であれば、
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産業として十分に成り立つ。 

 ところで、生活の場としての都市の再構築については、市民のソフトな開発とそれ

に対応した空間利用の変革に着目すべきであろう。したがって、単なるコンパクト化

ではなく、新しい機能を付加するとともに、不要な機能を取り除く必要がある。例え

ば、高齢者比率の上昇とともに、ヘルスケア需要が拡大する。予防、介護、医療などの

需要や少子化対策関連需要が拡大傾向をたどる。機能の低下とともに生じた空きスペ

ースの活用も重要な問題となろう。 

 こうした都市再構築の前提には、明確な理念や構想が欠かせない。その際、市民の

意志をどう取りまとめるかが重視されるべきである。こうした点との関わりで無視で

きないのが、「共助」である。超高齢社会においては、自立できない高齢者がどうして

も増加する。それだけ「共助」の重要性が増大する。 

 「共助」を円滑に進めるとなると、コミュニティの再生が重要な意味を持つ。実際、

最近コミュニティ形成の必要性を説く論者が多い。こうした見解が妥当であるにして

も、コミュニティ形成の道筋は必ずしも明らかにされていない。それどころか、コミ

ュニティ形成は容易ではない。超高齢社会は、市民の年齢別構成が大きく変化してお

り、かつ、若者の負担が多様な意味で増大している。世代間の利害にも変化が生じて

いる。世代間の利害にも変化が生じている。相互扶助の意識が必ずしも強いとはいえ

ない。ゲマインシャフト（共同体）的な意識の再生は容易ではない。要するに、都市形

成、運営についての合意形成はかなり困難であるといえよう。 

 ただ、現時点でのコミュニティ論を深めるためのきっかけは存在する。地域包括ケ

アシステムの確立がそれである。地域包括ケアシステムの成否がコミュニティの形成

度によって左右されるからである。 
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Ⅲ．望ましい地域福祉モデルの提示 
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１．地域包括ケアシステムの課題 

 

 地域包括ケアシステムは、地域福祉の基本的なフレームワークという重要な位置に

ある。まず、その内容を厚生労働省の資料によって確認しておこう。 

 厚生労働省では、「2050 年をめどに高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的の

もとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）

の構築を推進」している。 

 「地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主

体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要」である。 

 地域包括ケアシステムにおいては、「5 つの構成要素」が指摘されている。 

 

（１）生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった住

まい方が構築されていることが前提。 

（２）心身の能力低下、経済的な理由、家族関係の変化などでも尊厳のある生活が継

続できるよう生活支援を行う。 

（３）生活支援には、食事の準備など、サービス化できる支援から、近隣住民のインフ

ォーマルな支援まで幅広く、担い手も多様。 

（４）「介護・リハビリテーション」「医療・看護」「保健・予防」が専門職によって提

供される（有機的に連携し、一体的に提供）。 

（５）単身・高齢者のみ世帯が主流になるなかで、在宅生活を選択することの意味を、

本人・家族が理解し、そのための心構えを持つことが重要。 

 

 地域包括ケアシステム構築のプロセスとして、市町村では 2050 年に向けて、3 年後

との介護保険事業計画の策定・実施を通じて、地域の自主性や主体性に基づき構築し

ていく。市町村は、地域包括ケア実現に向け中核的な機関として地域包括支援センタ

ーを設置する。現在、全国で 4300 以上の支援センターが設置されている。 

 このように、地域包括ケアシステムは、制度的に重要な存在である。例えば、都市

部において中学校区といった、いわばコミュニティの規模が地域包括ケアシステムの

基礎的な単位となる。したがって、地域包括システムがコミュニティをベースにして

確実に構築され、全体社会が「下から上へ」組織されれば、極めて健全な社会が形成

される。 

 だが、実態はどうか。運営面で市町村に大きく依存しているだけに市町村格差がそ

のまま地域包括ケアシステムに反映していると思われる。現在、わが国においては、

財政力、所得水準、経営資源などについて市町村間の格差がきわめて大きい。一部に

先進事例が存在するにしても、大多数の市町村においては、地域包括ケアシステムは

なかなか機能し難い。 

 しかも、制度的にも問題が存在する。この点は、教育委員会と対比すれば明らかで

あろう。地域包括ケアシステムの事務組織は、市町村の組織の中で自主性も弱いし、
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責任の所在も曖昧である。福祉についての専門性が強いわけでもない。介護・医療の

現場を取りまとめ、福祉を統合する能力が蓄積されているとも思えない。現場との乖

離も否定できない。 

 もっとも、最近では、強い専門能力を有する機関が地域包括支援センターの担い手

になる例が出始めている。藤田保健衛生大学がそれである。 

 ただ、一部の先進事例を一般化することは困難である。むしろ今後における市町村

のあり方を考慮すると、制度的な再編が不可避であろう。2040 年までに市町村のほぼ

半分が維持困難になるという日本創生会議の予測も存在している。今後、市町村の変

動が大きいことは確かであろう。 

 

２．日本版ＩＨＮの構築 

 

 地域福祉を充実させるためには、現場レベルで日本版 IHN（Integrated Healthcare 

Network）を構築する必要がある。地域レベルで介護と医療をシームレスに統合する

のである。医療・介護の効率化と質的向上がその目的である。地域の基礎的な単位は、

都市部では地域包括ケアシステムと同様に人口 2 万人程度で妥当である。 

 全体を取りまとめるインテグレーター（統合事業者）は非営利組織、参加メンバー

は介護、医療等の事業者。インテグレーターが全体の管理を担当し、参加メンバーが

個別の経営を担当するというチェーン・オペレーションを展開する。参加メンバー全

体とケアの対象となる高齢者等のメンバー全体とケアの対象となる高齢者等の全体を

つなぐ IT インフラを整備する。 

 アメリカの IHN は、医療機関がインテグレーターとなり、地域レベルで医療と介護

の統合をすすめている。そして、関連事業者はもとより、ケアサービスの対象となる

高齢者等についてのデータも IT ネットワークに取り込まれている。インテグレーター

は、非営利組織が多い。インテグレーターの経営については、格付け機関が存在し、

ヘルスケア・サービスの質を保証する役割を果たしている。さらに、インテグレータ

ーをコアにして関連産業のクラスターが形成されており、これもサービスの効率化に

寄与している。 

 このように、ヘルスケア・サービスの「産業化」が進めば、効率化が実現し、高い賃

金を支払うことも可能になる。雇用も拡大する。ヘルスケア関連の人財養成機関も成

り立ちうる。  

 わが国においても、ヘルスケア・サービスが「産業化」されれば、成長戦略の推進に

寄与しうる。日本版 IHN の形成は、重要な政策目標になりうる。こうした「産業化」

は、もちろん一斉に進むわけではない。まず、先行モデルを提示することが重要であ

る。 

 アメリカにおいても、この数年、格付け第一位となるセントジョンズ・ヘルスシス

テムは 100 年以上の歴史を有しており、ボランティアを含めたサービス供給参加者は、

ほぼ 1 万人に達している。35 のコミュニティに 70 以上の事業所を有している。本部

所在地の病院には、866 床のベッドを有しており、その他に５つの病院を経営してい
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る。これらの病院は、全米第 9 位の規模の病院である。制度や寄付文化など、日米の

