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保健医療サービス
社会福祉士受験対策講座

寺本ゆう子

「保健医療サービス」のポイント

• 国民医療費の概況や医療保険制度

• 診療報酬に関する基本的な事項

• 医療機関の機能や役割の理解

• チーム医療に必要となる各専門職の役割

• 連携に関する知識・技術

• 患者の権利を守る仕組み

⇒「社会保障」「高齢者に対する支援と介護保険制度」と重複す
る内容が多い！！
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医療保険制度

医療保険制度の
概要
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医療保険制度の体形

制度 被保険者 保険者

健康保険（組合管掌） 大企業の従業員 組合健保

健康保険（政府管掌） 中小企業の従業員 協会けんぽ

共済保険 公務員 各共済組合

船員保険 船員 協会けんぽ

国民健康保険 健康保険、共済組合、船員保険
等に加入している労働者以外の
一般住民

市町村

後期高齢者医療制度 原則７５歳以上の方 後期高齢者医療広域連合

医療保険制度における保険者とその被保険者に関する次の記述のうち、
正しいものを1つ選びなさい。

①健康保険の保険者には、全国健康保険協会が含まれる。

②船員保険の保険者は、健康保険組合である。

③日雇特例被保険者の保険の保険者は、国民健康保険組合である。

④国民健康保険の被保険者には、国家公務員共済組合の組合員が含ま
れる。

⑤後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の者に限られる。

過去問
33-70

全国健康保険協会

全国健康保険協会

含まれない

限らない
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資料：協会けんぽホームページより

保険給付

公的医療保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ
選びなさい。

①医療保険の保険給付は、現物給付に限られる。

②高額医療費の給付は、国民健康保険を除く公的医療保険で受けられ
る。

③療養の給付は、保険医の保険診療を受けた場合に受けられる。

④出産手当金は、女子被保険者及び女子被扶養者が出産した場合に支
給される。

⑤入院時生活療養費は、特別の病室に入院した場合に限り支給される。

過去問
33-70

現金給付もある

すべての

被扶養者には支払われない

保険外併用療養費
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入院費食事療養費

厚生労働大臣の算出基準

による食事療養費

平均的な家計の食費と

比較した標準負担額

入院時

食事療養費

一食当たりの負担額

一般の方 ４６０円

住民税 非課税世帯の方 ２１０円

住民税非課税世帯の方で
過去一年間の入院日数が９０日
超

１６０円

住民税非課税世帯に属し
かつ所得が一定基準に満たない
70歳以上の高齢受給者

１００円

入院費生活療養費と医療療養病床

• 入院時生活療養費とは？

65歳以上の高齢者が「医療療養病床」に入院する場合は、生
活療養にかかる「標準負担額」を自己負担し、標準負担額を超え
た額が「入院時生活療養費」として支給されます。

