
平成26年度予算案の概要

（厚生労働省医政局）

平成26年度予算案 1, 8 5 1億3干1百万円

うち、困窮崩共闘tjの改革のための析とな財政謝菱（基金）
602億4干4百万円

平成25年度当初予算額

差引増減額

対前年度比

1, 44 3億2干8百万円

408億3百万円

（注1）上記計数は、厚生労働科学研究費補助金等は含まないロ

（；主2）計数は、特段の記載がない限り全て国費を記載。

128. 3%  

平成26年度厚生労働省医政局予算案の主要施策

医劇思射神！の改革のための新たな財政支援（基金）の倉殿

公費903. 7億円（国： 602. 4億円、地方： 301. 2億円）

〔同時閉分錆543. 7餌ー2. 4億一： 181. 2億円）〕

上乗せ措奇士 公費360. 0億円（国： 240. 0億円、地方： 120. 0億円）

医療従事者の確保・養成や在宅医療の推進、病床の機能分化・連携を図るため、関係法律の改正

法案を 平成26年通常国会に提出し、社会保障制度改革プログラム法に盛り込まれた新たな財政

支援制度（各都道府県に基金を設置）を創設する。

なお、国が策定する基本方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平に配分することを

求めるなどの対応を行う予定。

救急医療や専門医による診療へのアクセスの強化

〔ド ク タ ー 航 体 制 の 拡 充
－救急医療体制強化事業

－専門医認定支援事業

医務部の研究開発の促進等

( 1 ）医療分野の研究開発の司令塔機能の倉l肢に向けた取組の推進［ 早期探索的臨床試験拠点整備事業等

－臨床研究中核病院整備事業

(2）国立高度専門医療研究センターの体制の充実等

医療関連産業のj副主；化

( 1）再生医療の安全性の確保等に向けた取組
〔再生医療等提供状況管理委託事業

－細胞培養加工施設許可調査事業

48. 8億円

8. 0億円
3. 4億円

323. 6億円

41. 1億円

1 3. 2億円 ｜ 

25. 2億円等 J

282. 6億円

5. Oi意円

1. 5億円

0. 8億円 l 
0. 6億円等 j

(2）世界に通じる国産医療機器創出のための拠点、及び支援体制の整備 0. 6億円

(3）医療の園開閉の推進

（ 外国人患者受入に資する医療機関認証制度推進等事業

－医療国際展開推進等事業

2. 9i意円
1. 6億円 l 
0. 7億円等 j



「好循環実現のための絡斉対策」要求施策（平成25年度補正予算案）

競争力強化策 3 2. 3億円

0革新的な医薬品等の研究開発等の推進
－臨床研究中核病院等の整備 1 4. 1億円

・国立高度専門医療研究センターにおける治験・臨床研究体制の整備等 10. 4億円

・再生医療実用化研究実施拠点の整備 3. 7億円

圃良質な医療の提供に資する情報基盤の整備 2. 2億円

・IC Tを活用した地域医療ネットワークの基盤整備 1. 5億円

・外国人患者受入れ医療環境の整備推進 0. 5億円

復興、防災・安全対策の加速

0医療施設の防災対策の推進
－医療施設の防火対策

・医療施設の耐震化

1 1 5. 2t意円

101. 3億円

1 3. 9億円

旨J
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主要施策

I .医療提供体制の改革のための新たな財政支援制度の創設

｜ 醐 輔繍保献、在宅闘介駒雌、駒機能分化鵬 仇｜

消費税増収分を活用した新たな財政支援制度を創設する。

医腐障者の確保・養成や在宅医療の推進、病床の機能分化・連携を図るため、
開系法律の改正法案を平成26年通常国会に提出し、社会保障制度改革フoログラム法
に盛り込まれた新たな財政支援制度（各都湖守県に基金を設置）を倉般する。
なお、国が策定する基本方金怜交付要綱の中で＼都道府県に対して官民に公平に

配分することを求めるなどの対応を行う予怠
新たな財政支援の対象事業実）は次の通りであり、関係法律の改正法案が成立

した後、決定する。【幸欣見】

公費90,366百万円（国：60,244百万円、地方：30,122百万円）

h内訳消蘭贈収活用分公費54,366百万円（国：36,244百万円、地方：18,122百万円））

L 上乗せ描野士 公費＇36,000百万円（国：24,000百万円、地方：12,000百万円） J 

医療従事者等の確保・養成

医師確保対策として、都道府県における医師確保のための相談・支援機
能（地域枠に係る修学資金の貸与事業を含む）の強化や、地域医療に必
要な人材の確保等の事業、産科等の不足している診療科の医師確保事業、
女性医師の復職支援等への財政支援を行う。