違いは小さくない。こうした点を考慮しても、日本版 IHN の確立には一定の時間を要

すると思われる。 

 わが国の課題は、病院および介護事業者の再編と、諸施設の連携の強化を進めつつ、

ヘルスケア・サービスの効率化と質的向上をいかに進めるかである。その実現手段と

して、前述の事業モデルを提案した。インテグレーターが重要な役割を果たし、高い

経営能力が求められる。だが、現実の展開には、様々な障害が存在する。 

 インテグレーターには大規模病院が望ましいが、事業へのインセンティブが必ずし

も強くない場合が多い。また、各種の病院の再編も容易ではない。産業競争力会議医

療・介護分科会の「医療・介護等を一体的に提供する非営利ホールディングカンパニ

ー型法人制度という提案は理解できるし、本報告の提案と大差ない。だが、「大学病院

と大学とは別法人化し、非営利ホールディングカンパニー型法人への参画を可能とす

る」というが、実現可能性はかなり小さい。むしろ、大学病院により中小病院の買収

を可能にする方式を採用すべきであろう。 

 また、介護施設についても、非営利ホールディング型法人の傘下に訪問介護、保育

所、特別養護老人ホームなどの組み込みを通じて大規模経営により効率化を進めると

いう政府案が出されている。しかし、これらの分野は小規模な事業所が分散的に立地

しており、大規模な事業所が分散的に立地してもスケールメリットは一部の機能に限

られる。現場のサービス提供の上では、効率化はほとんど期待できない。むしろ、介

護などは、小規模なベンチャーに委ねればよい。企業家のモチベーションを尊重すれ

ば主体性が発揮される。創意工夫が進むのである。しかも、現場の実情に合ったサー

ビス提供が可能になる。効率化が進み、賃金の支払い能力も向上する。本報告書では、

インテグレーターによるチェーン・オペレーションに独立の介護ベンチャーを組み込

むという事業モデルを提案する。 

 いずれにしても、本報告書では、コミュニティを基礎的な単位とした医療と介護を

統合し、ネットワーク化を進め、チェーン・オペレーションを展開するという事業モ

デルを提案する。 

 インテグレーターの経営管理能力が重要であり、自律分散型の介護事業所の経営モ

デルも確立する。そして、関連人財の育成も制度化する必要がある。 

 ただ、2014 年 4 月から実施されている診療報酬の改定により、医療・介護の現場は

少なからぬ混乱が生じている。今後における政策展開の方向も必ずしも明らかではな

い。したがって、現時点におけるヘルスケア・サービスの「産業化」実現のための事業

モデルを確立することは容易ではない。国の政策展開の方向の提示が望まれる。 

 

３．必要な規制緩和と質保証 

 

日本版ＩＨＮの構築に際しては、その障壁となる規制の緩和が必要不可欠である。

本研究会の専門家から問題提起された、必要な規制緩和は次のとおりである。 
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（１）16 種類もの高齢者住宅・施設をシンプルに 

これまで国土交通省・厚生労働省は、それぞれ我が国の高齢化に対応すべく様々な高齢

者住宅・施設の制度の変遷を辿ってきたが、その結果、現在の高齢者住宅・施設は 11 分類

16 種類あり、利用者にとり複雑でわかりにくい仕組みとなっている（図表－１）。 

高齢者住宅・施設の現在の供給数約 170 万戸に対して、これから 2030 年までに 75 歳

以上が毎年およそ 50 万人ずつ増加すると予測されているが、利用者がそれぞれに適切な

高齢者住宅・施設を選びやすくなるよう、その種類が簡素化されなければ、事業者側も供

給を進めることが難しいと言える。 

実際、現場においては、70 歳代、80 歳代、場合によっては 90 歳代の高齢者に、これら

の仕組みを一通り説明して理解してもらうだけでも相当な時間を要しており、十分に理解

されない場合も多い。 

また、現在の法制度では高齢者住宅・施設の建物用途が不明確で、建物用途に関する建

築主事の判断が地方公共団体により異なるなど、やはり利用者にとり分かりにくくなると

同時に、事業者側にとっても供給促進を難しくする要因となっている。 

高齢者住宅・施設の種類簡素化と法律上の統一、一本化が必要である。 

 

図表－１高齢者向け施設・住宅の種類と戸数 

 

 

（２）ストック重視の法制度への転換を 

これまでの建築基準法・都市計画法などでは、高齢化や空き家・空き室・空き店舗など

の問題を抱える地域では、良好な環境を維持するための用途地域・建築協定・地区計画な

どが、ストックのリノベーションによる住まい・まちの再生を難しくしており、環境の低

下に繋がっている。 

高齢者の資産活用は超高齢社会における経済活性化に必須であり、そのためにもストッ

クのリノベーション促進が求められている。人口減少・都市縮小時代に相応しい、「住まい」

とまちのストックリノベーションを重視した法制度の整備が必要である。 
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（３）早期の住み替え促進を 

リタイア後の人生 20～30 年間を元気で充実したものにするためには、自己判断力のし

っかりしたときに、自分の総資産を把握し、その後の 20～30 年の生活設計を立てること

が重要である。現状では戸建て住宅に高齢者が単身住まいのままで、住まいの維持なども

難しくなっているケースが多くみられる。 

早めの住み替えと住宅資産流動化の促進されることが重要である。住宅資産流動化を促

進するために、相続税・資産課税の強化、住宅資産活用及び住み替えにかかる税の優遇を

一体に行うべきである。 

 

（４）ローコスト型住宅（施設型・在宅型）開発の促進を 

従来、開発されてきた高齢者住宅（施設型・在宅型）は主に中～高所得者向けのもので

あった。それは現行制度、規制に沿って開発すると、どうしても高規格、高価格のものに

ならざるを得ないからである。 

そのため、中～低所得者向けの高齢者住宅は開発が遅れている。その解決策としては、

医療・看護・介護のケアミックス（一体型）の高齢者住宅開発、ローコスト型高齢者住宅

の開発の発想が必要である。 

従来の主流であった介護型有料老人ホーム、グループホームは、フルセットメニューの

定額制であるため、高額な料金設定とならざるを得ない。経営的には入居者が確保するこ

とさえできれば安定的に経営が可能である。 

最近、高齢者住宅は、アラカルト型にサービスメニューを選択できる介護サービスへシ

フトしている。しかし、経営を安定させるために、基本料金である入居費用は割高に設定

されており、結果的に、中～高所得者層しか入居できないのが実態である。 

 

（５）サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）の要件緩和を 

2011 年「高齢者住まい法」の改正により創設されたサービス付き高齢者向け住宅が主流

となってきているが、これには次の要件がある。（ポイント抜粋） 

 

