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社会保障・税一体改革について 

厚生労働省HPより 「社会保障・税一体改革について」 

１．医療と介護のとの同時改定 
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厚生労働省HPより 「社会保障・税一体改革について」 

１．医療と介護のとの同時改定 
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社会保障・税一体改革 関係５大臣会合（H23.12.30）厚生労働大臣提出資料より抜粋  

１．医療と介護のとの同時改定 
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社会保障・税一体改革 関係５大臣会合（H23.12.30）厚生労働大臣提出資料より抜粋  

１．医療と介護のとの同時改定 
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HP 「シームレスな地域連携医療の実現について」引用 

１．医療と介護のとの同時改定 

 

7 



H24.3.5 厚労省資料より 

１．医療と介護のとの同時改定 

 

8 



9 



2. 診療報酬改定率と財源 

H24.3.5 厚労省資料より 10 



H24.3.5 厚労省資料より 

2. 診療報酬改定率と財源 
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がん治療、認知症治
療などの医療技術の
進歩の促進と導入 

2,000億円 

医療と介護等との
機能分化や円滑な
連携、在宅医療の

充実 

1,500億円 

負担の大きな医療
従事者の 

負担軽減 

1,200億円 

今回の改定は、医療と介
護との同時改定であり、
超高齢社会に向けて、
急性期から在宅、介護ま
で切れ目のない包括的
はサービスを提供する 

今後とも急性
期医療等を適
切に提供し続
けるため、病院
勤務医をはじ
めとした医療従
事者の負担軽
減を講じる 

日々進化する医療技術を遅
滞なく国民皆が受けることが
できるよう、医療技術の進歩
の促進と導入に取り組む 

2. 診療報酬改定率と財源 
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チーム医療の
推進や在宅歯
科医療の充実

等 
医療連携により、誤嚥性
肺炎等の術後合併症の軽
減を図り、また、超高齢社
会に対応するために在宅
歯科医療の推進を図る 

 

生活の質に配
慮した歯科医
療の適切な評

価 
う蝕や歯周病等の歯科疾
患の改善のため、歯の保
存に資する技術等の充

実を図る 

 

500億円 

2. 診療報酬改定率と財源 
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300億円 

後発医薬品の
使用促進 

薬局からの後発医薬
品の情報提供等を推

進する 

在宅薬剤管理指
導業務の推進や
薬局における薬学
的管理及び指導

の充実 

在宅薬剤関連業務を推
進するとともに、残薬管
理、お薬手帳を含めた薬
剤服用歴管理指導の充

実を図る 

2. 診療報酬改定率と財源 
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３．改定のポイントと背景 

 

1） 地域医療連携 
 
２） 貴院の医療体制と患者の情報共有 
  （外来・救急・病院・病床機能別入院医療） 
 

３） チーム医療と院内連携 
 
４） 治療分野に関する評価と情報共有 
 
 
 
 

現況の把握と
運用 
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H24.3.5 厚労省資料より 

３．改定のポイントと背景 

 
1）医療と介護の地域連携 
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H24.3.5 厚労省資料より 

３．改定のポイントと背景 

 
1）医療と介護の地域連携 
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H24.3.5 厚労省資料より 

３．改定のポイントと背景 

 
1）医療と介護の地域連携 
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病床の機能分化を巡る現状 
 

 病床の機能分化について、医療法上での対応として、これまでは長期療養対応の体系化
を図ってきたところ。一方、一般病床については、診療報酬上は、病院の機能に応じて、多
様な病院・病床が位置づけられているが、医療法上は、その他病床としての区分しかなされ
ておらず、同じ病床でも多様な患者を対象とするものが併存し、機能分担が明確になって
いない。  
 
 

 我が国は、国際的にみて人口当たりの病床数は多くなっている一方、病床当たりの医師、
看護職員数やスタッフ数も少なく、急性期病床（日本では一般病床）間で比較した平均在
院日数は長い。一方で、病床当たりの医療従事者と平均在院日数の間には、相関関係が
ある。  
 
 