看護職員等確保対策として、新人看護職員等への研修や、看護師等の離
職防止・定着疋進等に係る事業、看護師等養成所の運営等への財政支援
を行う。

医療号逆事者の勤務環境改善対策として、都道府県における医療従事者の勤
務環境改善の支援体制の整備や、院内保都庁の運営等への財政支援を行う。

※医療機関の勤務環境改善に係るワンストップの相談支援体制の構築のため、この他、

労働側際問！陰計に222百万円を計上

在宅医療（歯科を含む）の推進

在宅医療の実施に係る拠点・支援体制の整備や、在宅医療や訪問看護を
担う人材の確保・養成に資する事業等への財政支援を行う。



医療提供体制の制度改革に向けた基盤劃蒲

ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備や、病床の機能分化・連

携を推進するための基盤整備、医療従事者の確保に資する医療機関等の

施設及び設備等の整備への財政支援を行う。

※病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備については、平成26年度は町復期丙床

等への転換など現状でも必要なもののみ対象とすることとし、平成27年度から都道府県

において地域医療ビジョンが策定された後、さらなる拡充を撫すする。

II .救急医療、周塵期医療などの体制整備

同周醐などの臨提供榊jを離し、動むして暮らすこ向きる桧を実

現する。 I 

救急医療体制の充実

859百万円及び医療提供体制推進事業費補助金15,100百万円の内数

① ドクターヘリ潤完備リ｜の拡充
4,884百万円※医劇周期柿lj推進事業費補助金15,100百万円の内数となる
迅速な医療の提供が必要な全ての国民に、いち早い医療の提供を可能とする
ことを目指し、 ドクターヘリのj動t~こ対する支援を行う。

② 救急医療体制の強化 802百万円

救急医療体制の強化を図るため、出或の消防機関等に設置しているメデイカ

ルコントロール協議会に専任の医師を配置するとともに、長時間搬送先が決
まらない救急患者を一日朝句であっても受け入れる医療機関の確保を支援する。

【鰍悶

③救命救急センター等への支援
57百万円及び医療提供体制推進事業費補助金15,100百万円の内数

救急医療体制の充実・強化を図るため、重篤な救急患者を 24時間体制で
受け入れる救命救急センター等へ必要な支援を行う。

超急性期にある小児の救命救急医療を担う「小児救命救急センター」の
運営への支援や、その後の急性期にある小児への集中的・専門的医療を

行う小児集中治療室の整備などに対する必要な支援を行う。 ../ 

周産期医療体制の整備

75百万円及び医療提供体制推進事業費補助金15,100百万円の内数

地域て安心して産み育てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期

母子医療センターやそれを支える地1劇司産期母子医療センターの新生児集

中治療管理室。u印）、母体・胎児集中治療管理室（MFIα）等へ必要な支援

を行う。
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へき地保健医療対策の推進 2, 006百万円

へき地・離島での医療提供体制の確保を図るため、総合的な企画・調整
を行うへき地医療支援機構の運営や、へき地診療所への代診医の派遣、
無医地区等で巡回診療を行うへき地医療拠点病院の運営等について必要
な支援を行う。【一部幸服用

災害医療体制の膿 仰百万円｜

災害医療体制の充実・強化を図るため、災害時に都道府県や災害拠点病
院等との連絡調整等を担う災害派遣医療チーム（DMAT）事務局の運営や、
DMATに関する研修、広域災害・救急医療情報システム（EMIS）の運用等
を行う。

医療チームのU隠宣に関する調整体制を強化するため、災害時に各都道府
県の災害対策本部の下に設置される系邸哉において医療チームの派遣調整
業務等を行う人員（災害医療コーデ、ィネーター）を対象とした研修を実施
する。【新1思

（参考）【平成25年度補正予算案】

0医療施設の防災対策の推進 11, 522百万円
医療施設における防災対策を推進するため、有床診療所等におけるスプリンクラー
の設置等及び災害拠尿病院等の而撰化に要する費用に対して補助を行う。