□住宅（ハード）に関する要件 

・原則 25 ㎡以上 ※共同利用の今、食道、台所などが十分な面積を有する場合 18 ㎡ 

・原則、台所、水洗便所、収納設備、浴室の設置 

・原則 3 点以上のバリアフリー化（手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保） 

 

□サービスの要件 

社会福祉法人、医療法人または居宅介護サービス事業者の職員などが常駐するなどに

より、緊急通報および安否確認サービスの体制があること。 

□その他 

・賃貸借方式またはこれを準じた契約とすること（長期入院などを利用した撤去を防止） 

・前払い家賃などを受領する場合の返還ルール及び保全措置の実施 
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ハード面では、例えば、台所、水洗便所、浴室は医療度・介護度が高くなるにつれ、一

人ではできなくなり、個室内に設備する必然性がなくなる。そうすると、上記の規制は過

剰品質を生み、コストアップ要件となる。事業者が自由にできるようにすれば、新たな工

夫によってコスト低減も可能となる。 

ソフト面では、運営者は人件費を圧縮するため、緊急通報および安全確認サービス、生

活支援サービス等の提供者と外付けの訪問医療・看護・介護サービス（資格に準ずる）提

供者を重複させたいと考えている。しかし、現行の高齢者住まい法、介護保険法ではそれ

ができない。 

 

現制度では、高齢者向けの住宅において食事の提供や排せつ、入浴の介助など介護サー

ビスを提供した場合、老人福祉法により有料老人ホームとして認知されるため、有料老人

ホームの施設基準を満たし、管轄する県や市に届け出なければならない。もしくはサービ

ス付き高齢者向け住宅として登録しなければならない。 

悪質な貧困ビジネスが発生したこともあり、「個人の尊厳を守るため」という理由で施設

基準は厳しく設定されている。そのため、却って施設運営の最低コストが上がってしまい、

結果として入居者の費用負担が増加してしまうことを避けることができないのが現状だ。 

加えて、サービス付き高齢者向け住宅では保証金等は、敷金（家賃の３か月が上限）以

外一切徴収することはできない。そのため、運営上建物のメンテナンスに十分な費用をか

けることができず、結果として建物の消耗が激しくなる。これらを改善し、効果的な運用

方法ができるようにしたい。 

低所得者層に既存の公的住宅の利用等を認めるべきである。悪質事業者を締め出す方

策は取らずに、他方で既存の公営住宅等の介護への活用を認めないという現状は、低所得

者を締め出す結果となる。こうした規制を緩和するとともに、サービス内容の質の保証を的確

に行う必要がある。 
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４．大学病院主体のモデル 

 

大学病院主体のモデルとして、中部地域で先駆的に展開している CBM ヘルスケアイノ

ベーション IWAO モデルを紹介したい。 

「CBM（Community Based Medicine）ヘルスケアイノベーション IWAO モデル」と

は、藤田保健衛生大学医学部地域老年科教授、名古屋大学大学院経済学研究科教授を務め

る岩尾聡士氏が中心となり中部地域で行っている「高齢者を街全体で看守る」実証モデル

である。 

 岩尾氏はかつて、アメリカ国立衛生研究所（NIH）に所属し、ジョンズホプキンス大学

医学部のエルダーハウスコールが、まちぐるみで 2,000 人の高齢者を看守る仕組みを目の

当たりにした。日本においても超・高齢化が進むなかで、「高齢者を街全体で看守る」モデ

ル構築が必要不可欠であると感じていた。 

 帰国後、愛知県で 300 床のベッド数を持つ医療施設（聖霊病院）を中核に、医療度の高

い高齢者でも安心して暮らせる有料老人ホーム「陽明ドクターズケア医大前」(2012 年 4

月)、サービス付高齢者向け住宅（サ高住）「聖霊陽明ドクターズタワー」(2012 年 9 月)を

開設した（図表‐１）。 

 

 

図表－１「聖霊陽明ドクターズタワー」（愛知県名古屋市昭和区）の概要   

事業主体 医療法人陽明会 

開設年月日 2012 年 9 月 

土地の権利形態 事業主体非所有 

建物の権利形態 事業主体所有 

敷地面積 759.16 ㎡ 

延床面積 3504.23 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 地上 7 階建 

定員（総居室・戸数） 60 人（60 室） 

居住の権利形態 利用権方式 

類型 サービス付き高齢者向け住宅 

居室区分・間取り等 全室個室（18.01m2～25.17m2）：60 室 

提携機関 聖霊病院 

まごころ在宅医療クリニック 
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 聖霊陽明ドクターズタワー 

 

2012 年からは、「新ヘルスケア産業フォーラム」を組織し、藤田保健衛生大学、ハウス

メーカー、自動車部品メーカーなどとともに、高齢者向け住宅、医療機器、介護機器、医

薬品、食品産業、フィットネスなどを有機的に連携し、将来的には「医療クラスター」と

して有望産業として育て上げたいと構想している。CBM ヘルスケアイノベーションの全

体イメージは図表－２のとおりである。 

 

図表－２ 

 



 

34 

 

 

ひとくちに高齢者医療といっても、プライマリケア、急性期ケア、搬送サービス、高度

急性期、急性期、亜急性期、回復期、維持期、慢性期、リハビリテーション、在宅ケア、

在宅支援、長期介護、終末期支援と様々なステージがある。その担い手にしても、医療施

設、介護事業者、地域包括ケアセンター、家族など様々である。そこでは、次の 3 点が重

要である。 

 

高齢者を地域全体で看守るためのポイント 

１．シームレスな医療・介護ネットワーク構築 

２．新ヘルスケア産業の創出  

３．大学での志を持った人財の育成  

 

なお、ここでいう「シームレス」とは、地域内の大小の医療機関、介護事業者、行政、

企業などが有機的に連携のとれた医療・介護サービスを行うためのネットワークを指す。 

かつての自動車産業のように、組み立てメーカーを頂点としてピラミッド的に一次下

請け、二次下請けと系列化し、垂直統合するというのではなく、地域内でネットワーク的

に水平分業することをイメージしている。医療分野においては、規制によって、医師、看

護師、介護士、ケアマネージャーなどの専門職が厳密に確立していることによって、限り

ある人財の有効活用ができていない分野が多数ある。また、診療報酬制度の制度改定によ

って、地域内において規模や役割の違う医療機関同士が不必要な競争を余儀なくされてい

るケースもある。そうした無駄を取り除き、地域の限られた資源を最大限に有効活用しよ

うというものである。 

 ところで、岩尾氏が愛知県において IWAO モデルを推進しようと着想した背景には、次

のような問題意識にもとづいている。 

 

医療人財の有効活用を 

 