 近年、平均在院日数の短縮は進んでいるものの、一方で、インフォームドコンセントの実施、
医療安全の確保、医療技術・機器の高度化等により、医療機関・スタッフの業務は拡大し
ている状況。  
 
 

 さらに、急性期治療を経過した患者に対し、その受け皿となる病床や在宅療養を支える
機能の不足がみられる。 

2011.11.17 第23回社会保障審議会医療部会 資料より 

現状1 

現状2 

現状3 

現状4 

３．改定のポイントと背景 
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2011.11.17 第23回社会保障審議会医療部会 資料より 

３．改定のポイントと背景 
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第24回社会保障審議会医療保険部会 病床区分の見直しについての参考資料（H23.12.01）より 

３．改定のポイントと背景 
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H24.3.5 厚労省資料より 

３．改定のポイントと背景 
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第24回社会保障審議会医療部会（H23.12.1) 資料1-1より 

３．改定のポイントと背景 
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第24回社会保障審議会医療部会（H23.12.1) 資料1-1より 

３．改定のポイントと背景 
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第24回社会保障審議会医療部会（H23.12.1) 資料1-1より 

３．改定のポイントと背景 
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第24回社会保障審議会医療部会（H23.12.1) 資料1-1より 

３．改定のポイントと背景 
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急性期医療に関する作業グループ第１回会合（H23.12.22) 提出資料より 

３．改定のポイントと背景 
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第209回中央社会保険医療協議会総会（H23.11.30) 資料より 

３．改定のポイントと背景 
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2011.11.17 第23回社会保障審議会医療部会 資料より 

３．改定のポイントと背景 
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2011.11.17 第23回社会保障審議会医療部会 資料より 

３．改定のポイントと背景 
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2011.11.16 第8回 医療計画の見直し等に関する検討会 

３．改定のポイントと背景 
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2011.11.16 第8回 医療計画の見直し等に関する検討会 

３．改定のポイントと背景 
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2011.11.16 第8回 医療計画の見直し等に関する検討会 

３．改定のポイントと背景 

 

34 



３．改定のポイントと背景 
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• がん 

• 脳卒中 

• 急性心筋梗塞 

• 糖尿病 

• 精神疾患 

５疾病 

• 救急医療 

• 災害時における医療 

• へき地の医療 

• 周産期医療 

• 小児救急医療を含む小児医療 

５事業 

社会保障審議会医療部会は、精神疾患を医療計画に記載すべき疾患に追加す
ることを合意。（７/６） 
がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病の「4疾病」に精神疾患が追加され、医療計
画に記載すべき疾病は「5疾病」となる。 

３．改定のポイントと背景 
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医療計画の4疾病の患者数は、がん（悪性新生物） 152万人、脳血管疾患 134万人、
虚血性心疾患 81万人、糖尿病 237万人（2008年患者調査）。  
 
 一方で、精神疾患の患者数は323万人であり、4疾病の患者数よりも多くなっており、国
民に広く関わる疾患となっている。背景には、職場におけるうつ病の増加や、高齢化によ
る認知症患者の増加などがある。  

３．改定のポイントと背景 

 

37 



2011.9.27 障害保健福祉関係担当者会議資料「精神保健医療福祉について」 

３．改定のポイントと背景 
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2011.9.27 障害保健福祉関係担当者会議資料「精神保健医療福祉について」 

３．改定のポイントと背景 
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2011.9.27 障害保健福祉関係担当者会議資料「精神保健医療福祉について」 

３．改定のポイントと背景 
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2011.9.27 障害保健福祉関係担当者会議資料「精神保健医療福祉について」 

３．改定のポイントと背景 
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第210回中央社会保険医療協議会総会（H23.12.2）資料総-1より 

３．改定のポイントと背景 
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３．改定のポイントと背景 
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第211回中央社会保険医療協議会総会（H23.12.7）資料より 

外来緩和ケアの評価 

３．改定のポイントと背景 
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H24.3.5 厚労省資料より 

３．改定のポイントと背景 
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H24.3.5 厚労省資料より 

３．改定のポイントと背景 
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H24.3.5 厚労省資料より 