Ill.地域医療確保対策の推進

できる限り住繍れた地域で、その人にとって適切な醸←ピスが受けられる社会

の実現に向け、医療提供体制の整備のための取組を推進する。

専門医に関する幸肘こな仕組みの導入に向けた支援 343百万円

医師の質の一層の向上を図ることなどを目的とする専門医に関する新たな
倣且みが円滑に構築されるよう、地域における専門医の養成フ。ログラムの
作成支援等を行う。【新規】

ナースセンター機能の強化など看護職員の確保対策の推進 685百万円

看護職員確保対策を強化するため、看護師等の免許保持者届出制度の倉般
の検討とあわせて、ナースセンターによる効果的な復職支援の実施を目指
し、アクセスしやすく、かつ、より幅広く登録できる新たなシステムを構
築する。【一部新規】
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平成28年以降の看護職員の需給見通しを策定するとともに、総合的な看
護職員対策などを検討する。【新規】

チーム医療の推進（特定行為に係る看護師側修制度における指定研修機関の

設置準備への支援など） 38百万円

多職種協働によるチーム医療の取組を推進する一環として、医師又は歯
科医師の指示の下、プロトコール（手順書）に基づき、特定行為（診療
の補助のうち、実践的な理解力、思考力及び判断力を要し、かっ高度な
専門的知識及び技能をもって行う必要のある行為）を行おうとする看護
師の研修を実施する指定研修機関の設置の準備の支援を行う。【新規】

医師又は歯科医師の指示の下、プロトコール（手順書）に基づき、特定
行為を行おうとする看護師の研修制度の具体的な検討に向けて、看護業
務の実施状況の検証を行う。

在宅医欄共体制の醐 166百万円｜

小児等の在宅患者に対する在宅での療養への不安の解消を図るなどの支援
体制の強化等を図ることにより、地域の在宅医療提供体制を拡充するため
のモデ〉レ事業を行う。

歯科保健医療対策の推進
192百万円及び医療提供体制推進事業費補助金15,100百万円の内数

地域の実情に応じた総合的な歯科口腔保健医療施策を進めるための体制
の確保、障害者・障害児、要介護高齢者等に対する歯科保健医療サービ
ス等の実施やこれを担う人材の育成、医科・歯科連携の実証された安全
性や効果等の普及を図る。

8020運動について、成人の歯科疾患予防や検診の充実を行うなど、
生涯を通じた歯の健康の保持を引き続き推進する。

糖尿病患者や要介護高齢者等に対する歯科検診を実施し、重症化予防や
＼疾患予防の効果や、効果的となるスクリーニング、や歯科保健指導の実施
方法を検証する。【新規】

医療分野の情報化の推進

523百万円及び医療施設等設備整備費補助金659百万円の内数

インターネットを介して診療情報のやり取りを行う場合のなりすましゃ
改ざんといったリスクを回避するため、保健医療福祉分野における公開
鍵基盤（HPKI)を普及・啓発するために必要な経費について支援を行う。
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「世界最先端IT国家創造宣言」において掲げられた「医療情報連携ネッ
トワークの全国への普及・展開」「患者・個人が自らの医療・健康情報
を一元的、系~続的に管理し利活用する倣且みを推進するJ 取組にかかる
実証事業や、根拠に基づく医療（EBM）の普及推進事業などの実施により、
情報サービスの確立を目指す。
また、遠隔医療の普及・推進のため医療従事者の研修等について支援を
行う。【一部新規】

新たな医療事故宮誼制度に基づく第三者機関の設立準備 34百万円

新たな医療事故調査制度の施行に向け、医療機関からの調査結果の報告を
受け遺族や医療機関からの求めに応じ医療事故の調査等を行う第三者機
関において、具体的な制度運用に係る検討及び医療機関における院内調査
報告を受け付ける体制整備等に必要な支援を行う。【新規】

患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療の実現に向けた取組

54百万円

患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療を実現するために、終
末期医療の決定プロセスに関するガイドラインを周知するとともに、医療
機関における人生の最終段階における医療に関する相談員の配置や、困難
事例の相談などを行うための複数の専門職種からなる委員会の設置等に
必要な支援を行う。【新規】

（参考）【平成25年度補正予算案】

0良質な医療の提供に資する情報基盤の整備 215百万円
医療の質を向上させるため、日々の診尉子為、治療効果及びアウトカムデータ
〈診尉子為の効舟を、一元的に蓄積・分析・活用するための儒R基盤を整備す