1947〜1949 年生まれの団塊世代が 2012 年から 65 歳以上の高齢者に入り始めた。首都

圏や関西圏、中部圏で一気にその数が増加し、高齢化率を押し上げている。さらに 2025 年

にはこれらの世代が後期高齢者になることから、いわゆる「2025 年問題」が懸念されてい

る。 

65 歳以上になると徐々に ADL（自立度）が低下し、75 歳以上の後期高齢者になると、

急激に自立度が低下する。また、何らかの慢性疾患を抱えることになる。 

それに加えて、家族で介護する人がいない、もしくは老老介護になってしまう人も現在

の 1.5 倍の 750 万世帯となることが予測されている。そうなると、急性期、亜急性期から

在宅ケア、在宅支援、長期介護、終末期介護にシフトしていくことは間違いない。しかし

高齢者の増加に対し、高齢者施設の整備、特に低～中所得者に対する施設整備、人財育成

が間に合っていない。 

医師は病院で患者を看る臓器別の専門医療中心の教育が行われているため、在宅でその
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人らしい暮らしを支えながら看る体系的な教育が充分になされていない。そして看護師、

介護士、リハビリ職、ケアマネージャーは医療に関する知識と経験の不足、またたとえ経

験があったとしても、その労働に比して低い給与水準になっている。これらの給与水準を

上げる方法は、バラバラで行われている看守る制度を統合すること、介護に携わるスタッ

フが、従業員ではなく、経営者として独立開業できる仕組みも必要である。しかし、その

場合は資金確保のための仕組み作りも合わせて必要である。 

 医師のキャリアパスと女性医師の活用、看護師、介護士の分担問題の解決策をまとめる

と、次のようになる。 

 

医療人財の有効活用策 

１．若手医師：先端医療 

２．女性医師：勤務時間を選択でき、子育てを支援する在宅医療へ 

３．熟年医師：例えば 50 歳を超え、管理者でない医師は手術する力等が衰えてくる前に

再研修して在宅医療へ 

４．看護師：在宅医療の約７割は実は看護師でできる。専門看護師を養成へ 

５．介護士：能力のある人には、独立開業を促して収入増加を 

 

 

まず、医師は臓器別の専門医療中心の教育が行われている。若手医師は専門分野を確立

するためにも、まずは、先端医療に携わる必要があろう。また、そのことが医師としての

モチベーションアップにも不可欠であると思われる。 

次に女性医師に関しては、出産、育児期の支援体制が十分でないために勤務を離れざる

を得ない状況がある。勤務時間を選択できる制度や、子育てしながら医療業務が行えるよ

うな在宅医療の仕組みづくりが必要である。 

また、熟年の医師に関しては、50 歳代を超えると、体力の問題などもあり、長時間の手

術など、分野によっては若手医師同様の勤務は次第に難しくなってくる。また、大学や病

院の管理、統括に携わる年代層でもあるが、マネジメントに携わることができる医師はほ

んの一部で、それ以外の医師は必ずしも有効に活用されているとは言えない状況である。

一方で熟年世代の医師は、体力的には若年の医師よりは衰えていても、熟練による経験値

はあがっている。そうした医師には再研修を行って、在宅医療分野で活躍してもらう方策

が有用である。 

看護に関しては、在宅医療の約７割は看護師で対応できるものである。専門看護師を養

成することで、医師の負担を減らし、また医療費の抑制にもつながる。 

介護に関しては重労働であるにもかかわらず、低賃金労働で、なり手が少ない。このま

までは、将来介護士不足は決定的なものになる。この解決策としては、収入増をはからな

くてはならない。方策のひとつとしては、能力のある人には独立開業を促すことが考えら

れる。フランチャイズのような形態をとることができれば、30 人の規模の施設経営者では

年収 1000 万円、60 人規模の施設では年収 1500~1800 万円も可能な試算もある。そのた

めにはフランチャイジーの経営者としてのノウハウ教育と資金調達面での制度策が必要で
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ある。介護士に関しても看護師と同様に、医師、看護師それぞれの領域となっている分野

について、在宅医療で可能な分野については、教育を行ったうえで、垣根を低くしていく

方策が必要である。 

 

在宅ケア、在宅支援、長期介護、終末期介護における教育について、具体的に求められ

るものは次のとおりである。 

 

医師・看護師 

１．在宅医療の基礎（医学的アセスメント、介護力評価、在宅医療導入における面談等） 

２．臨床（摂食嚥下障害、栄養評価と栄養処方、排便コントロール等） 

３．在宅における治療（在宅人工呼吸療法、気管切開の管理、経管栄養等） 

４．がん疾患の在宅緩和ケア等 

 

介護士 

１．緊急時のトリアージ 

２．高齢者特有な疾患（褥瘡、認知症など）について 

 

リハビリ職、ケアマネージャー等 

１．サービスマナー、傾聴、観察、コミュニケーション、リーダーシップ、業務遂行、 

現場カイゼン、医療知識、チームマネジメント 

２．危機管理、労務管理、運営管理、施設管理、法令順守、組織マネジメント 

３．経営マネジメント、指導者育成、戦略策定、財務管理、意思決定 

 

 

今後の診療領域について 

 

 たとえば、脳卒中を例に挙げると、現在の脳神経外科の領域は、予防的脳外科、急性期

脳外科、回復期リハビリまでとなっている。しかしこれから重要となってくるのは、その

後のケアである。在宅での「維持期」に、医療と介護が連携して、在宅でいかに包括的ケ

アができるかが重要である。すなわち、従来は放置されていた患者に対しても脳神経外科

の診療領域として医療を行うことが全体の医療費・介護費用の抑制につながることであろ

う。そのためにも、医療と介護が一体となったネットワーク、サービスの構築が不可欠な

のである（図表‐３）。 
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図表‐３ 
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医科大学を中核としたモデルづくり 

 

これまでも、藤田保健衛生大学を中核に取り組んできたが、さらに実効性が高く、かつ

ビジネスモデルとしても実現性のある構想に取り組んでいる。 

具体的には、独立希望の医療介護従事者と社会貢献ファンドで共同出資を行い、株式会

社を設立し、介護施設・高齢者住宅を運営する株式会社を設立して、施設運営をする、と

いうものである（図表－４）。 

 

図表－４ 株式会社による介護施設・高齢者住宅運営モデル 

 

  

このビジネスモデルの概要は、次のとおりである。 

 

まず、独立希望の医療介護従事者と社会貢献ファンドで共同出資の株式会社を設立する。

必要とする資本金は、25 床の施設を運営する場合、立地や諸条件によっても異なるが、

3000 万円～5000 万円程度である。図表では、独立開業を希望する医療介護従事者からの

自己資金 1000 万円、残り 4000 万円を社会貢献ファンドから集めるとしたモデルである。

ファンドは、余裕資金を多く保有する高齢者からも出資を募る。資比率に応じて利益を分

配する。 
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しかしながら、現状の介護従事者の給与水準を考慮すると、自己資金による独立開業資

