第 3 期熊本県における医療費の見通しに関する計画（素案）の概要

資料２

第１章 計画策定の考え方
背景 国民皆保険を堅持し続けていくためには、住民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、将来的
な医療費が過度に増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制
を確保していく必要がある。
今般、平成 25 年度から平成 29 年度までを計画期間とする第 2 期計画の終了に伴い、これまでの取
組みや課題などを踏まえた、新たな計画を策定する。

計画の基本理念
計画策定の根拠
計画の期間

第２章 医療費等を取り巻く現状と課題

第３章 県が取り組むべき施策等と達成すべき目標

人口推移と高齢化率・人口減少は全国より 10 年先行。高齢化率は全国より 2～3%程度高く、今後も上昇する見込み
・平均余命と健康寿命を比較すると、健康寿命の方が 10 年程度低い（H22）
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・県民の生活の質の向上を図るものであること
・超高齢社会の到来に対応するものであること
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 9 条第 1 項
平成 30 年度から平成 35 年度までの 6 年間

医療費の動向 ・一人当たり医療費（H27：389.3 千円）は、全国平均より高い
・生活習慣病に係る入院外医療費は、疾患全体の約 3 割

住民の健康の保持の推進
現状

・特定健康診査実施率（H27：46.7%）は、全国平均より低い
・特定保健指導実施率（H27：27.6%）は、全国平均より高いが、国の目標値
特定健康診査等 45%に達していない
の状況
・特定保健指導対象者の減少率（H20 年度比）（H27：21.7 %）は全国平均
を上回っているが、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合
（H27：15.7%、12.3%）は全国平均より高い
・成人男性の喫煙率（H29：27.9%）は、平成 23 年度より高くなっている
・未成年者（H23:小学 5・6 年生 4.2%、中学生 6.3%、高校生 11.6%）と、妊婦
喫煙の状況
（H28：2.9%）の喫煙率も 0%ではない
・受動喫煙防止対策は、市町村（H28：97.4%）、医療機関（H26:93.9%）で
100%に達していない
・全国の定期接種（A 類疾病）※の実施率のうち、麻しん風しん混合（MR）ワ
クチン接種率（H26：94.9%）が最も低い
予防接種の状況
・本県の麻しん風しん混合（MR）ワクチン第 2 期接種率（H28：91.7%）は、全
国平均より低く、また、国の目標値 95%に達していない
透析患者数の状
・慢性透析患者数（人口 100 万対）（H27：3,545 人）は、全国 2 位と高い
況

課題

取り組むべき施策

達成すべき目標（平成 35 年度）

・特定健康診査・特定保健指
導の実施率向上
・特定保健指導対象者の減
少

・特定健康診査実施率向上に向けた取組みの推
進
・特定健康診査・特定保健指導の体制の充実
・保健医療連携体制整備

・特定健康診査実施率 70%以上
・特定保健指導実施率 45%以上
・特定保健指導対象者の減少率 25%以上減少（H20 年
度比）

・たばこ対策の推進

・たばこの健康への影響に関する知識の普及
・未成年者の喫煙防止対策
・禁煙希望者に対する禁煙支援
・受動喫煙防止対策

・成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい人がやめる）
・未成年者の喫煙率 0%
・妊婦の喫煙率 0%
・受動喫煙防止対策の実施率 100%

・予防接種の推進

・予防接種環境の充実及び向上

・麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチンの第 2 期接種率
95%以上

・生活習慣病の発症予防・重
症化予防の推進

・糖尿病の発症予防・早期発見の取組みの推進
・保健医療関係機関との連携体制構築

・糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数
220 人以下
検討中

・地域や職場での疾病発症予防や健康づくり活動
の推進

・くまもとスマートライフプロジェクト応援団の数
500 団体（H31）
検討中

特定健康診査等 ・40～50 代の空腹時血糖、HbA1c の有所見率が、全国と比較して高い ・その他予防・健康づくりの
の状況（再掲）
（H26：40～45 歳血糖値、男性 124.3、女性 124.4（全国平均を 100））
推進

※A 類疾病：予防接種法に基づく定期接種のうち、本人の接種努力義務があり、市町村が接種勧奨を行うもの。

２

医療の効率的な提供の推進
現状

課題

取り組むべき施策

達成すべき目標（平成 35 年度）

後発医薬品の使 ・使用割合（H28：71.4%）は、全国平均に比較して高いものの、国の目標値
・後発医薬品の使用促進
用状況
80%に達していない

・後発医薬品の普及啓発

・後発医薬品の使用割合(数量ベース）80%以上

医薬品の処方状 ・医薬品の重複投与を受けている患者の薬剤費の割合（H25：0.79%）は、
・医薬品の適正使用の推進
況
全国 4 位と高く、特に 75 歳以上の患者に多くみられる