る関係学会等の聯Eを支援する。

L・－・－・－・－・一－－－－－－－－－一－－－－－－－－－一－－－－－－－－－一－－－一－－－－－一－－－－－－－－－一－－－－－－－－－一－－－－－－

-5 -



IV.医療関連イノベーションのー体的推進

醸 究臓を雌拡とはより輔的な醸晶闘欄初 期悦

医療分野の研究開発の司令塔機能の創設に伴う研究開発の促進等

32, 365百万円

① 医療分野の研究開発の司令塔機能の創設に伴う聯畠の推進 1, 388百万円

疾病を克服し、健康を増進することを目指して、医療分野の研究開発の
司令塔機能の下で、革新的な医療技術を実用化するための研究を推進する

とともに、他の医療機関に対する研究支援に関する体制整備など、医薬品
等の実用化に繋がるシーズ数の増加や実用化までのスピードアップを図
るための研究体制の強化を行う。また、早期・探索的臨床試験拠点（5箇
所）、日本主導型グローバル臨床研究拠点（2箇所）について、臨床研究
中核病院等と連携しつつ、それぞれの分野で中心的な役割を果たすことが
できるよう、その運営を支援する。【一部耕見】

臨床研究の実施に当たり研究計画の審査等を行う倫理審査委員会につい
て、審査の質の向上を推進するため、外部機関による倫理審査委員会の認
定制度を構築する。【新規】

②臨床研究中核病院の整備 2, 520百万円

日本の豊富な基礎研究の成果から革新的な医薬品・医療機器を創出するた
め、臨床研究中核病院（10箇戸舟について、がん・再生医療等の分野の臨
床研究や難病・希少場指・小児疾患等の医師主導彰台験の実施とネットワーク
の構築に重点を置いて体制を強化する。

.... －－－－－－ーー．，ー－－－－－－－－－－－－－ーー・園司・ーー－－－－－－－ーー・・四・・ー－－－－ーー・．，・・ー－－－－－－－－－－－－－－－－－ー・圃ー－－－－－－－－ー・・四・・ー－－－－－ー・園田・ーー・幽ー－－－－－－－ーー・田ー－－－

（参考）【平成25年度補正予算案】

0臨床研究中核病院等の整備 1, 408百万円
国際水準の質の高い臨床研究等を描隼するため、臨床研究中核病院及び早期・

探索的昨床試験拠刺こっして必要な設備劉請を行う。

③臨床研究登録｜静夜の検索ポータルサイトの構築 47百万円
臨床研究・治』験の情報提供について、国民・患者が利用しやすい新しい
ポータルサイトを構築する。【勝見】

④国立高度専門医療研究センターの体制の充実等 28, 256百万円

国際水準の質の高い臨床研究・治験が確実に実施される倣Eみを速やかに
構築するため、主に特定の疾患群の治療を対象とした病院と治療j対貯の実用
化に軸足をおいた研究所を併設し、かっ自ら症例燦積が可能な機能をもっ国
立高度専門医療研窺センターの治験・臨床研究体制等を整備する。【一部新
規】
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循環器疾患の発症予防の調査研究等のデータを国立循環器病研究センタ

ーに集積し、予防・診断・治療法のモデ〉レ開発を描隼する。【幸欣見】

（参考）【平成25年度補正予算案】

0国立高度専門医療研究センターにおける治験・臨床研究体制の整備等

1, 041百万円

国際水準の質の高い治験・臨床研究が確実に実施される倣且みを構築するた

め、国立高度専門医療研究センターについて、治験・臨床研究体制を整備する。

また、国立循環椴育研究センタ－－~こついて、予防・診断・治療法のモデル開発推
進のための体制を整備する。

固醸関腫業の枇 500百万円｜

①再生医療の安全性の確保等に向けた聯畠 151百万円

平成 25年 11月に成立した再生医療等安全性確保法に基づき、再生医療
等の安全性を十分に確保しつつ実用化を促進するため、再生医療等提供計

画の審査や細胞培養加工施設の調査に必要な体制等を整備する。【新規】

※この他h 金也方厚生局における再生医療等提陶画の届出受理業務等として大臣官湧地方課

に4百万円計上

－－－－－－－－－－－－－－－－ーー・園田・－ー－－－－－－－－－－ーー・ーー－－－－－－－ーー・・四・圃ー－－－－ーー・園田・・ー・・四・ー－－ーー・・由・『

（参考）【平成25年度補正予算案】

0再生医療実用化研究実施拠点の整備 365百万円 i
再生医療等の実用化を俗隼するため、再生医療等の提伊磯関聞の連携を図り、 ！ 

研究成果を儲ける再生医療実用化研究実施拠点を整備する。 ! 

