
り」を推進していくための広報キャンペーンに
ついては、「認知症サポーター100万人キャラバ
ン」等を始めとする取組が各地域において推進
されるよう、必要な支援を行っている。

エ　介護に関する普及啓発
介護についての理解と認識を深め、介護サー

ビス利用者及びその家族、介護従事者等を支援
するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社
会における支え合いや交流を促進する観点か
ら、平成20年7月に、介護に関する啓発を重点
的に実施する日として、「11月11日」を「介護の日」
と設定した（図2－3－9）。
平成21年度に引き続き、都道府県・市区町村、
介護事業者、関係機関・団体等の協力を得つつ、
「介護の日」に合わせ、国民への啓発のための取
組を重点的に実施した。

（4） 地域の支え合いによる生活支援の推進
地域福祉等推進特別支援事業において、高齢
者等の地域社会における今日的課題の解決を目

年度より配置することが義務づけられた）を対
象とした研修を実施している。
また、特別養護老人ホーム等の現場の意識改
革や、ケアの向上などを目指して「身体拘束の廃
止」の取組を推進している。
さらに、利用者のサービス選択に資するため、
平成18年4月から施行した「介護サービス情報
の公表」制度については、より広く利用されるこ
とが重要であることから、インターネットを使っ
た公表システムの利便性の向上を図るとともに、
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所で
の利活用を促進し、さらに、インターネットに馴
染みのない利用者への情報提供等の取組を行っ
た。具体的な利便性の向上に関する取組として、
公表システムがより身近で使いやすいサイトに
なるよう、一部の介護サービスについて、試行的
に新しく簡易版ホームページによる公表を行っ
たところである。

ウ　認知症高齢者支援対策の推進
平成22年度においては、20年7月に取りまと

められた「認知症の医療と生活の質を高める緊
急プロジェクト」の提言に基づき、①認知症に関
する実態の把握、②診断技術の向上と治療方法
の開発など認知症に関する研究開発の促進、③
主治医等を中心とした地域医療体制の充実など
による早期診断の推進と適切な医療の提供、④
認知症介護の専門職員に対する研修や本人・家
族等の支援ネットワークの構築などによる適切
なケアの普及及び本人・家族支援、⑤若年性認
知症施策を積極的に推進するために必要な取組
を引き続き実施するとともに、その充実を図って
いる。
なお、平成17年度から開始した、認知症の正

しい知識の普及を図り、認知症の人が尊厳をもっ
て地域で暮らし続けることを支える「地域づく

図2－3－9 介護の日ポスター 第
２
章
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14％の増加が見込まれたが、財政安定化基金の
取崩しや広域連合の剰余金の活用等により、全
国平均で2.1％に抑制した、②平成22年4月の診
療報酬改定において、75歳以上という年齢に着
目した診療報酬は廃止した等の取組を実施して
きた。
さらに、高齢者の方々に混乱や不安を生じさ
せないよう、現行の負担軽減措置については制
度を廃止するまでの間継続することとし、①70
歳から74歳までの方の窓口負担を1割に軽減す
る措置や、②所得の低い方及び被用者保険の被
扶養者であった方の保険料を軽減する措置を継
続するための費用として、平成22年度第二次補
正予算に約2,800億円を計上した。

ウ　特定健診・特定保健指導
高齢化の進展等により今後も医療費の増加が
見込まれる中で、国民皆保険を堅持していくた
めには、必要な医療は確保しつつ、効率化できる
部分は効率化を図ることが重要であり、平成20
年度から医療保険者において、特定健診・特定
保健指導を行うこととしている。
平成22年度は、医療費適正化計画の中間評価

において、特定健診等の実施状況等についての
評価を行った。
なお、平成20年度の特定健康診査実施率は
38.9％、特定保健指導実施率は7.7％となって
いる。

エ　医療制度提供の改革
医療・介護機関と民間サービス事業者等が連
携した新たなサービス産業創出のため、医行為
グレーゾーンの明確化、関連する規制・制度の
見直し、品質評価の基準策定、関連サービス事
業者間の連携標準約款の策定等により、医療・
介護機関等と関連サービス事業者との連携等に

指す先駆的・試行的取組を行う自治体等への支
援を行った。
また、平成21年度に引き続き、高齢者も含む
一人暮らし世帯等が地域において安心して暮ら
すことができるよう、見守り活動等への支援を
行う安心生活創造事業を実施した。
また、22年度補正予算による地域支え合い体
制づくり事業において、特定非営利活動法人、福
祉サービス事業者等の協働による、見守り活動
チームや生活・介護支援サポーター等の人材育
成、家族介護者支援、地域資源を活用した徘徊
SOS等のネットワークの整備等に対する助成を
行った。

（5）高齢者医療制度の改革
ア　新たな高齢者医療制度の検討
後期高齢者医療制度に代わる新たな制度の具
体的な在り方を検討するため、平成21年11月に、
厚生労働大臣主宰の「高齢者医療制度改革会議」
が開催された。改革会議においては、1年余りか
けて14回に渡り議論が進められ、平成22年12
月に最終的な取りまとめが行われた。
新たな制度では、①加入する制度を年齢で区

分せず、75歳以上の高齢者の方も現役世代と同
じ国保か被用者保険に加入することとした上で、
②約8割の高齢者が加入することとなる国保の
財政運営について、段階的に都道府県単位化を
図り、国民皆保険の基盤である国保の安定的な
運営を確保することとしている。

イ　現行制度の問題点の解消等
制度本体の見直しに先行して、現行制度の
様々な問題点を解消するための取組を実施
した。
具体的には、①平成22年度の保険料の改定に

おいて、平成21年度と比較し、全国平均で約

102



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF004e0049004b004b004500490020005000520049004e00540049004e004700200049004e0043002e00200020000d0066006f0072002000410064006f006200650020004300720065006100740069007600650020005300750069007400650020007300650072006900650073ff08004300539664304fff0900200020000d00570065006275280050004400464f5c62106642306b4f7f75283059308b30d730ea30bb30c330c8306730593002ff080076006500720032002e0031ff0900200020000d30104f4e5bb991cfff0f4f4e54c18cea30113000203b5370523775280050004400464f5c6210306b4f7f75283057306a3044308830466ce8610f3059308b305330683002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