生活療養に係る標準負担額は低所得者には負担軽減措置があり
ます。

厚生労働大臣の

算出基準による

生活療養費

平均的な家計の

食費・住費と比較した

標準負担額

入院時

生活療養費

食費1食460円

居住費１日370円



6

医療療養病床

• 病床には医療法で定められた区分があり「一般病床」「療養病
床」「結核病床」「感染症病床」「精神病床」があります。

• 「療養病床」は、主に慢性期の患者様の療養や自宅復帰を目的
とした病床になります。

• 長期に渡り療養を必要とする方、自宅へ戻るには不安が残る慢
性期の方に対し、自宅復帰を目的とした入院生活を送ってもら
います。

保険外併用療養制度

• 保険診療との併用が認められている療養

①評価療養

②選定療養

③患者申出療養

保険導入のため評価を行うもの

保険導入を前提としないもの

基礎的部分
（入院基本料など

保険適用部分）

上乗せ部分
（保険適用外部分）

保険外併用療養制度として
医療保険で給付

患者から料金徴収可
（自由料金）
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保険外併用療養費制度

• 評価療養

保険導入のための評価を行うも
のであり、先進医療、治験に係
る診療などが含まれる

• 選定医療

保険導入を前提としないもので
あり、ベッド代や予約診療など
が含まれる

• 患者申出療養

まだ保険適応となっていないよ
うな高度な医療技術を用いた治
療を患者からの申し出に基づき
行う

医療費の患者負担割合

年齢 負担割合

７５歳以上 １割（現役並み所得者 ３割）

７０歳以上７５歳未満 ２割（現役並み所得者 ３割）

就学後～７０歳未満 ３割

誕生～就学直前 ２割
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高額療養費制度

重度の疾病等による長期入
院や長引く治療の場合に医
療費の自己負担額が高額と
なるため、一定の金額を超
えた部分が払い戻される制
度

※上限額は年齢や所得に
よって異なります！

高額療養費制度

70歳以上の人は自己負担額
をすべて合算できます。

※平成30年8月より70歳以
上の限度額の区分が4区分
から6区分に変更！
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高額介護合算療養費

高額長期疾病

長期にわたる治療を必要と
し、しかも高額な医療費が
かかる病気にかかった場合、
「特定疾病療養受給者証」
を受けることができます。

入院・通院ごとに月額１万
円です。
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日本の医療費の自己負担限度額に関する次の記述のうち、正しいものを
一つ選びなさい。

①食費、居住費、差額ベット代は高額療養費制度の対象とはならない。

②医療保険加入者が70歳未満である場合、二人以上の同一世帯で合算
した年額の医療費の自己負担限度額が定められている。

③医療保険加入者が医療保険と介護保険を共に利用した場合、それら
の費用を世帯で合算した月額の自己負担限度額が定められている。

④医療保険加入者が70歳以上である場合、入院の費用に限り世帯単位
での医療費の自己負担限度額が定められている。

⑤医療保険加入者が高額長期疾病（特定疾病）の患者である場合、医
療費の自己負担を免除することが定められている。

過去問
32-70

月額

年額

入院費用に限らず外来の
自己負担額も合算

自己負担額1万円

医療費に関する
政策動向
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国民医療費とは

• 保険診療の対象となり得る疾病の治療に要した費用を推計した
もの

※対象にならないもの

①正常な妊娠・分娩に要する費用

②健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する
費用

③固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用

2018（平成30年度）の概況

• 国民医療費は43兆3949億円

• 一人当たりの国民医療費は34万3200円

• 国内総生産(GDP)に対する比率は、7.91％

• 国民所得(NI)に対する比率は、10.73％

• 制度区分別にみると公費負担医療給付分3兆1751億円(7.5％)、
医療保険給付分19兆7291億円(45.5％)、後期高齢者医療給付分
15兆576億円(34.7％)、患者負担分5兆4047億円(12.5％)

• 国民医療費に占める後期高齢者医療費の割合は増加している

• 財源別構成割合①保険料②公費③その他（患者負担等）
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2018（平成30年度）の概況

• 診療種類別にみると、医科診療費のうち入院医療費は16兆5535
億円、入院外医療費は14兆7716億円

• 年齢階級別にみると、人口一人当たり国民医療費は65歳未満は
18万8300円、65歳以上は73万8700円、75歳以上は91万8700
円

• 主病名による傷病分類別にみると、循環器系の疾患（19.3％）
が最も多く、次いで新生物[腫瘍](14.4％)、筋骨格系および結
合組織の疾患(8.0％)、損傷・中毒及びその他の外因の影響
(7.8％)、呼吸器系の疾患(7.4％)となっている

「平成27年度国民医療費の概況」(厚生労働省)に基づく、日本の医療費
に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