②世界に通じる国産医療機器創出のための拠点及び支援体制の整備 64百万円

医療機器の研究開発を行う医療機関で、医療機器を開発する企業の人材
を受け入れ、市場性を見据えた製品設計の方法に関する研修等を実施する
ことにより、開発人材の育成や国内外の医療ニーズを満たす開発を推進す
る。【新規】

③医療の国際展開の推進 285百万円

各国の医療ニーズ・制度等の把握や諸外国との協議を通じて、日本発の

医療機器・医薬品の輸出や人材育成、日本で承認された製品の諸外国での
許認可迅速化及び諸制度の整備支援を促進する。【一部都見】

外国人が安心・安全に日本の医療サービスを受けられるよう、医療通訳等
が配置されたモデル拠点の整備に向け、通訳育成カリキュラム作成や外国

人患者向け説明資料の標準化などを図る。【一部新規】
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（参考）【平成25年度補正予算案】

0外国人患者受入れ医療環境の整備推進 53百万円

外国人が安心・安全に日本の医療サービスを受けられるよう、医療通訳等が配

置されたモデ〉レ拠収の樹首に向け、通訳育成カリキュラム作成や外国人患者向け！

説明資料の標準化などの準備を開始する。

後発醸品の使用促進 148百万円｜

患者や医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、
品質・安定僻合の確保、情報提供の充実や普及啓発等による環境劉需に
関する事業等を引き続き実施する。

平成 25年4月に策定した「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロ
ードマップ」のモニタリングを実施し、その結果に基づき専門家による
検討会を開催して、後発医薬品の使用促進のために追加的に必要となる
施策の検討を行う。【新規】

後発医薬品のさらなる使用促進のため、後発医薬品の推進の意義や品質
についての啓発資料を作成し、効果的な情報提供を行う。【新規】
※この他、「後発医薬師リ用差額脚」の送付等の聯E等として保険局等に 416百万円
計上

〆

固先進医療の雌 77百万円｜

最先端の医療（抗がん剤等）について、外部機関等による専門評価体制を
創設し、評価の迅速化を図る「最先端医療迅速評価制度（仮称）」（先進医
療ハイウェイ構想）を推進することにより、先進医療の対象範囲を拡大す
る。

革新自体医薬品・医療欄粉創出及び再生医療の実用似こ関する研究費の重点化
11,942百万円※厚生労｛動科学研究費補助金にて計上

革新的な医薬品・医療機器の創出及び再生医療の実用化を目指し、基盤
研究から治験・臨床研究において医薬品・医療機器の実用化等に結びつ
く研究を重点的に支援する。

難病・希少疾病・小児疾患などの医師主導治験の実施とネットワーク構
築に重点を置いた臨床研究中核病院での国際水準の臨床研究等を支援す
る。

nδ 



v.審種施策

国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構における政策医療等の実施

49,044百万円

全国的な政策医療ネットワークを活用し、がん、循環器病等に関する

高度先駆的医療、臨床研究、教育研修、情報矧言等を推進する。【一部

再掲】

国b ンセン病療養所の充実 32 722百万円｜

入所者に対する療養体制の充実を図るとともに、居住者棟の更新築劉首
を行う。

経済連携協定などに基づく外国人君誕耐i戴轄の円滑かつ適正な受入等

164百万円及び医療提供体制推進事業費補助金15,100百万円の肉数

経済連携協定などに基づく外国人看護師候補者について、インドネシア
及びフィリピンに加え、平成26年度よりベトナムからの受け入れを開
始することに伴い、その円滑かっ適正な受け入れのため、看護導入研修
を行うとともに、受入施設に対する巡回指導や学習環境の整備、候補者
への日本語や専門知識の学習支援などを行う。

固死因究開の競に向陀支援 155百万円｜

異状死の死因究明の取組を進めるため、小児死亡事例に対する死亡時画
像診断などの実施及び死体検案医の充実を図るための講習会の実施に必
要な支援を行う。

「齢醸Jの問問けた取組 1 1悶｜
近代西洋医学と伝統医学・相補代替医療とを組み合わせたとされる「統

合医療jの有効性や安全性に関する学術論文等の情報を収集し、それら
の信頼性（エピデ、ンスレベノレ）の評価を行うために必要な支援を行う。
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