３．改定のポイントと背景 
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H24.3.5 厚労省資料より 

３．改定のポイントと背景 
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第210回中央社会保険医療協議会総会（H23.12.2）資料総-1より 

３．改定のポイントと背景 
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第210回中央社会保険医療協議会総会（H23.12.2）資料総-1より 

３．改定のポイントと背景 
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H24.3.5 厚労省資料より 

３．改定のポイントと背景 
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①充実が求められる 

  医療 

 

②分かりやすく納得 

  でき、安全な医療 

 

 

③医療機能の分化 

  ・連携 

 

④効率化 

4つの視点 

医療従事者の 
負担軽減 

医療と介護の分担、 
連携など 

重点項目 

 ４. 重点課題と4つの視点 
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-１ 
• 救急・周産期医療の推進について 

-２ 
• 病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組について 

-３ 
• 救急外来や外来診療の機能分化の推進について 

-４ 
• 病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進について 

重点課題-１ 

４. 重点課題と4つの視点 
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-１ 
• 在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の促進について 

-２ • 看取りに至るまでの医療の充実について 

-３ 
• 早期の在宅療養への移行や地域生活への復帰に向けた取組の促進に

ついて 

-４ • 在宅歯科、在宅薬剤管理の充実について 

-５ • 訪問看護の充実について 

-６ • 医療・介護の円滑な連携について 

重点課題-２ 

４. 重点課題と4つの視点 
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Ⅰ 

-１ 
• 医療安全対策等の推進について 

-２ 
• 患者に対する相談支援体制の充実等について 

-３ 
• 診療報酬点数表における用語・技術の平易化、簡素化について 

４. 重点課題と4つの視点 
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-１ 
• 病院機能にあわせた効率的な入院医療等について 

-２ • 慢性期入院医療の適切な評価について 

-３ • 医療の提供が困難な地域に配慮した評価について 

-４ • 診療所の機能に着目した評価について 

-５ • 医療機関間の連携に着目した評価について 

-６ • 調剤報酬について 

Ⅱ 

４. 重点課題と4つの視点 
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Ⅲ 

-１ • がん医療の推進について 

-２ • 生活習慣病対策の推進について 

-３ • 精神疾患に対する医療の充実について 

-４ • 認知症対策の推進について 

-５ • 感染症対策の推進について 

-６ • リハビリテーションの充実について 

-７ • 生活の質に配慮した歯科医療の推進について 

-８ • 医療技術の適切な評価について 

-９ • イノベーションの適切な評価について 

４. 重点課題と4つの視点 
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-１ 
• 後発医薬品の使用促進について 

-２ 
• 平均在院日数の減少や社会的入院の是正に向けた取組について 

-３ 
• 市場実勢価格等を踏まえた医薬品・医療材料・検査の適正評価につ

いて 

-４ 
• 相対的に治療効果が低くなった技術等の適正な評価について 

Ⅳ 

４. 重点課題と4つの視点 
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入院 外来 在宅 

重点課題１ 
 

医療従事者 
負担軽減 

①救急等の推進 ◆ PICU 
◆ 小児救急医療 
◆ 救急診療搬送 
◆ 救命救急入院料の看護配置 
◆ 精神疾患合併患者の救急 
◆ 救急医療の連携 
◆ 後方受け入れ 
◆ ハイリスク妊産婦 
◆ NICUの退院調整 
◆ 重症児等の受入 

②勤務体制の改善 ◆ 病院医療従事者の勤務体制の改善 
◆ 医師事務作業補助者の充実 
◆ 看護補助者の充実 

③外来の機能分化 ◆ 院内トリアージ 
◆ 救急外来 
◆ 複数科受診 
◆ 時間外対応加算 
◆ 特定機能病院等の初・再診 
 
 

④チーム医療 ◆ 精神科リエゾン 
◆ 栄養サポートチーム 
◆ 薬剤師の病棟業務 
 
 

◆ 臓器移植後の医学管理 
◆ 外来緩和ケア 

◆ 入院中患者の他医療機関受診 

     ◆ 周術期の口腔機能管理 

H24.3.5 厚労省資料より 

４. 重点課題と4つの視点 
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入院 外来 在宅 

重点課題２ 
 

医療介護連 
携等の推進 

①在宅医療の推進 ◆ 在宅小児患者の専門 
  病院との連携 

◆ 在宅医療の機能強化 
◆ 乳幼児加算・幼児加算 
◆ 在宅緩和ケア 
◆ 在宅がん医療総合診療料 
◆ 在宅難治性皮膚疾患処置指 
  導管理料 
◆ 在宅小児患者の経管栄養 
◆ 在宅療養に関する医療機器 
  の評価 
◆ 在宅療養に関する管理料の 
  評価 

②看取りの医療 ◆ 看取りの充実 

④訪問看護・医療 
介護連携 

◆ 効率的な入院診療 
  計画 
◆ 効率的な退院調整 
◆ 総合評価加算 

◆ 維持期リハビリテー 
  ション 
◆ リハビリテーションの 
  医療から介護への移 
  行期間 

◆ 医療ニーズの高い患者の訪問 
  看護 
◆ 早朝・夜間・深夜の訪問看護 
◆ 特別管理加算 
◆ 新サービス等に関する指示書 
◆ 複数名の訪問看護 
◆ 専門性の高い訪問看護 
◆ 緊急時訪問看護 
◆ 精神科訪問看護 
◆ 長時間訪問看護 
 
 
 
 

   ◆ 退院時共同指導料２ 
   ◆ 外泊日、退院日・退院直後の訪問看護 

H24.3.5 厚労省資料より 

４. 重点課題と4つの視点 
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入院 外来 在宅 

医療技術の
導入等 

①充実が求められ 
  る分野 

◆ 緩和ケアの充実 
◆ 小児入院医療管理料における放射 
  線治療 
◆ がん診療連携 
◆ 精神科医療機関間の連携 
◆ 身体合併症を有する精神疾患患者 
  の評価 
◆ 児童・思春期精神科入院医療 
◆ 精神科慢性期医療の充実 
◆ 認知症の入院医療 
◆ 認知症患者に関する医療機関連携 
◆ 結核病棟の評価 
◆ 陰圧室・無菌室の評価 
◆ 感染防止対策 
◆ 回復期リハビリテーション 
◆ 早期リハビリテーション 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 外来緩和ケアの評価 
◆ 医療用麻薬の処方日数 
◆ リンパ浮腫指導管理料 
◆ がん患者カウンセリング料 
◆ 外来化学療法の評価 
◆ 糖尿病透析予防 
◆ 精神科デイ・ケア等の評価 
◆ 認知症・認知行動療法 
◆ 抗不安薬、睡眠薬の処方 
◆ ハイリスク抗精神病薬使用 
  患者の管理 
◆ 認知症外来の評価 
◆ 重度認知症デイ・ケア 
◆ 外来リハビリテーション 
◆ 訪問リハビリテーション 

②患者の視点等 ◆ 患者サポート体制 
◆ 栄養管理加算の簡素化 
◆ 褥瘡管理加算の簡素化 

◆ 明細書無料発行の推進 

   ◆ 放射線治療の評価 
   ◆ たばこ対策の評価 
   ◆ 医療技術の適切な評価 

◆ 通院･在宅精神療 

H24.3.5 厚労省資料より 

４. 重点課題と4つの視点 
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入院 外来 在宅 

医療技術の
導入等 

③医療機関の機能 
  に応じた評価 

◆ ７対１入院基本料の算定要件の見直し 
◆ 看護必要度の評価 
◆ 土曜日・日曜日の入院基本料 
◆ 退院日の入院基本料 
◆ 亜急性期入院医療管理料の見直し 
◆DPCフォーマットデータの提出 
◆ 長期療養の適正化 
◆ 療養病棟における褥瘡治療 
◆ 療養病棟環境改善加算 
◆ 地域に配慮した評価 
◆ 有床診療所の緩和ケア 
◆ 有床診療所のターミナルケア 
◆ 有床診療所の柔軟な病床運用 