①入院と入院外を合わせた医科診療医療費の割合は、国民医療費の
70％を超えている。

②国庫と地方を合わせた公費の財源割合は、国民医療費の50％を超え
ている。

③65歳以上の国民医療費の割合は、国民医療費の70％を超えている。

④公費負担医療給付の割合は、国民医療費の70％を超えている。

⑤人口一人当たりの国民医療費は、60万円を超えている。
34万円

過去問
31-71

40％

60％

7.5％
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診療報酬

診療報酬制度の
概要
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診療報酬制度の全体像

• 診療報酬には、医科診療報酬、歯科診療報酬、調剤報酬がある

• 健康保険法

診療報酬決定は厚生労働大臣の権限と規定しているが、決定に

先立って中央社会保険医療審議会に諮問すべきこととしている

※2年毎の診療報酬改定

alldatasupplyer.blog118.fc2.com/blog-entry-34.htmより引用

保険診療の概念図
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医療費計算

• 出来高払い方式

実施した診療行為ごとに点数を積み上げて計算する方法

• 包括評価払い方式（DPC/PDPS)

特定機能病院(大学病院)などに適用されている

入院期間中の1疾患のみ１日当たりの定額の点数

包括評価部分（入院基本料、検査、投薬、注射など）

出来高評価部分（手術、麻酔、リハビリテーションなど）

組み合わせて計算

診療報酬改定 2012年（平成24年）

• 退院支援計画

退院調整部門の看護師や社会福祉士及び関係職種がカンファレ

ンス等を行って作成

• 退院支援指導加算

末期の悪性腫瘍や医療機器を使用している患者が退院する場合

訪問看護ステーションの看護師等が退院日に行った在宅療養指導

退院日の翌日以降初日の訪問看護が行われた際に算定
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診療報酬改定 2014年(平成26年)

• 地域包括ケア病棟入院料

• 地域包括診療、地域包括診療加算

• 在宅療養後方支援病院

• 在宅復帰機能強化加算

地域包括ケア病棟

• 急性期病棟を退院する病状が安定した人や地域で生活している
人が、在宅もしくは介護施設への復帰支援にむけた医療や支援
を受ける病棟

• 自宅退院または施設入所が原則

• 入院期間は60日

• 急性期病棟なみの医療は受けられない

※2020年度診療報酬改定で施設基準・算定要件が厳しくなった

（入退院および地域連携を行う部門の設置、十分な経験を有する
専従の看護師または社会福祉士の配置などが要件になった）
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在宅療養後方支援病院

市立加西病院（兵庫県加西市）ホームページより

診療報酬改定 2016年（平成28年）

• 退院支援加算（１～３）

⇒2018年診療報酬改定により、入退院支援加算に名称変更

• 認知症ケア加算（１、２）

• 回復期リハビリテーション病棟入院料

• 回復期リハビリテーション病棟体制強化加算

• 一般名処方加算
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回復期リハビリテーション病棟

• 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院
させ、集中的かつ効果的にリハビリテーションを行い、心身と
もに回復した状態で自宅や会社に戻っていくための病棟。

• 病名や疾患により

入院期間が

決まっている。

診療報酬改定 2018年（平成30年）

• 外来の機能分化（特定機能病院、地域医療支援病院）

• 機能強化加算

• 入退院支援加算

• 包括的支援加算

• オンライン診療料、オンライン医学管理料
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診療報酬改定 2020年（令和２年）

• ICT（情報通信技術）を利用した医療の評価

• オンライン診療料の実施要件の緩和

• 遠隔連携診療科の新設

• 患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進

診療情報提供料（Ⅰ）

⇒医療的ケア児に関わる学校医と主治医の連携

診療情報提供料（Ⅲ）

⇒かかりつけ医と他の医療機関との連携強化

療養・就労両立支援指導料の見直し

厚生労働省 令和２年度診療報酬改定の概要
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厚生労働省 令和２年度診療報酬改定の概要

厚生労働省 令和２年度診療報酬改定の概要



21

厚生労働省 令和２年度診療報酬改定の概要

障害者施設等一般病棟

①児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設または指定発達支
援機関にかかる一般病棟

②重度の肢体不自由児（者）、脊髄損傷等の重度障害者、重度の
意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等

