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パート１
規制改革推進会議とは？

規制改革推進会議の初会合(2019年10月31日、首相官邸)

河野太郎
規制改革担当大臣



内閣府の規制改革推進会議とは？

• 規制改革推進会議とは、経
済社会の構造改革を進める
上で必要な規制の在り方、
とくに情報通信技術（ICT）
の活用その他、手続の簡素
化による規制の在り方の改
革に関して調査審議する会
議

• 内閣総理大臣の諮問機関
• 成長戦略WG
• 雇用・人づくりWG
• 投資等WG
• 医療・介護WG
• 農林・水産WG
• デジタルガバメントWG

規制改革推進会議（内閣府）
議長・小林喜光

（東京電力ホールディングス会長）



年代 内閣 名称 座長等

1983年 中曽根内閣 臨時行政改革推進審議議会規制緩和分科会 土光敏夫

1988年 竹下内閣 行政改革推進会議 大槻文平

1993年 細川内閣 （経済改革研究会） 平岩外四

1994年 細川内閣 行政改革委員会 飯田庸太郎

1995年 村山内閣 行政改革委員会規制緩和小委員会 竹中和夫

1996年 橋本内閣 規制緩和小委員会
宮内義彦

1998年 橋本内閣 行政改革推進本部・規制緩和委員会
宮内義彦

1999年 小渕内閣 行政改革推進本部・規制改革委員会
宮内義彦

2001年 第一次小泉内閣 総合規制改革会議
宮内義彦

2004年 第二次小泉内閣 規制改革・民間開放推進会議
宮内義彦

2007年 第一次安部内閣 規制改革会議
草刈隆郎

2013年 第二次安倍内閣 規制改革会議
岡素之

2016年 第二次安倍内閣 規制改革推進会議
太田弘子

2020年 第二次安倍内閣 規制改革推進会議 小林喜光



総合規制改革会議の第一次答申
（2001年小泉内閣）

•①医療情報の開示
•②ＩＴ化推進

• レセプトオンライン申請

•③保険者機能の強化
• 保険者による直接審査

•④診療報酬体系の見直し
• 包括支払い制（DRG)、中医協見直し

•⑤医療分野における経営の近代化・効率化
• 株式会社による医療経営

•⑥その他
• 一般用医薬品のコンビニ販売
• 一般用医薬品のネット通販

医療分野のIIT化と
競争原理の導入

「岩盤規制を打ち砕く」
（宮内）



年代 内閣 名称 座長等

1983年 中曽根内閣 臨時行政改革推進審議議会規制緩和分科会 土光敏夫

1988年 竹下内閣 行政改革推進会議 大槻文平

1993年 細川内閣 （経済改革研究会） 平岩外四

1994年 細川内閣 行政改革委員会 飯田庸太郎

1995年 村山内閣 行政改革委員会規制緩和小委員会 竹中和夫

1996年 橋本内閣 規制緩和小委員会
宮内義彦

1998年 橋本内閣 行政改革推進本部・規制緩和委員会
宮内義彦

1999年 小渕内閣 行政改革推進本部・規制改革委員会
宮内義彦

2001年 第一次小泉内閣 総合規制改革会議
宮内義彦

2004年 第二次小泉内閣 規制改革・民間開放推進会議
宮内義彦

2007年 第一次安部内閣 規制改革会議
草刈隆郎

2013年 第二次安倍内閣 規制改革会議
岡素之

2016年 第二次安倍内閣 規制改革推進会議
大田弘子

2019年 第二次安倍内閣 規制改革推進会議 小林喜光





医療・介護ワーキンググループ

• 医療・介護ワーキン
グ・グループ委員

• 座長 大石佳能子
• （株）メデイヴァ社長

• 印南一路
• 慶應義塾大学総合政策学部教
授

• 髙橋政代
• 株式会社ビジョンケア代表取
締役社長

• 武藤正樹
• 日本医療伝道会衣笠病院グ
ループ相談役

• 安田純子
• PwCコンサルティング合同会社
シニアマネージャー

座長 大石佳能子

• 医療・介護WGの重点課題
• 医療・介護関係職のタス
クシフト

• 介護サービスの生産性向
上

• 保険外医薬品（スイッチ
ＯＴＣ等）選択肢の拡大

• オンライン診療など
• 支払基金改革

NDBの民間
利活用



パート２
規制改革実施計画と
データベース連結

2020年7月17日閣議決定

規制改革実施計画



医療等分野における
データ利活用の促進

• ①NDBの民間利活用
• 新薬開発や医薬品使用の安全性対策への利活用など

• ②オンサイトリサーチセンターの利活用
• 小規模ベンチャー企業等にとっても過度な負担を要することなくデータの利
活用が行えるよう、データの分析・解析を安全な環境で行えるクラウド環境
の解析基盤を整備する。

