
平成１８年１１月１日現在

整備状況 備考

北海道 済
青森県 済 知事をトップとする全庁組織を設置することを検討中。

岩手県 済 知事をトップとする推進本部を設置。
宮城県 済 副知事をトップとする推進本部を設置。
秋田県 済
山形県 済 副知事をトップとする検討会議を設置。
福島県 済
茨城県 済
栃木県 済
群馬県 済
埼玉県 済
千葉県 済
東京都 済
神奈川県 検討中
山梨県 済
新潟県 済
長野県 済 副知事をトップとする連絡調整会議を設置。

富山県 済
石川県 済
福井県 済
岐阜県 済
静岡県 済
愛知県 済
三重県 済
滋賀県 済
京都府 済
大阪府 済 副知事をトップとする推進本部を設置。
兵庫県 済 副知事をトップとする推進会議を設置
奈良県 済
和歌山県 検討中 １１月中に設置予定。
鳥取県 済
島根県 済
岡山県 済
広島県 済
山口県 検討中
徳島県 済
香川県 済
愛媛県 検討中
高知県 済
福岡県 済
佐賀県 済
長崎県 済
熊本県 済
大分県 検討中
宮崎県 検討中
鹿児島県 済
沖縄県 検討中

都道府県名

都道府県における医療構造改革推進組織の整備状況
資料２



平成１８年１１月１日現在

都道府県名 名　　称 設置年月日 組織の長 主な構成員 人数 備　考

医療制度改革調整会議 H18.6.21 保健福祉部長 １０名

　医療制度改革調整会議幹事会 H18.6.21 保健医療局次長 １６名

　　ワーキンググループ H18.6.21 国保課担当主幹 １９名

　地域ケア整備構想検討部会 H18.10.11 高齢者保健福祉課長 ９名

H18.10.11 １２名

医療制度改革推進会議 H17年度 保健福祉部理事
次 事務 扱

健康福祉部次長、健康福祉部各課長 ７名

医療制度改革担当
健康福 部 療薬務

H18年度 ６名

岩手県医療制度改革推進本部 H18.8.21 知事 副知事、総合政策室長、地域振興部長、保健福祉部長、総
務部長、医療局長

７名

　推進本部幹事会 H18.8.21 保健福祉部保健福祉
企画室長

政策推進課政策担当課長、地域企画室交通担当課長、保
健福祉部医師確保対策室長、保健福祉企画室企画担当課
長、医療国保課総括課長ほか部内総括課長、総務室管理
担当課長、医療局病院改革室経営改革監

１２名

　医療制度改革推進本部ＰＴ H18.8.21

　　医療計画PT 保健福祉企画担当ほか関係各担当、病院改革室、地域企
画室（交通担当）

１２名

　　医療費適正化計画PT 保健福祉企画担当ほか関係各担当 ５名
　　地域ケア・療養病床転換推進PT 保健福祉企画担当ほか関係各担当、建築住宅課（住宅担 ７名
　　がん対策推進計画PT 保健福祉企画担当ほか関係各担当、病院改革室 ７名

財政課、税務課、市町村課の主幹又は主査、保健福祉部
関係各課の担当主幹又は主査

住宅課長および保健福祉部関係各課長

　　地域ケア整備構想検討部会
　　ワーキンググループ

高齢者保健福祉課
医療参事

住宅課の主幹又は主査、保健福祉部関係各課の担当主幹
又は主査

都道府県における医療構造改革推進組織の設置状況

知事をトップとする全庁組織を立ち
上げることを検討中。

財政課長、税務課長、市町村課長および保健福祉部関係
各課長

保健福祉部次長、保健医療局長、福祉局長、子ども未来推
進局長、財政局長、地域振興・計画局長、技監ほか

北海道

青森県

岩手県

医療薬務課課長代理外3名（うち1名は保健衛生課兼務）、
高齢福祉保険課1名、保健所医師2名

＜設置状況＞
　組　織　設　置　　　 　４０

　未設置（検討中含む） 　　７

＜構成員＞
　知事がトップ　　　  　１(岩手県）
　副知事がトップ　　　　５(宮城県、山形県、長野県、
　　　　　　　　　　　　　　大阪府、兵庫県）
　部長がトップ　　  　２２
　その他　　　　　　　１２



都道府県名 名　　称 設置年月日 組織の長 主な構成員 人数 備　考

医療制度改革推進本部 H18.10.19 副知事 副知事，病院事業管理者，保健福祉部長等関係部局長等 １１名

  推進本部幹事会 H18.10.19 保健福祉部次長 関係部局次長等 １０名

    医療費適正化計画ＰＴ
H18.10.19

医療整備課長，長寿社会政策課長，介護保険室長，健康
対策課長，国保医療課長，医療政策専門監

６名

　　地域ケア整備構想ＰＴ
H18.10.19

長寿社会政策課長，介護保険室長，地域福祉課長，医療
整備課長，健康対策課長，住宅課長，医療政策専門監

７名

　　地域保健医療計画ＰＴ H18.10.19 医療整備課長，健康対策課長，保健所長，関係課室長等 ３４名

医療制度改革推進委員会 H18.5.15 健康福祉部長 次長（３）、福祉政策課長、社会保障対策監、長寿社会課
長、高齢者健康づくり推進Tリーダー、健康推進課長、医務
薬事課長、医務薬事課政策監、保健医療IT化推進Tリー
ダー

１２名

　医療制度改革推進担当者会議 H18.5.15 福祉政策課社会保障
対策監

福祉政策課、長寿社会課（＋高齢者健康づくり推進チー
ム）、健康推進課、医務薬事課（＋保健医療IＴ化推進チー
ム）

１５名

医療提供体制検討会議 H18.5.8 副知事 健康福祉部関係課長、病院事業局関係課長 １４名

福島県医療制度対策推進会議 H18.9.14 保健福祉部長 保健福祉部政策監、関係領域総括参事、関係グループ参
事

１０名

　医療費適正化計画ＷＧ H18.9.14 関係グループの主任主査等 ６名

　地域ケア整備構想ＷＧ H18.9.14 関係グループの主任主査等 ５名

茨城県医療制度改革推進本部 H18.11.1 保健福祉部長 次長、部会各課長、市町村課長、経営管理課長、保健所長
会長、企画監

１６名

　総括作業部会 H18.11.1 厚生総務課長 関係課業務補佐、企画員、保健所地域保健推進室長 １２名

医療制度改革連絡調整会議 H18.10.25 保健福祉部長 部内各課長等 ９名

　保健医療計画部会 次長兼保健福祉課長 関係各課 ９名

　医療費適正化計画部会 次長兼保健福祉課長 関係各課 ５名

　地域ケア・療養病床転換推進部会 高齢対策課長 関係各課 ６名

　健康診査等推進部会 健康増進課長 関係各課 ４名

群馬県
医療制度問題連絡会議 H18.3.28 保健福祉課長 医務課長、高齢政策課長、高齢政策課介護保険室長、保

健予防課長、青少年こども課長、障害政策課長、薬務課
長、国保援護課長

９名

宮城県

山形県

栃木県

秋田県

茨城県

福島県



都道府県名 名　　称 設置年月日 組織の長 主な構成員 人数 備　考

医療制度改革関係計画総合調整委員会 H18.5.15 保健医療部副部長 関係課長 １０名

　総合調整委員会幹事会 H18.5.15 保健医療政策課長 関係課副課長 ８名

医療制度改革推進庁内連絡会議 H18.5.16 健康福祉部理事 健康福祉部参事、関係各課長 １８名
　後期高齢者医療制度部会 保険指導課長 関係各課長及び室（班）長 ８名
　健康増進計画部会 健康づくり支援課長 関係各課長及び室（班）長 １０名
　医療計画部会 健康福祉政策課長 関係各課長及び室（班）長 １５名
　医療費適正化計画部会 健康福祉政策課長 関係各課長及び室（班）長 １０名

医療制度改革ＰＴ 健康福祉部参事 関係各課室員 ５名

福祉保健局専門・技術会議 H18.5.16 福祉保健局技監 健康安全室長、総務部企画担当部長、総務部職員課長、
保健政策部参事、高齢社会対策部長、健康安全室参事、
児童相談センター次長ほか

９名 福祉保健局において、各計画の所
管部門で連携して対応。

　東京都における医療費の適正な
　あり方検討部会

総務部企画担当部長 関係課長等 １３名

神奈川県 ― ― ― ― ― 未設置・検討中

山梨県医療制度改革推進会議 H18.10.16 福祉保健部長 福祉保健部次長、福祉保健部参事、福祉保健部保健監、
福祉保健部主幹ほか関係課長

１３名

　地域保健医療計画部会 医務課ほか

　医療費適正化計画部会 医務課ほか

　地域ケア整備構想部会 長寿社会課ほか

　健康増進計画部会 健康増進課ほか

　後期高齢者医療制度部会 国保援護課ほか

新潟県医療制度改革推進本部 H18.10.11 福祉保健部長 福祉保健部副部長、福祉保健課長、医薬国保課長、高齢
福祉保健課長、健康対策課長ほか

７名

　連携推進ワーキングチーム 関係課係長等

長野県医療制度改革連絡調整会議 H18.11.1 副知事 社会部長、衛生部長、社会参事、衛生技監、企画課長、財
政課長、福祉政策課長、長寿福祉課長、医療政策課長、健
康づくり支援課長ほか関係課長

１３名

　幹事会 H18.11.1 医療政策課長 福祉政策課長、長寿福祉課長、健康づくり支援課長ほか関
係課の係長

１９名

　医療費適正化計画ＰＴ H18.11.1 医療政策課長 医療政策課ほか関係課の担当職員 １２名
　地域ケア・療養病床転換推進ＰＴ H18.11.1 長寿福祉課長 長寿福祉課ほか関係課の担当職員 １２名
　健康診査等推進ＰＴ H18.11.1 健康づくり支援課長 健康づくり支援課ほか関係課の担当職員 １１名

長野県

新潟県

埼玉県

千葉県

東京都

山梨県



都道府県名 名　　称 設置年月日 組織の長 主な構成員 人数 備　考

医療制度改革連絡調整会議 H18.9.1 厚生部理事 参事、厚生企画課長、高齢福祉課長、医務課長、健康課
長、障害福祉課長

７名

　医療費適正化計画チーム 厚生企画課、高齢福祉課、医務課、健康課

　地域ケア整備構想チーム 高齢福祉課、医務課、厚生企画課

　医療計画チーム 医務課、高齢福祉課、厚生企画課

　健康増進計画チーム 健康課、厚生企画課

石川県医療制度改革推進本部 H18.10.27 健康福祉部長 健康福祉部次長、障害保健福祉課長、厚生政策課長、長
寿社会課長、子ども政策課長、医療対策課長、健康推進課
長、薬事衛生課長

１０名

　医療費適正化計画ＷＧ 健康福祉部企画調整室、医療対策課担当課長ほか

　健康フロンティア推進ＷＧ 健康推進課健康推進Ｇ、医療対策課担当課長ほか

　地域ケア整備構想ＷＧ 長寿社会課施設サービスＧ、医療対策課担当課長ほか

　医療計画ＷＧ 医療対策課担当課長、医療対策課医療計画Ｇほか

医療費適正化推進会議 H18年４月 健康福祉部長 健康福祉部企画幹、企画参事、関係課（医務薬務課、健康
増進課、長寿福祉課）

５名

　医療費適正化計画策定チーム 健康福祉部企画幹、長寿福祉課参事、政策推進G、医務薬
務課、健康増進課、長寿福祉課の総括主任、主任等

１２名

岐阜県健康福祉部医療制度改革推進会議 H18.9.19 健康福祉部長 健康福祉部次長、医療技監、関係課長 １２名

　ワーキンググループ H18.9.19 医療技監 健康福祉政策課長、ほか

　　生活習慣病対策関係ＷＧ 国民健康保険課長 ６名
　　療養病床再編ＷＧ 高齢福祉課長 ４名
　　医療計画策定ＷＧ 健康福祉政策課長 １１名
　　医療費適正化計画ＷＧ 健康福祉政策課長 ７名
　　医師確保対策ＷＧ 医療整備課長 ５名
　　医療機関情報開示ＷＧ 薬務水道課長 ４名

医療制度改革プロジェクトチーム H17年12月 静岡県理事 健康福祉総室長、その他部内各関係室長 １５名

　生活習慣病予防ＷＧ H18.8.18 健康増進室ほか関係室
　療養病床再編成・在宅医療・地域ケア
　推進WG

H18.8.18 長寿健康政策室、医療室ほか関係室

　医療機関の機能分化・連携ＷＧ H18.8.18 企画経理室ほか関係室

　医療費の見通し算出ＷＧ H18.8.18 企画経理室ほか関係室

富山県

石川県

福井県

岐阜県

静岡県



都道府県名 名　　称 設置年月日 組織の長 主な構成員 人数 備　考

医療制度改革対策チーム H18.1.20 健康福祉部長 健康福祉部次長、健康担当局長、健康担当局次長、技監、
福祉ビジョン推進監、関係課長

１６名

　ワーキンググループ 関係課班長（主幹等） １１名

三重県医療制度改革対策本部 H18年7月 健康福祉部長 医療政策監、部内関係総括室長等 １３名

　作業部会 医療制度改革特命監、国保・老人担当課主幹、主査、健康
対策担当課主幹、主査、医療計画担当課副室長、主査、介
護保険担当課副室長、主査

医療費適正化計画策定連絡調整会議 H18.6.20 健康福祉部技監 健康福祉政策課長、健康推進課長、元気長寿福祉課長、
医療保険課長、東近江地域健康福祉部長

７名

　連絡員会議 H18.6.20 健康福祉政策課参事、関係課室参事等 １０名

京都府医療制度改革推進本部 H18年7月 保健福祉部長 １８名

大阪府医療構造改革推進本部 H18.9.28 副知事 健康福祉部長、福祉政策監、医療監、健康福祉部次長、関
係室課長

１６名

医療制度構造改革ＰＴ H18.1 健康福祉部長

兵庫県医療構造改革推進会議 H18.8.31 副知事 健康生活部長、生活企画局長、健康局長、福祉局長、健康
生活部総務課長ほか関係課長

１４名

　医療費適正化計画ＰＴ H18.8.31 生活企画局長 健康生活部総務課長、健康福祉政策課長ほか関係課長 ９名
　地域ケア・療養病床転換推進ＰＴ H18.8.31 福祉局長 健康生活部総務課長、健康福祉政策課長ほか関係課長 ７名
　健康診査等推進ＰＴ H18.8.31 健康局長 健康生活部総務課長、健康ひょうご課長ほか関係 ７名

奈良県医療制度改革推進本部 H18.9.21 福祉部長 健康安全局長、福祉政策課長、長寿社会課長、保険福祉
課長、医務課長、健康増進課長

７名

　医療制度改革に伴う福祉・医療・健康
　に係る庁内連絡調整会議

H18.6.26 長寿社会課長、保険福祉課長、医務課長、健康増進課長

和歌山県医療構造改革推進本部（予定） H18.11(予定) 福祉保健部長 福祉保健部長、技監（健康局長）、福祉保健政策局長、福
祉保健総務課長、長寿社会推進課長、介護予防推進室
長、障害福祉課長、医務課長、健康づくり推進課長

９名 決裁中

　医療費適正化計画作業部会　 関係課員 ６名
　地域ケア整備・療養病床転換推進部会 関係課室員 ８名

和歌山県

福祉政策監、医療監、次長、関係各室課長

滋賀県

１５名
大阪府

京都府

兵庫県

奈良県

副知事
（特別参与）

保健福祉部長次長（２）、保健福祉部理事、総務部次長、関
係室長

愛知県

三重県



都道府県名 名　　称 設置年月日 組織の長 主な構成員 人数 備　考

医療構造改革ＰＴ 福祉保健部次長 福祉保健課企画調整担当、長寿社会課長、医務薬事課
長、健康対策課長

医療制度推進会議 H18.7.20 健康福祉部長 健康福祉部次長、医療統括監および関係課長等 １５名

　医療制度推進会議幹事会 H18.7.20 健康福祉総務課、医療対策課、健康推進課、高齢者福祉
課担当職員

１１名

医療費適正化対策推進チーム H18.7.14 長寿社会対策課長 保健福祉課長、施設指導課長、健康対策課長、各関係課
班長等

１４名 医療構造改革に関する推進本部設
置については検討中。

広島県医療制度改革推進協議会 H18.9.1 福祉保健部長 部内総務管理局長ほか関係局長、福祉保健総務室長ほか
関係室長

１２名

　医療費適正化計画部会 H18.9.1 総務管理局長 国保医療室長、福祉保健総務室長ほか関係室長 １４名
　地域ケア整備構想部会 H18.9.1 社会福祉局長 介護保険指導室長、福祉保健総務室長ほか関係室長 ９名
　医師確保対策部会 H18.9.1 保健医療局長 医療対策室長、福祉保健総務室長ほか関係室長 ６名

山口県 ― ― ― ― ― 未設置・検討中

徳島県医療制度改革推進会議 H18.11.1 保健福祉部長 理事（長寿こども政策局長）、次長、参事、関係各課長、関
係各室長

１５名

香川県医療制度改革対策ＰＴ H18.5.10 健康福祉部長 健康福祉部長、次長、関係課長、医療主幹 ９名

　ワーキンググループ 関係課グループリーダー １４名

（仮）愛媛県医療制度改革推進会議 庁内調整中 保健福祉部長 保健福祉部管理局長、健康衛生局長、生きがい推進局
長、関係課長等

１１名 検討中

　ワーキンググループ

　　医療確保対策班 関係課室員

　　医療費適正化対策班 関係課室員

　　療養病床再編・地域ケア整備構想
　　策定班

関係課室員

医療費適正化プロジェクトチーム H18年6月 国保指導課、医務薬務課、健康づくり課、高齢福祉課の課
長補佐級以下で構成

１２名

香川県

愛媛県

高知県

島根県

岡山県

徳島県

広島県

鳥取県



都道府県名 名　　称 設置年月日 組織の長 主な構成員 人数 備　考

社会保障費適正化プロジェクトチーム H18.2.15 保健福祉部長 保健福祉部次長、医監、関係課長 「福岡県地域ケア整備構想策定検
討会議」を近く設置予定。庁内横断
的な推進組織の整備については検
討中。

　老人医療ＷＧ H18.2.15 医監 国保・援護課長、関係課課長補佐及び係長
　介護保険ＷＧ H18.2.15 保健福祉部次長 介護保険課長、関係課課長補佐及び係長
　生活保護ＷＧ H18.2.15 保健福祉部次長 監査保護課長、関係課課長補佐及び係長

医療制度改革関連計画等連絡会議 H18.7.21 健康福祉本部副本部長 長寿社会課長、医務課長、国民健康保険課長、健康増進
課長

５名

　医療制度改革関連計画等連絡会議
　幹事会

H18.7.21 国民健康保険課副課長長寿社会課副課長、医務課副課長、健康増進課副課長 ４名

医療構造改革対応プロジェクトチーム H18.3.3 福祉保健部長 福祉保健部次長、福祉保健課長、医療政策課長、国保・健
康増進課長、長寿社会課長、薬務行政室長、障害福祉課
長、原爆被爆者対策課長

９名

　医療資源の適正配置ＷＧ H18.3.3 医療政策課長 関係課職員 ９名
　高齢者対策ＷＧ H18.3.3 長寿社会課長 関係課職員 ７名
　地域保健医療対策ＷＧ H18.3.3 国保・健康増進課長 関係課職員 ９名

医療制度改革対策会議 H18.10.18 健康福祉部長 医監、健康福祉部次長、健康福祉部各課長 １６名
ワーキンググループ

　総合企画調整ＷＧ 医療政策総室長 関係課（総室・室）長 ５名
　医師確保対策ＷＧ 医療政策総室長 関係課（総室・室）長 ７名
　保健医療計画策定ＷＧ 医療政策総室長 関係課（総室・室）長 １５名
　生活習慣病対策ＷＧ 健康づくり推進課長 関係課（総室・室）長 ９名
　地域ケア整備構想策定ＷＧ 高齢者支援総室長 関係課（総室・室）長 ５名
　後期高齢者医療制度対策ＷＧ 国保・老人医療室長 関係課（総室・室）長 ６名

大分県 ― ― ― ― ― 未設置・検討中

宮崎県 ― ― ― ― ― 未設置・検討中

鹿児島県医療構造改革推進本部 H18.5.22 保健福祉部長 保健福祉部次長（２）、参事、関係課長 １６名

　推進本部幹事会 H18.5.22 保健福祉部参事 関係課長 １２名

　保健医療計画に関するWG 関係各課

　健康増進計画に関するWG 関係各課

　医療費適正化計画に関するWG 関係各課

熊本県

鹿児島県

佐賀県

長崎県

福岡県



都道府県名 名　　称 設置年月日 組織の長 主な構成員 人数 備　考

沖縄県 ― ― ― ― ―

「医療費適正化計画ＰＴ、地域ケア
整備構想策定ＰＴ」を近く設置予定。
庁内推進体制については、検討中。