おおむね7割以上入院させており、かつ一日に看護を行う看護職
員、および看護補助を行う看護補助者の数は、常時当該病棟の入
院患者の数が10またはその端数を増すごとに１以上である病棟。
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多様な居住の場における在宅医療

※保険診療上、在宅医療の対象者は「在宅で療養を行っている患
者であって、疾病・傷病のために通院による療養が困難なもの」

⇒自宅だけではなく、高齢者住宅や介護保険施設・事業所の入所
者も含まれる！！

在宅療養支援診療所・病院の概要

在宅療養支援診療所

• 診療所

• 24時間連絡を受ける体制確保

連絡先を文書で提供

• 24時間往診可能

• 24時間訪問看護可能

訪問看護ステーションとの連携でも可

• 在宅看取り数を定期的に報告

在宅療養支援病院

• 200床未満または半径4㎞以内
に診療所が無い

• 在宅医療を担当する常勤医師
が3名以上配置

機能強化型在宅療養支援診療所・病院

・常勤医師3名以上

・過去1年間の緊急往診実績10件以上

・過去1年間の看取り実績4件以上
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ターミナルケアを支援する診療報酬制度

• ターミナルケアとは

末期がん患者など終末期の患者に対して行うケア

• 緩和ケアとは

治療的医療に反応しない患者に対する積極的な全人的医療

• 緩和ケア病棟

悪性腫瘍患者や後天性免疫不全症候群の患者が対象

緩和ケアを担当する常勤医師が1名以上配置

介護保険と介護報酬

【終末期・ターミナルケアに関するもの】

・ターミナルケア加算（医療系サービス：老人保健施設等）

（医療保険での訪問看護）

・看取り介護加算（福祉系サービス：特別養護老人ホーム等）

（特定施設：有料老人ホーム、ケアハウス等）

・ターミナルケアマネジメント加算（居宅介護事業所）
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介護保険と介護報酬

【日常的な医療ケアの提供】

・医療連携体制加算（認知症グループホーム）

・入居継続支援加算（特定施設入居者介護）

・介護・看護職員連携強化加算（訪問看護事業所）

介護保険と介護報酬

【医療機関との連携】

・地域連携診療計画情報提供加算（介護老人保健施設）

・退院・退所加算（居宅介護事業所）
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2021年度介護報酬改定

• 認知症ケア加算の創設

• 認知症行動・心理症状緊急対応加算

• 認知症介護基礎研修の受講

• 利用者等への説明・同意、諸記録の保存・交付等について、電
磁的な対応

• 事故報告様式の作成・周知

保健医療サービスの概要
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医療施設の概要

医療法

【1948年（昭和23年）医療法制定】

第1条 この法律は、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に
関し必要な事項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要
な事項を定めることにより、医療を提供する体制の確保を図り、
もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

〈特徴〉

終戦後、医療機関の量的整備が急務とされるなかで、医療水準の
確保を図るべく医療機関の施設基準などが規定された。
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医療法 1985年（S60）第1次医療法改正

• 都道府県に地域医療計画の策定が義務付け

• 病院病床数の総量規制

• 医療資源の効率的活用

• 医療機関の機機分担と連携を促進

• 医療圏内の必要病床数を制限

医療法 1992年（H4）第2次医療法改正

• 特定機能病院と療養型病床群制度の創設

• 医療に関する適切な情報の提供（院内での管理者の氏名などの
掲示の義務付け）

• 医療の目指す方向（理念など）の明示

• 広告規制の緩和（予約制の有無などの告知が可能）

• 看護と介護を明確にし、医療の類型化、在宅医療の推進
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医療法 1997年（H9）第3次医療法改正

• 地域医療支援病院の創設

• 診療所における療養型病床群の設置

• 在宅における介護サービスの在り方

• 医療機関相互の機能分担

• インフォームド・コンセントの法制化

医療法 2000年（H12）第4次医療法改正

• 一般病床と療養病床の区別

• 医療計画の見直し

• 適正な入院医療の確保

• 広告規制の緩和

• 医師、歯科医師の臨床研修が努力規定から必修化に変更
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医療法 2006年（H18）第5次医療法改正