• オンサイトリサーチセンターの拡充及びリサーチセンターのコンサルティン
グ機能の強化について検討する。

• ③データベースの連結と公表
• ＮＤＢ・介護ＤＢを連結したデータのサンプルデータの公表を検討医療機関
の属性等の情報保護の観点から問題のないデータについてはニーズに応じて
開示する

• ４DBの連結と公表
• ＭＩＤ－ＮＥＴ（電子カルテ、レセプト等の匿名データベース）、ＤＰＣＤＢ
（包括医療費支払い制度に基づく匿名データベース）、がん登録ＤＢ（がんの罹
患、診療等の顕名データベース）、難病・小慢ＤＢ（指定難病患者及び小児慢性
特定疾病児童等の顕名データベース）との連結に向けた具体的検討



データベース連結と公表





４DB
連結

LIFE



パート３
科学的介護データベース

LIFEとの連結



2021年介護報酬改定の
基本的視点

介護給付費分科会 2020年10月9日





科学的介護の取り組みの推進

①科学的介護とは？

②介護DB

③VISIT

④CHASE

⑤LIFE



①科学的介護とは？

科学的介護
は介護リア
ルワールド
データから



2016年



データ分析を通じた
科学に裏付けられた介護に変えていきたい

「科学的に自立支援等
の効果が裏付けられた
介護を実現する」

「実現へ向けてデータ
ベースをゼロベースで
構築する」

2016年11月未来投資会議
塩崎恭久厚生労働相（当時）



科学的裏付けに基づく介護に係る検討会
座長 鳥羽研二 国立長寿医療研究センター理事特任補佐

2017年10月12日



医療でもレセプト
データ、診療録、健
診データ、患者QOL
などリアルワールド
データからエビデン
スを得る時代

ランダム化
比較試験
（RCT)



介護分野で
はRCT少ない





データベースの
中で後ろ向きコ
ホート研究

データベースの
中で群間比較を

行う



介護DB
介護DB

VISIT

CHASE



②介護保険総合
データベース（介護DB）





2013年より

2018年



2020年10月から連結



③VISIT
通所・訪問リハの質の評価収集等事業







④CHASE
介護に関するサービス・状態等を収集する

データベース



2019年7月4日
科学的裏付けに基づく介護に係る検討会（

第3のデータベースCHASEの項目が決まる！
2020年からの運用開始を目指す



介護版DPC
データ





⑤LIFE

VISITとCHASEの一体的運用



科学的介護推進体制加算



LIFE(CHASE・VISIT）へのデータ
提出とフィードバックの活用
• CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用
によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取
り組みの推進

• 施設系・通所系・居住系・多機能系サービスにおいて、
事業所のすべての利用者に係るデータ（ADL、栄養、
口腔・嚥下、認知症等）をCHASEに提出してフィード
バックを受け、事業所単位でのPDCAサイクル・ケアの
質向上の取り組みを推進することを評価

• 既存の加算等に、CHASE・VISITへのデータ提出フィー
ドバックの活用によるPDCAサイクルの取り組みに加え
て、CHASE等を活用したさらなる取り組みを新たに評
価である「科学的介護推進体制加算」を設ける

• 全ての事業者に、LIFEへのデータ提出おフィードバッ
クの買うようによるPDCAサイクルの推進・ケアの質の
向上を推奨。



2021年度
4月から
連結解析

LIFE

４DB



科学的介護は
リアルワールドエビデンス

介護ビッグデータを用いて、同じ状態像の利用
者を群に分けて、介入行為とその効果を群間比
較する。さらにデータベース連結で医療介護を
一気通貫するリアルワールドデータを構築する



パート４
４DBとの連結

①MIDNET

②全国がん登録データベース

③指定難病データベース

④小児慢性特定疾患データベース



2021年度
4月から
連結解析

LIFE

４DB

③

②

④

①



MID-NET
Medical Information Database Network

医療情報データベース推進事業

①















②DPCデータベース





病床

病床

2003年

2016年











③全国がん登録
データベース









④指定難病データベース・
小児慢性特定疾患データベース





90万人















2021年度
4月から
連結解析

LIFE

４DB

③

②

④

①



まとめと提言

・規制改革推進会議ではDB連結と
民間利活用を訴えている
・NDBと４DBの連結を進めよう
・連結DBの民間活用がカギ



医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！
コロナ渦中の規制改革推進会議、2年間の記録

• 医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！

• 第１章
• コロナと医療提供体制

• 第２章
• 規制改革会議と医療DX

• 第3章
• 規制改革会議と科学的介護

• 第４章
• 規制改革会議と医薬品・医療機器

• 第5章
• 2025年問題へ向けての改革トピックス

• 篠原出版新社

• 8月11日緊急出版

• B5版 120ページ

• 定価 1800円



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp

