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60 億ドルの追加支出 

新型コロナウイルス対策に関連する既存の保健プログラムの継続 

高齢者介護への 4 億 6,830 万ドルの追加支出 

高齢者医療の質と安全性に関する王立委員会への回答総額は 188 億ドル 

国民身体障害保険制度（NDIS） 

NDIS プログラムに 4 年間で 396 億ドルを確保 

下記以外のデジタル医療アジェンダに関する大きな発表は含まない。 

地方の接続性を改善、既存の遠隔医療項目を継続、相互運用性の課題を前進 

ビジネスの再稼働 

新型コロナウイルス対策によって加速された医療や、福祉改革に対して新たな投資は行われないが、

地域社会と第一線の医療従事者に対するストレス軽減に引き続き対応 

 

保健・社会保障予算の大部分は、新型コロナウイルス （60 億ドルの追加） 、メンタルヘルス （5 年間で 5 億

4,700 万ドルの追加） 、高齢者介護（5 年間で 4 億 6,830 万ドルの追加）、および NDIS に対する継続投資に関連

する既存のプログラムの継続となる。 

2022-23 年度連邦予算案は、主要プログラムが含まれるセクターへ予算を割り当てているが、改革のビジョンの設

定までには至っていない。新型コロナウイルスによる影響から回復することに重点が置かれている為に、保健・社

会保障部門全体が必要としている構造改革の機会を逸している。これは単に同じサービスに対しより多くの資金を

費やすだけでなく、将来にわたってオーストラリアの保健、および社会保障のニーズを健全、かつ持続可能にする

ために、サービスの改革がより重要であった。2022-23 年度連邦予算案には、ギャップ・アジェンダの終了と保健

の公平性を推進し、気候変動による健康への影響に対処するための多額の予算が含まれていないことは注目に値す

る。 

連邦政府支出全体に占める保健・社会保障（医療費、高齢者医療費、NDIS 支出）の割合は、2021-22 年度の

26.9%から、2024-25 年度には 27.5%に増加すると予測されている。これは、高齢者介護サービスの提供と NDIS

への支出の増加に伴うものである。これとは対照的に、連邦政府支出全体に占める保健財政支出の割合は、2021-

22 年度の 17.4%から、2024-25 年度には 16.0%に減少が見込まれる。 

主な発表 
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新型コロナウイルス 

新型コロナウイルスへの対応のための資金提供は、主に防護服、ワクチン、治療、テレヘルスサービスの拡大、お

よびパンデミックの次の段階への対策が主となっている。これらの活動を支援するため、今後 4 年間で 60 億ドル

が投資される予定である。対策の主要な構成要素は、Winter Response Plan とワクチンの展開を拡大するための

10 億ドルである。その他 9 億 8,400 万ドルを州と地方を支援する新型コロナウイルスの対応に関する国家的パー

トナーシップを 2 年間にわたって拡大するための投資し、検査と防護服への投資額が 1 億 3,250 万ドルとなってい

る。 

ビクトリア州政府およびモデルナとのパートナーシップによる、非常に期待されていた新しい mRNA ワクチン施

設への投資は、機密事項のため、予算から除外された。 

新型コロナウイルスにより足元をすくわれた 2022-23 年度連邦予算案は、新興感染症への準備と取り組みにおける

前進の勢いを利用する機会を逃したようだ。 変異株の出現と病原体の過剰発生の可能性は広く受け入れられてお

り、オーストラリアの新興感染症への対応のために 500 万ドルを投資、その資金は学術機関を横断した全国的な取

り組みの調整に使用される。 新型コロナウイルスに対するオーストラリアの強力な公衆衛生対応は、強力な経済

的対応の基礎とはなったが、2022-23 年度の連邦予算案は黒字化しておらず、オーストラリアの公衆衛生インフラ

の近代化を促進するには程遠い状況にある。 

デジタルヘルス 

驚くべきことに、オーストラリアのデジタルヘルスの議論を推進するための大きな発表はなく、デジタルヘルス技

能、新しいケアモデル、そして消費者と臨床医間の信頼構築するための機会を逸失している。本連邦予算案は、新

型コロナウイルス を介して築かれたテレヘルスの拡大を推進するには至っていない。連邦政府は、これまでに成

功したテレヘルスサービスの継続を確約し、健康データの相互運用性への投資を行うが、現在のレベルからバーチ

ャルヘルスへの大幅な進化は見込めない。デジタルヘルスに予定されている投資は以下の通り。 

• テレヘルスの暫定メディケア・ベネフィット項目（MBS）を 2021-22 年度から 2 年間延長するために

2,040 万ドルが割り当てられているが、これは 新型コロナウイルス陽性患者に適用が限定される。 

• 今後 5 年間で 8 億 1,100 万ドルが提供され、オーストラリアの地方における通信網の拡大と、接続性の向

上が図られる。これは、地方や遠隔地に住むオーストラリア人にとって、デジタル・インクルージョンと

健康格差への道を開く重要な基礎となる。 