• 患者等への医療に関する情報提供の推進（入院診療計画書、退
院計画書作成の義務付け）

• 医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・地域医療の
連携体制の構築

• 地域や診療科による医師不足問題への対応

• 医療安全の確保

• 医療従事者の資質の向上

• 医療法人制度改革

医療法 2014年（H26）第6次医療法改正

• 病床の機能分化・連携の推進

⇒病床機能報告制度と地域医療構想の策定

• 在宅医療の推進

• 特定機能病院の承認の更新制の導入

• 医師・看護職員確保対策

• 医療機関における勤務環境の改善

• 医療事故にかかる調査の仕組み等の整備

• 臨床研究の推進

• 医療法人制度の見直し
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医療法等による地域医療構想に関する次の記述のうち、正しいものを２
つ選びなさい。

①構想区域の設定については、三次医療圏を原則とする。

②病床の必要量の推計については、慢性期病床は推計の対象外とされ
ている。

③医療需要の推計については、在宅医療は推計の対象外とされている。

④都道府県は、構想区域等ごとに、診療に関する学識経験者の団体等
（関係者）との協議の場を設けなければならない。

⑤地域医療構想では、地域における病床の機能分化と連携の推進が目
指される。

二次医療圏

過去問
33－73

医療法 2015年（H27）第7次医療法改正

• 地域医療連携推進法人制度の創設

• 医療法人制度の見直し
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医療法 2017年（H29）第8次医療法改正

• 検体検査の精度の確保

• 特定機能病院におけるガバナンス体制の強化

• 医療に関する広告の見直し

医療法 2019年（H30）第9次医療法改正

• 医療少数区域で勤務した医師を評価する制度の創設

• 都道府県における医師確保対策の実施体制の強化

• 医師養成課程を通じた医師確保対策の充実



32

医療施設の概要

• 病院

20人以上の患者を入院させる施設を有するもの

精神科病院・一般病院

• 診療所

患者を入院させるための施設を有しないもの

または、19人以下の患者を入院させる施設を有するもの

医療施設の概要

• 助産所

妊婦、産婦、またはじょく婦の入所施設

※10人以上の入所施設を有してはならない

• 介護老人保健施設

介護保険法と医療法の二つの法律で規定

• 調剤薬局

薬の説明、服用方法を対面で説明

保険薬局では健康保険を使った処方箋の受付が出来る
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医療施設の概要

• 訪問看護

看護師などが居宅を訪問し、

主治医の指示や連携により行う看護（介護保険・医療保険）

• 訪問看護ステーション

保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

• 機能強化型訪問看護ステーション

常勤看護職員を手厚く配置、重症度の高い利用者の受け入れ

24時間対応できる体制

医療施設の概要

• 介護医療院

介護療養型医療施設（介護療養群）の転換先の新たな施設

介護保険法・医療法の二つで規定
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特定機能病院

• 1993年（H5）第2次医療法改正により制度化

• 高度の医療を提供する能力

• 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力

• 高度の医療に関する研修を行わせる能力

• 厚生労働大臣の承認（2019年4月1日 86病院が承認）

＊診療科 10科以上

＊高度医療を行う設備

＊400人以上の病床

地域医療支援病院

• 1998年（H10）第3次医療法改正により制度化

• 紹介患者中心の医療を提供

• 建物、設備、医療機器などを地域の医師が利用できる体制を整
えていること

• 救急医療を提供する能力を有すること

• 地域の医療従事者に対する研修、教育を行っていること

• 都道府県の承認（2018年9月 586病院が承認）

＊200人以上の病床
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政策医療施設及び行政施設

• がん診療連携拠点病院

• 救命救急センター：第三次救急医療体制

• へき地医療拠点病院：都道府県知事が指定

• 災害拠点病院

• エイズ診療拠点病院

• 保健所、市町村保健センター

医療圏

• 一次医療圏

身近な医療を提供する医療提供圏、市町村

• 二次医療圏

入院治療を主体とした一般の医療需要に対応する医療圏

複数の市町村を一つの単位

• 三次医療圏

最先端、専門性の高い特殊な医療を提供する医療圏

都道府県
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医療施設等の利用目的に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ
選びなさい