④効率化余地があ 
  る領域の適正化 

◆ 後発医薬品使用体制加算 ◆ 一般名処方 
◆ コンタクトレンズ 
 
 
 
 

   ◆ 検体検査料の適正化 
   ◆ 検査・処置料 
   ◆ CT,MRI 
   ◆ 医療機器の保守管理 
   ◆ ビタミン剤 
   ◆ 慢性維持透析 
   ◆ 検体検査の項目・名称・評価の見直し 
   ◆ 生体検査の評価 

H24.3.5 厚労省資料より 

４. 重点課題と4つの視点 
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 ○  正当な理由については、現在、 
 

   (1)明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピュータを使用している   
      保険医療機関又は保険薬局であること。 
 

   (2)自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした 
      場合には、自動入金機の改修が必要な保険医療機関又は保険薬局で 
      あること。 
 

   としているが、400 床以上の病院については、これを平成26 年度以降は 
   認めないものとする。 
 

 ○ 明細書の発行状況を定期的に確認するため、保険医療機関及び保険薬局 
   は、毎年行われている他の届出事項の報告と併せて、明細書無料発行の 
   対応の有無、正当な理由に該当している旨等を報告することとする。 
 
  

具体的な内容 

５． 医療提供体制について 
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 ○ 明細書発行に係り患者から徴収する手数料が高額な場合には、患者が明細 
   書の発行を希望することを躊躇する場合もあると考えられることから、高額な 
   料金はふさわしくない旨を、実例に応じた額を明示しつつ、再度周知する。 
 

 ○ 公費等により一部負担金が発生しない患者に対しても明細書の発行に努め 
   ることとする。 
 
 ○ 記載内容が毎回同一であるとの理由で明細書の発行を希望しない患者に 
   対しても、診療内容が変更された場合等明細書の記載内容が変わる場合 
   には、その旨を患者に情報提供するべきであることを周知する。 
 

具体的な内容 

５． 医療提供体制について 
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●高額療養費の外来現物給付化 （平成24年4月実施） 
    

５． 医療提供体制について 
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［概要］ 
●実施時期 
 … H24.4.1から適用 
●適用月 
 … 交付された月の1日。 
   月途中の交付はさかのぼって適用 
●算定対象 
 … 一医療機関ごと。医科・歯科別、 
   入院・外来別。調剤も別。 
  ※合算は今まで通り保険者へ申請 
   が必要となる 
  （保険者により自動払いもあり） 
●多数回の取り扱い 
 … 入院と同様。医療機関で多数回 
   と判断できた場合のみ多数回の 
   取り扱い 
●3回目までの取り扱い 
 … 自己負担限度額に総医療費の 
   １％の加算があるので、その１％ 
   加算分にかかる追加分を窓口で 
   支払い 

●高額療養費の外来現物給付化 （平成24年4月実施） 
    

５． 医療提供体制について 
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 ○ 生活習慣病、小児、呼吸器疾患患者等に対する入院基本料等加算及び 
   医学管理等を算定する場合には、原則屋内全面禁煙を行うよう要件を見 
   直す。 
 

具体的な内容 

≪対象となる入院基本料等加算及び医学管理等の例≫ 

 １ 総合入院体制加算 
 ２ 乳幼児加算・幼児加算 
 ３ 超重症児（者）入院診療加算 
   ・準超重症児（者）入院診療加算 
 ４ 小児療養環境特別加算 
 ５ がん診療連携拠点病院加算 
 ６ ハイリスク妊娠管理加算 
 ７ ハイリスク分娩管理加算 
 ８ 呼吸ケアチーム加算 
 ９ 悪性腫瘍特異物質治療管理料 
10 小児特定疾患カウンセリング科 
11 小児科療養指導料 

12 外来栄養食事指導料 
13 入院栄養食事指導料 
14 集団栄養食事指導料 
15 喘息治療管理料 
16 小児悪性腫瘍患者指導管理料 
17 糖尿病合併症管理料 
18 乳幼児育児栄養指導料 
19 生活習慣病管理料 
20 ハイリスク妊産婦共同管理料 
21 がん治療連携計画策定料 
22 がん治療連携指導料 