金の確保は容易ではない。また、社会貢献ファンドの設立や運営が軌道に乗るまでには、

一定程度の時間とノウハウが必要である。 

そこで、現実的には、スタートアップ段階においては、資本金 3000 万円、自己資金は

500 万円程度で、残りは、日本政策金融公庫等からの無担保融資、または信用保証協会に

よる債務保証、または VEC（ベンチャーエンタープライズセンター）による債務保証が必

要であろう。 

医療介護従事者は独立するための資金が調達しやすく、また、雇われ施設長より給与が

高くなるため、能力・志のある人が手を挙げやすい。 

 

資本金（25 床の場合、3000万円） 

１．独立希望の医療介護従事者の自己資金・・・・500 万円  

２．債務保証等による借入・・・・・・・・・・・2500 万円 

 

借入の保証制度の創設について 

１．日本政策金融公庫等からの無担保融資 

２．信用保証協会による債務保証 

３．VEC（ベンチャーエンタープライズセンター）による債務保証 

 

 また、土地を保有する地主に対しては、全部屋（床）の一括借り上げを保証し、施設建

設を促す。経験豊富なビルダーと協力し、使い勝手がよく住みやすい施設を建設する。 

さて、設立された、株式会社は、藤田保健衛生大学と協力して、医療、看護、介護サー

ビスを提供する。具体的には、訪問診療を藤田保健衛生大学もしくは近隣の診療所が提供

する。特に課題となる夜間対応などをカバーするために、コールセンターも開設する必要

がある。緊急時の入院対応もおこなう。また、藤田保健衛生大学内にある地域包括支援セ

ンターが、施設に必要な 医療、看護、介護の連携を支援する。 

 

 

藤田保健衛生大学の役割（イメージ） 

①訪問診療 

・藤田保健衛生大学の医師が訪問診療する。 

 （訪問診療料は藤田保健衛生大学の収入） 

・近隣の診療所の医師を紹介する。 

②緊急時の入院対応 

 ・施設の入居者の状態が悪化した際に入院の受け入れを行う。 

③連携支援 

・藤田保健衛生大学の地域包括支援センターが、施設に必要な 医療、看護、介護の 

連携を支援する。 
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 運営会社のイメージは図表―５のとおりである。 

 25 床（部屋）で、月間売上 1,250 万円、年間売上では 1.5 億円の収入となる。経費とし

て一番大きなウエイトを占めるのが人件費で、従業員 25 名の人件費率は 50％程度である。 

その他の経費を差し引いた営業利益率は約 10％の 1500 万円である。 

 入居者 1 人当たりの売り上げは月 50 万円であるが、このうち自己負担額は約 20 万～25

万円である。内訳は、家賃・共益費・管理費で 12~14 万円、食費で 5 万円、介護保険自己

負担分やおむつ代などで 2~5 万円、医療保険自己負担分が 2000 円～1 万円程度である。 

 

図表―５ 運営会社のイメージ(25床の場合のビジネスモデル) 

収入(売上) 

 月間売上 50 万円×25 床＝1250万円／月（うち本人負担 20～25 万円） 

年間売上 1 億 5000 万円 

 

支出（経費・管理費） 

 年間支出 1 億 3500 万円  

  うち人件費 7500 万円 

 

営業利益 

 1500 万円（利益率 10％） 

 

従業員数 

 25 名 

 

課題と期待される効果 

 

この事業モデルを円滑に実施するために必要な事項や課題点は次のとおりである。 

まず、独立希望の医療介護従事者には、藤田保健衛生大学で責任をもって、継続的な医

療的教育を行うことである。そのためには、定期的に資格を更新することも検討する必要

がある。質の保証が、事業の継続性を担保する。教育やキャリアラダー構築に対しては、

国からの補助が必要である。 

次に必要な資本であるが、一般の投資家ではなく、むしろ、高齢者を中心に蓄積されて

いる余裕資金を小口で募り、社会貢献ファンドを組成することが肝要であろう。投資に対

しては配当をつけるが、社会貢献度の高い投資であり、投資額に対して損金扱いもしくは

税金控除が望ましい。また、社会貢献ファンドの運営資金は国が補助、名古屋大学・名古

屋大学発ベンチャーの管理が望ましい。 

次に法的な障壁であるが、施設のハード面、ソフト面での規制の緩和が必要である。一

例をあげると、サ高住では、「25 ㎡以上の個室、トイレが必須条件」となっているが、入

居者の所得状況や地域の実情、サービスの在り方によって様々であり、一律に規制するこ

とは、事業者にとってはコスト上昇要因となり、結果として入居者にとっても不利に働く。 
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平成 26 年の診療報酬改定の影響については、診療報酬改定により、施設への訪問診療

は実施されにくくなることが予想されている。 

効果としては、医療産業クラスターが形成されることが期待されている。生活関連のビ

ジネス（配食、洗濯、掃除等）をはじめ関連サービスへの波及効果が期待できる。 

また、高い付加価値が医療介護の周辺に起こることで、全体として大きな経済活性が期

待できる。名古屋で成功すれば東京、大阪でも同様の仕組みを構築することができる。 

 また、大学により、介護人財に医療的な教育を徹底できることは大きなメリットである。

教育と併せて資金的な援助を行うことで、これまで独立が難しかった医療介護従事者が独

立しやすい環境を提供できる。施設運営の管理については、すでに名古屋で２つの施設（医

療度の高い人を受け入れる医療看護介護ケアミックスの居住系施設）を運営している実績

がある。また、施設を開発するためのビルダーとも連携がとれている。 
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（補論） 

IHN（Integrated Healthcare Network：統合ヘルスケアネットワーク） 

 

IHN（Integrated Healthcare Network：統合ヘルスケアネットワーク）のアメリカにお

ける代表例として、ペンシルベニア州ピッツバーグにみる地域包括ケアの取り組みを紹介

する。 

 

５つの重点分野で地域再生 

 

UPMC（University of Pittsburgh Medical Center）は、米国ペンシルベニア州・ピッ

ツバーグは、鉄鋼業が衰退するなか、鉄鋼業で培った「ものづくり」を土台として産・学・

官の連携により医療分野を戦略的に成長産業として位置づけ、約 20 年という短期間で地

域再生を果たした。 

この再生の中で重要な役割を担ったのが、UPMC である。「医療の街」へと再生したピ

ッツバーグは、「米国で最も住みやすい街」として選出されている（米国フォーブス誌、英

国エコノミスト誌などによる）。 

 

 

ピッツバーグの概要 

・人口 2.6 百万人 

・500 ﾏｲﾙ（800 ｷﾛ）以内に米国のビジネスの 41％、米国・カナダの人口の 43％が集約 

・2009 年：ピッツバーグサミット開催 

・2010 年､11 年：米国で最も住みやすい街に選出（米国ﾌｫｰﾌﾞｽ誌） 

 

ピッツバーグがこのような再生を成し遂げた背景には、強力なリーダーシップがあった

ことや、民間企業、大学、政府がボランティアで話し合いを続け、共同して地域の再生に

取り組めとことが大きな要因となっている。ピッツバーグを再生するために、当該地域で

は次の３つの政策を実施した。 
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ピッツバーグ再生策 

①産業の作り直し（製造、金融、エネルギー） 

②新産業（医療、情報通信など）の創出 

③生活の質に対する投資（住居、教育、医療、レクリエーションなど） 

 