①介護医療院の利用は、主として長期にわたり療養が必要な要介護者を対象とし
ている。

②療養病棟の利用は、急性期で医療的ケアが必要である者を対象としている。

③地域包括ケア病棟の利用は、病院で長期にわたり医療的ケアが必要である者を
対象としている。

④介護老人保健施設の利用は、高度で濃密な医療と介護が必要である者を対象と
している。

⑤回復期リハビリテーション病棟の利用は、高度急性期医療を受けた後、終末期
と判断された者を対象としている。

過去問
32－71

脳血管疾患、大腿骨骨折等

急性期を脱した慢性期に至る長期入院患者

急性期治療を経過し、在宅・生活支援を行う

要介護者であって、機能回復を図り居宅生活を営むための支援を必要とする者

保健医療対策の概要
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国民健康づくり対策

【2000年 第3次国民健康づくり対策】

「21世紀における国民健康づくり運動」（健康日本21）

⇒具体的な目標値を示す

【2002年 健康増進法】

国民の健康を推進するための環境づくりを法律を定める

【2008年 高齢者医療確保法】

特定検診・特定保健指導（40歳～74歳医療保険加入者）

⇒通称「メタボ検診」

国民健康づくり対策

【2013年 第4次国民健康づくり対策】

「健康日本２１（第2次）」

⇒新たな目標値の設定

心の健康に関する項目が多く盛り込まれる

【2014年 医療介護総合確保推進法】

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律」
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保健医療サービスにおける
専門職の役割と実際

保健
医療
福祉関係の資格

職種の業務分野
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資格名（根拠法）
• 医師（医師法）

• 歯科医師（歯科医師法）

• 薬剤師（薬剤師法）

• 保健師（保健師助産師看護師法）

• 看護師（保健師助産師看護師法）

• 理学療法士（理学療法士及び作業療法士法）

• 作業療法士（理学療法士及び作業療法士法）

• 言語聴覚士（言語聴覚士法）

• 社会福祉士（社会福祉士及び介護福祉士法）

• 精神保健福祉士（精神保健福祉士法）

名称独占、業務独占、
医師の指示、医師の指導
診療の補助などの文言に注意！！

医師の役割

• 医師は名称独占であり、医師の業務については、医師法に定め
られている

• 医師は患者を診療したら遅滞なく診療に関する事項を診療録に
記載しなければならない。記録後最低5年間は保存することが
義務付けられている。
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日本における医師の資格、業務及び偏在に関する次の記述のうち、正し
いものを1つ選びなさい。