５． 医療提供体制について 
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 ○ それぞれの施設基準に加え、当該保険医療機関の屋内が禁煙であること。 
 

 ○ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該 
   保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。 
 

 ○ 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料 
   （精神病棟）、精神科救急入院料、精神急性期治療病棟入院料、精神科 
   救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料を算定している病棟において 
   は分煙でも差し支えない。 
 

 ○ 分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこ 
   とはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。 
 

 ○ 喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を 
   明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めると共に、喫煙可能区域 
   に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、 
   当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを 
   注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行う。 
 

【施設基準】 

〔経過措置〕 平成24年6月30日までは従前の通り算定可能。 

５． 医療提供体制について 
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 ○ 実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇改善につながるよう、以下に掲げる 
   項目について、病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に資する体制を要件に 
   加える。 
 

    （現行） 
 

     ①総合入院体制加算 
     ②医師事務作業補助体制加算 
     ③ハイリスク分娩管理加算 
     ④急性期看護補助体制加算 
     ⑤栄養サポートチーム加算 
     ⑥呼吸ケアチーム加算 
     ⑦小児入院医療管理料１及び２ 
     ⑧救命救急入院料 注３に掲げる加算を算定する場合 

具体的な内容 

６．病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組について 
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 ○ 実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇改善につながるよう、以下に掲げる 
   項目について、病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に資する体制を要件に 
   加える。 
 

    （新たに要件を加える項目） 
     ⑨総合周産期特定集中治療室管理料 
     ⑩(新) 小児特定集中治療室管理料 
     ⑪(新) 精神科リエゾンチーム加算 
     ⑫(新) 病棟薬剤業務実施加算 
     ⑬(新) 院内トリアージ実施料 
     ⑭(新) 移植後患者指導管理料 
     ⑮(新) 糖尿病透析予防指導管理料 
 

具体的な内容 

６．病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組について 
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 ○  病院勤務医の負担の現状に鑑み、より効果の期待できる勤務医負担軽 

   減及び処遇改善のための体制を要件とする。 
 

具体的な内容 

  ○ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定し、職員 
    に対して周知徹底していること。 

【施設基準】 

６．病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組について 
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現行 改定案 

【選択項目】 
 

・医師事務作業補助者の配置 
・短時間正規雇用医師の活用 
・地域の他の医療機関との連携体制 
・外来縮小の取り組み 
・交代勤務制の導入 
・医師と医療関係職種、医療関係職種と 
 事務職員等における役割分担 

【選択項目】 
 

・医師事務作業補助者の配置 
・短時間正規雇用医師の活用 
・地域の他の医療機関との連携体制 
・外来縮小の取り組み（一部必須） 
・交代勤務制の導入（一部必須） 
 
・予定手術前の当直に対する配慮 
 

（病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の具体例） 

一定以上の医師が配置
されている、小児、産科、
救急関係入院料では必
ず検討する事項とする 

特定機能病院及び一般
病床が500床以上の病
院では必ず検討すること
とする 

６．病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組について 
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現行 改定案 

【必須項目】 
 

なし 

【必須項目】 
 

・医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職 
 員等における役割分担については、上記の① 
 ～⑮の項目全てにおいて必ず実施することとす 
 る。 
 

・外来縮小の取り組みについては、特定機能病 
 院及び一般病床500 床以上の病院では、上 
 記の①～⑮の項目全てにおいて必ず実施する 
 こととする。 
 

・交代勤務制の導入については、「③ハイリスク 
 分娩管理加算」、「⑦小児入院医療管理料１」、 
 「⑧救命救急入院料 注３加算」、「⑨総合周産 
 期特定集中治療室管理料」、「⑩小児特定集 
 中治療室管理料」では、実施に向けた状況を 
 定期的に報告することとする。 
 

・なお、当該医療機関が実施している勤務医負 
 担軽減策について、第３者の評価を受けてい 
 るかどうかを報告することとする。 

（病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の具体例） 

６．病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組について 
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