• 2,340 万ドルは、Healthdirect Australia のサービスを拡張し、新型コロナウイルス陽性患者をサポートす

るために使用される。 

連邦政府はまた、デジタルヘルスを支援するために 2022-23 年度以降の 4 年間で 3,520 万ドルを拠出することを確

約したが、この資金のほとんどは既存のプログラムの短期継続に限定されている。当支出には以下が含まれる。 

• デジタル・ヘルスに関する政府間協定を各州・地域と継続し、マイ・ヘルス・レコードと保健医療識別サ

ービスをさらに一年間支援するための 3,230 万ドル 

• クラウド移行を通じて、オーストラリア保健福祉研究所のデータ保有のセキュリティを向上させるため

に、2022-23 年度からの 4 年間で 290 万ドルを提供。 
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メンタルヘルス 

昨年の予算には 23 億ドルが投入されたが、メンタルヘルス強化のためにさらに 5 億 4,700 万ドルが追加された。

メンタルヘルスの予防と早期介入のための予算措置には、現在進行中のパンデミックの圧力に対応して、ライフラ

インの 「13 HELP Line」 を含むメンタルヘルスサービスの支援を継続するため、5 年間で 7,640 万ドルが含まれ

ている。また、メンタルヘルスの取り組みに資金を提供するため、2021-22 年度からの 5 年間で 2 億 8,550 万ドル

の支出を確約している。 

2021-22 度連邦予算案で行われた発表と合わせて、計画の総額は約 30 億ドルとなる。 

高齢者介護 

2022-23 年度連邦予算案は、高齢者介護投資に対して 3 つの明確なコミットメントを行っている。高齢者介護職員

を支援するため、2 億 1,530 万ドルが高齢者介護職員に最高 800 ドルのボーナス支給、5,040 万ドルが高齢者介護

施設利用者、および職員に予防接種を提供するための 4,000 人の看護師派遣費用、3,760 万ドルが感染予防と感染

制御の看護師養成の訓練の為の最大 2,907 カ所の施設設立の助成金として確約された。高齢者介護施設運営者の支

援のために、690 万ドルの助成金が高齢者、障害者、退役軍人がアクセス可能なケア部門への共同ビジネスモデル

を支援するために確約され、1 億 2,490 万ドルが今後数年間の予防接種スタッフの拡充支援に提供される。オース

トラリアの高齢者を支援するために、今後 4 年間で、3 億 4,570 万ドルが高齢者介護施設における投薬管理の改善

に、2,210 万ドルが多分野ケアの新しいモデルの試行に、2,010 万ドルが新しい高齢者介護分類資金調達モデルへ

の移行における施設支援に確約された。 

障害 

国家障害保険制度（NDIS）は、永続的かつ重大な障害を持つ 50 万人の人々を支援するもので、プログラムを継続

するために連邦政府がさらに 396 億ドルを拠出する。連邦政府の NDIS への拠出額は、2022-23 年度の 339 億ド

ルから 2024-25 年度には 446 億ドルに増加すると予想される。 

その他の投資 

2022-23 年度連邦予算案には、保健に対するその他の投資を含む。 

• 「女性の健康パッケージ」 は、女性の健康を支援し、国家女性健康戦略 （2020~30 年） を実施するため

に、2022-23 年度からの 4 年間で 1 億 6,330 万ドルを提供。 

• ゲノミクスへの投資は以下を含む。Genomics Australia 設立のための 2,810 万ドル （2024 年 1 月 1 日よ

り） 、および South Australia Pathology との提携による Australian Cancer Research Foundation Cancer 

Genome Facility 施設設立のための 4 年間にわたる 1,500 万ドル。 

• 社会的および精神的安定に関する National Closing the Gap Policy Partnership の設立に、3 年間で 860 万

ドル。 

• 医薬品給付制度 （PBS） セーフティネットの閾値を引き下げ、特に優遇カード保有者の医薬品に対するア

クセスを拡大するため、4 年間で 5 億 2,530 万ドル。 

• 国家アレルギー評議会、National Ice Action Strategy、検査・スクリーニング・サービスを含む予防的健康

イニシアチブに 5 年間で 1 億 7,020 万ドル。 
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• オーストラリアの農村部および地方での医療訓練を支援するために、連邦政府が支援する農村部および遠

隔地に医学部の増設、MRI 装置へのアクセスの拡充、農村部保健の新しい大学学部など、4 年間で 1 億

5,030 万ドルを拠出。 

• 緊急航空医療サービスを支援するため、RFDS との新たな 10 年間の戦略協定の一部として、Royal Flying 

Doctor Service （RFDS） に 4 年間で 3,330 万ドル 

• さらに 13 億ドルが、医療研究未来基金 （MRFF） 10 年投資計画の下で確約された。 

 

 

Luke Baxby 
Health & Human Services 