ピッツバーグが、鉄の街だった頃の産業構成は、50％以上が重工業で占められていたが、

現在はコア事業が５分野（医療、情報通信、エネルギー、先端製造業、金融）あり、１つ

のセクターだけが 25％を占めることはない多様性に富んだものに変化した。 

 

５つの重点分野 

①医療 

②情報通信 

③エネルギー 

④先端製造業 

⑤金融 

 

カーネギーメロン大学が主導 

 

当地域が再生の過程で学んだことは、地域においてどのセクターに焦点を当てるかに関

してコンセンサスを得ることであった。様々な意見がある中で、ピッツバーグでは、どこ

に優位があるかを議論し、主要５分野についての地域コンセンサスを得ることに成功した。 

この取り組みは、1983 年以降ピッツバーグの経済環境が悪化する中、カーネギーメロ

ン大学の学長がリードして実行した。そして、最終的な意思決定は、経済戦略のエキスパ

ートであるマイケル･ポーター氏を招き決定された。再生に向け継続した活動を行ってき

たアレゲニー地域開発協議会は、「1983 年まではそれぞれの行政が互いに競争だけをして

いたが、この５分野が決定されたことで協力できる体制に変化したことが、再興に繋がっ

た」としている。 

このように、ピッツバーグの再興は、大学学長が主導し、大学、行政、企業が一体とな

って取り組みが実施できたことにある。５分野が選定された背景は、もともと鉄鋼業が盛

んであったため、当地域にエネルギー関連企業や金融機関の本店があったこと、先端製造

業では欧州企業が北米本社を置いていたことなどに由来している。また、ピッツバーグ大

学やカーネギーメロン大学がある他、120 以上の会社のリサーチセンターがあり、大学と

リサーチを共同して行える環境があることから、リサーチ分野での強みが発揮され、市場

での競争力が得られると考えた。 

現在、５分野の中で、医療分野はもっとも収益を上げており、当分野に関連した企業・

リサーチ会社数は 500 以上、約 25 万人が雇用されており、大学との連携が強みとなって

いる。 
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全米 10 位の医療センターＵＰＭＣ 

 

UPMC（University of Pittsburgh Medical Center）は、ペンシルバニア州最大の医療

センターで、Best Hospitals (U.S.News & World Report 公表)において全米 10 位（2010 

年）に選出されている。 

UPMC のミッションは、第一に患者へのケアの提供、次に学術的なリサーチ力を活かした

イノベーションを起こす、そしてコストダウンを図ることを掲げている。また、UPMC は、

医療の産業集積、グローバル展開に注力している。 

UPMC の成り立ちは、1997 年の１つの病院（精神科）から始まった。1986 年より市

内の病院の統合を開始し、約 15 年の間に合併・買収を 20 を超える機関で実施してきた。 

現在は、23 病院があり、病床数は約５千床の規模である。その他、９つの緊急ケアセン

ター、ヘリコプターが 22 機、がんセンターが 40 以上、外来・介護・リハビリなどの拠点

数が 400 以上ある。このように、米国のＩＨＮでは、大きな病院施設を単独で設けるので

はなく、病院以外に患者が住む近くに拠点（サテライト）を設置する点が特徴となってい

る。 

UPMC の患者数は、450 万人、うち入院患者が 23 万人おり、直接雇用の医師数が３千

人、その他提携医師数が５千人程度いる。UPMC の雇用者数は、５万５千人となり、地域

一番の雇用主となっている。その結果、地域への投資は５億５千万ドル実施しており、経

済的波及効果は、215 億ドルある。 

病院収入は、2012 年には約 1 兆円（96 億ドル）に達した。病院の収入源は大きく分け

て２つあり、１つは病院の収入、もう１つが保険収入である。 

保険事業は、2000 年に立ち上げ、収入に占める保険のシェアは、2000 年初頭の３割か

ら、足下では４割まで上昇し、その売り上げ規模は 40 億ドルに達している。現在、この

保険加入者はUPMCの医療圏人口が400 万人である中、180 万人が加入している。UPMC 

が保険事業を開始した背景は、他の機関との差別化を図るためであり、医療機関が主導す

る保険としては全米で２番目の規模となっている（図表－1） 

 

ＵＰＭＣの事業収入（2012年） 

病院収入 約 1 兆円（96 億ドル） 

経常利益   730 億円（727 百万ﾄﾞﾙ） 

 

現在アメリカで進む医療改革の大きな流れ中では、この保険事業が UPMC にとって素

晴らしい資産になっている。このように、UPMC は、病院が保険事業を持つことで、医療、

財務の統合ができ、質の高い医療を効率のよい価格で提供できる点が強みとなっている。

但し、このような医療機関主導の保険事業者と保険事業者の間で、医療のアクセスに関し

て新たな議論が起こっており、UPMC があるピッツバーグにおいて現在問題の解決を模

索する段階となっている。 
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図表―１ ＵＰＭＣ売上高の推移 

 

 

ピッツバーグで、医療産業集積が形成される原動力は、UPMC が民間非営利ＩＨＮの運

営主体である中、ホールディングカンパニー制の下に、医療サービスに加えて保険会社や

コンサルティング会社などの営利事業を持つことで収益性の補完ができたことにある。 

UPMC が、年間 100 億ドルを超える収入から得られる収益をもとに、ピッツバーグ大

学に巨額の研究開発資金（年間７億ドル）を提供しているほか、ＮＩＨ（国立医療研究所） 

からの研究資金（全米の大学で５番目の規模・約 4.5 億ドル）もあり、充実した研究開発

環境を求めて、世界中から企業や民間研究機関がピッツバーグに集まり、巨大な医療産業

集積が形成され、UPMC における最先端の医療技術を提供する原動力となっている。ＮＩ

Ｈからの研究資金の提供額は、10 年前にはトップ 20 にも入っていなかったことを考え

ると、ＮＩＨから巨額な研究資金を獲得する際、研究の質が問われる中、この 10 年で手

掛けてきた新しい治療、医療機器の発明が評価されたことが窺える。 

UPMC のガバナンスは、大学と別々の組織で行われているが、２つの理事会は任命がク

ロスに実施され、情報共有を密にした非常に強固な関係にある。そのため、UPMC からは

大学側に巨額な資金が提供されている。 

UPMC の組織は、大きく４つの部門に分かれており、非営利部門として①病院・コミュ

ニティサービス部門、②医師サービス部門（中核病院の経営、在宅ケア、シニアケアなど

を提供）がある。営利部門では、先に取り上げた③保険事業、④インターナショナル・コ

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hQN1q3Gpc3bzdM&tbnid=wjjCyKnvhBIsDM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.post-gazette.com/business/2013/11/12/UPMC-maintains-it-has-no-employees/stories/201311120158&ei=fHElU76IAoSpkwWxt4HgDA&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNF1up7msJ7Njnor2SeECKpY49wm7Q&ust=1395049152585767
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マーシャル部門がある。 