・かかりつけ薬局・薬剤師の普及啓発と適正な服薬
管理の推進

・平成 37 年には、高度急性期、急性期、回復期の需要は増加し、慢性期 ・病床機能の分化及び連携
医療の提供に関
の需要は減少すると推計される
・地域包括ケアシステムの構
する状況
・入院からの移行分により在宅医療等の需要は増加すると推計される
築

・医療と介護に係る患者の情報の共有
・病床の機能の分化及び連携の推進
・医療機能の分化及び連携
・在宅医療及び介護サービスの連携と充実

・かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師を決めている県民
の割合 60%以上
・くまもとメディカルネットワークに参加している県民数
5 万人以上（H33）
検
・訪問診療の利用患者数 9,741 人（H35）
討
・訪問診療に取組む医療機関数 534 施設（H35）
中

３

その他医療費適正化の推進のために県が必要と認める事項
・医療費の把握・分析に関する取組み、適正な受診の促進に向けた取組み 等
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（裏面に続く）

第４章 計画期間における医療に要する費用の見通し

第５章 目標を達成するための県、保険者等、医療の担い手等及び県民の取組み
（単位：百万円）

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

A

適正化前の将来の医療費の見通し
（入院、入院外、歯科） ※

728,472

741,506

754,779

767,598

780,633

793,889

▲ 7,557

▲ 7,753

▲ 7,953

▲ 8,145

▲ 8,342

▲ 8,544

▲ 156

▲ 160

▲ 164

▲ 168

▲ 172

▲ 176

後発医薬品普及効果

▲ 5,071

▲ 5,202

▲ 5,336

▲ 5,465

▲ 5,597

▲ 5,733

生活習慣病（糖尿病）に
関する重症化予防の取組み効果

▲ 1,610

▲ 1,651

▲ 1,694

▲ 1,735

▲ 1,777

▲ 1,820

▲9

▲9

▲9

▲ 10

▲ 10

▲ 10

▲ 712

▲ 731

▲ 750

▲ 768

▲ 786

▲ 805

720,915

733,753

746,825

759,453

772,291

785,345

適正化効果
特定健康診査等実施率達成効果

重複投与の適正化効果
複数種類医薬品投与の適正化効果

B

適正化後の医療費の見通し

※在宅医療等への移行による入院外医療費の増は見込んでいない。

合計
▲48,294

（単位：億円）

熊本県における将来の医療費の見通し
の推計

県

・第３章に掲げた目標の達成に向けた各種施策の取組み推進
・目標達成に関連する主な計画等との調和 等

保険者等

・データヘルス計画に基づいた、効果的かつ効率的な保健事業の実施
・医療関係者と連携した重症化予防に係る取組みの推進
・後発医薬品の使用促進や、残薬や重複投薬の是正に向けた取組みの
実施 等

医療の担い手等

・保険者等と連携した重症化予防等の取組みの実施（情報共有等）
・地域における病床機能の分化及び連携に応じた自主的な取組みの推進
・処方医とかかりつけ薬局等の連携の下、一元的・継続的な薬学的管理を通じ
た重複服薬等の是正等の取組みの実施 等

県民

・不適切な生活習慣が各種生活習慣病を引き起こすことを意識した健康の保持
増進
・特定健康診査の受診、疾病予防及び早期受診など、積極的な健康づくり
・かかりつけ医やかかりつけ薬局を持つなどの、適切な医療の受診 等

第６章 計画の推進
計画の評価
（１）年度ごとに進捗状況公表
（２）最終年度（H35）に進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表
（３）第 3 期計画終了の翌年度（H36）に実績評価を行い、その結果を公表
評価結果の活用
進捗状況により、計画達成が困難と見込まれる場合は、施策等の見直しを実施
最終年度（H35）における調査及び分析結果を、次期計画の作成に活用
（単位：億円）

計画の進行管理
本委員会において進捗状況の報告及び意見の聴取を行い、県が計画の進行管理を実施

毎年度の適正化効果額の積算図

計画の推進体制
庁内関係各課との連携及び関係機関、団体等との連携を行い、取組みを推進

今後の策定スケジュール（予定）
平成29年12月
パブリックコメントの実施
市町村及び熊本県保険者協議会への意見聴取
平成30年 2月
平成29年度第2回熊本県における医療費の見通しに関する計画検討委員会の開催
平成30年 3月
計画策定、公表
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