①医師が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らす行為は、刑法により罰せら
れる。

②医師は診察治療の求めがあった場合には、理由の如何に関わらず、拒むことは
できない。

③医療施設に従事する医師の人口10万対の数を地域別にみると、東北地方に比べ
て近畿地方が少ない傾向にある。

④医師の養成機関に対する指定権者は、厚生労働大臣である。

⑤医療施設に従事する医師数を施設種別にみると、診療所に従事する医師が最も
多い。

過去問
33－74

病院

正当な理由がなければ

多い

文部科学大臣

訪問リハビリテーションを行う際の理学療法士の業務に関する次の記述
のうち、正しいものを1つ選びなさい。

①処方箋を服用する患者とその家族に対して、服用方法の指導をする。

②中心静脈カテーテルが挿入された患者に対して、カテーテルを抜去
する。

③人工呼吸器を装着した患者に対して、気管カニューレを抜去する。

④脳梗塞後遺症による筋麻痺の患者に対して、医師の指示の下にマッ
サージをする。

⑤高カロリー輸液を点滴中の患者に対して、輸液の投与量を調整する。

過去問
32-74

薬剤師

医師・特定行為看護師

医師・特定行為看護師

医師・特定行為看護師
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インフォームドコンセント

• 1975年「ヘルシンキ宣言」

• 1975年被験者の「知る権利」「拒否する権利」「自発的同意」

⇒インフォームドコンセント

• 1997年 医師法の改正

医療従事者は、医療を提供するに当たり適切な説明を行い、

医療を受ける者の理解を得るよう努力する義務が明記

いろいろな用語

• セカンドオピニオン

主治医以外の意見を得て、患者が納得して治療を受ける仕組み

• アカウンタビリティ：説明責任

• アドボカシー：権利擁護

• マネージドケア

医療コストを減らすために医療アクセス・サービスを制限

• リビング・ウィル：生前の意思

• ACP（アドバンスド・ケア・プランニング）：人生会議
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保健医療サービスの関係者との
連携と実際

多職種連携
• チームアプローチ

• 多職種チーム３つのモデル

マルチ型：専門職ごとの個別目標、相互作用は小さい

インター型：コミュニケーションを重視、相互作用・協働

トランス型：専門分野を超えて横断的に共有

• チームワーク機能モデル

タスク機能：活動を増進する機能

メンテナンス機能：集団としてチームを維持する機能
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医師、保健師、看護師等との連携

• クリティカルパス：診療スケジュール

【地域連携クリティカルパス】

急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療
計画を作成し、治療を受けるすべての医療機関で共有して用いる
もの。

地域の社会資源との連携

【保健所】

地域保健法に規定。疾病の予防、健康増進、環境衛生など公衆衛
生活動の中心機関

・都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定めるしまたは特
別区が管理。

・二次医療圏および介護保険法に規定する区域を考慮して設定



44

保健所の活動

厚生労働省「厚生労働白書平成30年版」より

「地域における保健師の保健活動に関する指針」に関する次の記述のう
ち、最も適切なものを一つ選びなさい。

①地域住民に対して、生活習慣病の三次予防に重点を置いた指導を行
う。

②地域住民に対して、保健師が主体となって地域の健康づくりを促進
する。

③産後に抑うつ状態の可能性が高いと判断される養育者に対して、受
療指示を行う。

④担当地区の市町村地域防災計画を策定する。

⑤地域診断を実施し、取り組むべき健康課題を明らかにする。

過去問
32-73

保健師と住民が協働し

一次予防

受療指導

各種保健医療福祉計画
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最後に、事例問題。
事例を読んで、X病院のB医療ソーシャルワーカー（社会福祉
士）のCさんへの対応に関する次の記述のうち、最も適切なもの
を1つ選びなさい。

Cさん（43歳、男性）は、正社員として勤務する工場での仕事中
に鉄板の落下によって頭部外傷を負った。救急病院で1カ月の入
院後、リハビリテーションの目的でＸ病院へ転院し3週間が経過
した。下肢の片麻痺と高次脳機能障害があり、歩行のために下肢
装具を制作した。ＣさんはＢ医療ソーシャルワーカーの下を訪れ、
「労働災害として認められたが、今後の経済的なことがとても心
配である。復職を含めたこれからの生活について相談したい」と
話した。B医療ソーシャルワーカーはCさんの心配な気持ちに共
感しながら具体的な情報を提供した。

過去問
33-76

①Cさん宅へ職場適応援助者（ジョブコーチ）を派遣し、復職に
向けた訓練ができることを説明する。

②入院期間中は傷病手当金が支給されることを説明する。

③装具購入費は、労働災害補償保険法に基づいて勤務先の工場へ
請求できることを説明する。

④退院後の生活に備えて、介護保険の要介護認定の申請について
説明する。

⑤休業4日目以降の休業期間中は、休業補償給付に加えて休業特
別給付金が受けられることを説明する。