 

ＵＰＭＣ４部門 

非営利部門  

①病院・コミュニティサービス部門 

②医師サービス部門（中核病院の経営、在宅ケア、シニアケアなどを提供） 

営利部門 

③保険事業 

④インターナショナル・コマーシャル部門 

 

 

インターナショナル・コマーシャル部門は、国内では、ペンシルバニア西側（UPMC の

所在地）以外での拡張を進める戦略がある。UPMC は、国内の病院を買収する際、病院が

それぞれユニークな文化を持っていることを認識しており、それぞれの文化を尊重しなが

ら、シナジーを図り、コストダウンを進めている。そのための一番大きなアプローチは標

準化であり、まず経理、情報システムの標準化を行い、費用が 2 重発生する部分をなくし

ている。これらの取り組みを進めるために、UPMC では ICT の導入が不可欠であると考

えており、一定収入のサプライチェーンのうち、ICT を導入することがコスト削減効果を

生み出すとしている。 

UPMC では、患者情報の共有化（検査結果、画像、アレルギー、投薬情報など）を図る

ことなどにより、６年間超（05 年～）で 190 百万ドル以上のコストを削減している。 

国外では、イタリア（シシリー）で官民共同による 72 床の病院管理を手掛けたのを皮切

りに、イギリス、スペイン、フランスなど世界 20 ヵ国で医療サービスのノウハウ提供や

研修などを実施している。足下ではアイルランド、シンガポール、インドにおける展開を

進めている。 

イタリアのプロジェクトは、当初は医療スタッフをイタリアからピッツバーグに呼びよ

せ、UPMC でトレーニングを行っていたが、現在は、現地のオペレーションはヨーロッパ

のスタッフが実施しており、米国からのスタッフは１名のみの配置となっている。さらに、

シシリーではイタリア政府から３億ユーロが拠出され、がん細胞の研究や一般薬の開発を

行うリサーチセンターを建設中である。UPMC は、このような他国で医療を展開する際

は、他の国の文化に配慮しながら、実践を積み重ね、UPMC との緩やかな統合を進めてい

る。 

UPMC の設備投資は、毎年 4 億 5 千万ドル程度を実施している。近年、投資を実施し

た主な事例は、子ども病院（投資額 6 億 2 千万ドル、病床数 296 床）、西病院（同 2 億

4 千万ドル、同 156 床）への投資である。このうち、2009 年にオープンした子ども病院

は、広大な敷地の中に診療棟や研究棟、その他家族が泊まれる宿泊棟などがあり、外観・

インテリアには子どもが好むカラフルな色調を取り入れている。また、子ども病院内の患

者情報は全て電子カルテで管理する「ペーパーレスホスピタル」となっている。このよう

な最新の ICT を病院に導入し新しいサービスを提供するために、UPMC では年間３億ド
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ルの ICT 投資を実施している。 

特に ICT 分野で注力しているのが、遠隔医療への投資である。患者のケアに対して、

「患者がどこにいるかに関わらず」ケアが提供できることを目標としている。 

具体的には、アルカテル・ルーセント(Alcatel-Lucent：通信事業者)社と提携し、バーチ

ャルケアネットワークの構築を進め、医師と患者が協力できる仕組みを作った。まずは、

ペンシルバニア西側でこの取り組みに関連する投資を行い、最終的にはこのシステムをラ

イセンス契約し、販売する予定である。その他、ニュアンス（Nuance：音声認識技術に強

みのあるソフトウェアテクノロジー企業）社とは、医療言語に関する解析を進め、医師が

話した言葉をデータ化する技術などを開発し、リアルタイムの情報の蓄積を進めることで、

医師の効率を上げる取り組みを行っている。 

UPMC では、これらを実践するためには、投資したものから収入を得ていくことがもっ

とも重要であると考えている。また、ICT の導入を進める際、併せてワークフローソルー

ションとして紙ベースのプロセスを廃止している。その他、IBM や GE、Verizon などの

ICT 系企業とも共同しており、これらのパートナーと医療の近代化図るため、世界に先駆

けた取り組みを生み出すことを目指している。 

 

 

Monthly IHEP 2009 年 9 月号「地域医療経営のガバナンスの国際比較（松山幸弘）」、UPMC「Fast Facts 2009」な

どより植村氏が作成 

 

ＵＰＭＣで取り組むコネクティッドメディスン 

 

UPMC は、これらの取り組みの紹介を行うセンターとして 2009 年に CCM （ Center 

for Connected Medicine）を立ち上げた。「コネクティッドメディスン」とは、「時間、場

所、健康状態に関わらず患者のために包括的なヘルスケアを提供する」ものである。 医療

に ICT が導入されたこの新しいケアを体感するため、既に同センターを 57 ヵ国から２万

１千人が訪問した。 

UPMC は、ヘルスケアの近代化を進める必要があるとしている。「ヘルスケアの近代化」
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とは、例えばヘルスケア以外でイメージすると、現代では、お金を支払う場合現金の受け

渡しを行わなくとも ATM で支払いができ、ATM をしようすることに違和感はない。こ

のような変化が、ヘルスケアにおいては今起ころうとしている段階であり、UPMC はヘル

スケアもこれからは仮想（バーチャル）の世界に入っていくと想定している。 

UPMC で取り組むコネクティッドメディスンとは、次の①～⑥の構成要素を繋ぎ、これ

までのベースケアに結びつけて質の高いケアを患者に提供することにある。①（患者の）

ヘルスケア全般へ焦点を当てること［医療の提供を単一の入院や外来診療として定義する

のではなく、予防～終末期と患者を包括的にみる］、②新しいコミュニケーションの創出

［伝統的な医療は、患者との対面コミュニケーションをとってきたが、新しい技術（イン

ターネット、携帯など）を取り入れる］、③メディカル・レコードやデータの活用［統合さ

れた膨大なデータを活用することで、医療の質の向上や産業変革を生む］、④文化の変革

［医療 ICT の活用により、患者中心のケアを提供する］、⑤医療施設のデザインや質の向

上［より良い医療提供のため、新しい技術を用いて病棟の快適性、安全の向上を図る］、⑥

医療 ICT のコアインフラの整備［患者の自宅でも医療データを活用できる時代となった

ため、それらを活用するインフラを構築する］の６点である。 

 

遠隔医療で「バーチャル診察室」を実現 

 

具体的にヘルスケアへのアクセスがどう変わるのか、ある患者の事例を取り上げてみる。

ある患者が自宅で夜中の３時に調子が悪くなってしまった。この患者は田舎に住んでいて、

がんが肝臓まで転移しているとする。以前は、この患者が診療所を予約して、実際に受診

を受けるまで 20 日程度必要であったが、今は、予約がオンラインででき、４，５分もあ

ればすぐできる。また、医師のいる診療所は、以前とは違い、オフィスにコンピューター

とマイクロフォンがあるだけで実際の患者がいなくても診察ができる。患者とはコンピュ

ーターの画面を見ながら、マイクを通して話せ、医師がマイクを通して診察した内容は、

コンピューターが自動的にメモをし、カルテに記録される。記録された情報は、すべてデ

ーターセンターに集約される。ネットワークを通して集められたデータは、情報分析され

た状態で診療所に戻ってくる。画像はデーターセンターで保存され、医師や患者が世界の

どこにいてもきちんとアクセスできる。この診療所で患者が肝臓がんと診断された場合、 

診療所を含め、専門家のいる癌センター、手術室、入院施設もすべてネットワークで繋が

っている。そのため、専門家にかかる場合もこれまでと同じプロセスでの受診が可能とな

る。また、緊急室、診療所などどこにでも置けるワイヤレスのビデオカートを使用し、遠

隔医療を提供する。このカートはハイキャパシティでハイパワーなバーチャルな医師、看

護士の役割を果たす。UPMC では、このような遠隔医療を取り入れることで、ケアが「患 

者中心」に提供されるようになると考えている。CCM で開発された遠隔医療の実施によ

り、患者の移動コストの削減、処方箋のペーパーレス化などによる経費削減、患者の満足

度向上などの効果が確認された。 

UPMC では、遠隔医療の実現に向け、2013 年より「Virtual Care Collaboration (VCC)」

を開始した。これは、病院と診療所をＩＣＴネットワークでつなぎ「バーチャルな診察室」
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を構築し、ＵＰＭＣの病院から離れた地域に住む患者に対して予防ケア、慢性疾患の管理、

術後ケアを含めた治療を実施し、患者にシームレスな医療を提供する仕組みである。 

診察内容は、予防ケア、慢性疾患の管理、暫定的なケア、緊急ケアなどである。VCC を活

用することによる利点は、「医療へのアクセスのしやすさ」、「安全」、「マルチデバイス（PC、

タブレット、モバイル）の利用」などにあるとしている。また、UPMC は、医療・介護Ｉ

ＣＴネットワークの構築に加えて、患者自身が「個人のメディカル・レコード」に、モバ

イルを含むオンラインで 24 時間どこからでもアクスセスが可能な仕組みをここ５年で構

築した。 

このオンラインシステムの名称は、「Health Track」と言い、このシステムを導入するこ

とで、「医師と患者のより良いコミュニケーションを可能にすること、及び緊急性のない医

療のやりとりの実現」を目的としている。患者は、オンラインによる診療記録の閲覧や予

約、投薬管理、医療相談が可能であり、現在 10 万人程度いる利用者の数は年々増加傾向

にある。 

これらのオンラインサービスは、無料で提供され、利用者の範囲を本人に限定せず、子

供や両親などの家族情報へアクセスができる。このように患者自身が個人の記録を活用で

きる機会が増加するなか、在宅を含む病院外での「遠隔医療」の提供が行われつつあり、

ＵＰＭＣでは２年後にはモバイルを活用した在宅ケア提供の実現を考えている。  
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地域福祉社会研究会 委員名簿 

（50 音順） 

座長 

清成 忠男  事業構想大学院大学学長、法政大学名誉教授・元総長 
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谷  尚樹  株式会社電通 執行役員 
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吉田 肇 株式会社マザアス 代表取締役社長執行役員 

 

事務局 

鎌田 道世   株式会社電通 ライフ・イノベーション部 部長 

白石 史郎   事業構想大学院大学 事務局長 
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委員会等の開催 

 

■第１回委員会 2013 年 12 月 12 日(火)13：30～16：00 法政大学 

・趣旨説明 清成忠男（法政大学） 

・報告 

「人口変化と日本の経済・社会」小峰隆夫（法政大学） 

「CBM ヘルスケアイノベーション IWAO モデル」岩尾聡士（藤田保健衛生大学） 

・意見交換 

■第２回委員会 2014 年１月 27 日(月)13：30～16：00 法政大学 

・報告 

「変化する地域社会に医療・介護統合システムをどう位置づけるか」 

清成忠男（法政大学） 

「地域ケアの挑戦～三鷹市を事例として～」市川一宏（ルーテル学院大学） 

「地域福祉社会を構築するにあたって必要な規制撤廃等について」 

    岩尾聡士（藤田保健衛生大学）、吉田肇（株式会社マザアス） 

「金融機関の立場からの報告」（信金中央金庫） 

・意見交換  

■第３回委員会 2014 年２月 26 日(火)13：30～15：30 法政大学 

・報告 

「地域における統合福祉経営システムについて」 

清成忠男（法政大学）、岩尾聡士（藤田保健衛生大学） 

 「平成 26 年診療報酬改定について」堀心一（名古屋大学） 

「ピッツバーグの事例」植村佳代（日本政策投資銀行） 

・意見交換 

■第４回委員会 2014 年 3 月 18 日(火)13：30～15：30 法政大学 

・報告書とりまとめについて 

■現場視察 2013 年 12 月 11 日(月) 10：00～16：00 五反田、南柏 

 ケアホーム西五反田、西五反田在宅サービスセンター、さくらハイツ西五反田 

 マザアス南柏、マザアスコート南柏駅前、ミサワケアギャラリー南柏、 

マザアス介護ショップ 

■作業部会  

 2014 年 4 月 26 日(土) 名古屋大学 

 2014 年 4 月 30 日(水) 事業構想大学院大学 

 2014 年 5 月 17 日(土) 事業構想大学院大学 

 2014 年 5 月 22 日(木) 事業構想大学院大学 

 2014 年 5 月 27 日(火) 事業構想大学院大学 
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参考文献・資料等 

 

本文の各章は、下記委員からの報告、資料を元に構成した。 

 

Ⅰ．超高齢社会の到来 

  小峰隆夫「人口変化と日本の経済・社会」（第 1 回委員会報告） 

 

Ⅱ．地域構造の変化 

  清成忠男「変化する地域社会に医療・介護統合システムをどう位置づけるか」 

  （第２回委員会報告） 

 

Ⅲ．関連する具体例 

１．大学病院主体のモデル 

岩尾聡士「CBM ヘルスケアイノベーション IWAO モデル」（第 1 回委員会報告） 

２．地域中核病院を主体とするモデル 

  市川一宏「地域ケアの挑戦～三鷹市を事例として～」（第２回委員会報告）   

３．ＩＨＮの事例 

  植村佳代「ピッツバーグの事例」（第３回委員会報告） 

 

参考文献 

東京大学高齢社会総合研究機構『地域包括ケアのすすめ』（東京大学出版会、2014） 

三鷹市発行・地域包括ケアシステム各種資料    ほか 
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本報告書についてのお問い合わせは下記へお願いします。 

 

事業構想大学院大学 

〒107-8411 東京都港区南青山 3-13-16 

担当：事務局長 白石 史郎 

TEL: 03-3478-8411（代表） 

Email： info@mpd.ac.jp 
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