資料４－２
平成29年度地域医療介護総合確保基金【医療分】に係る要望事業について

事業名

事業概要

１．病床の機能分化・連携

（単位：千円）
国への
基金要望額

548,745

No1

ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備

ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの充実等による医療連携の推進

No2

病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備

回復期病床等、不足する機能を担う病床への転換に係る施設・設備の整備支援（施設整備
費、設備整備費、病床機能調整WG）

No3

医療機関間・医療介護の連携体制構築事業

村山地域における在宅医療提供体制強化に向けた取組み、在宅医療に取り組む医療機関に
対する設備整備補助、在宅医療・介護連携の体制を構築する医師会への補助 等

58,223

No4

病床機能分化連携事業

病床機能分化連携に必要な医師配置等を行うための寄附講座の設置

86,221

２．在宅医療・介護サービスの充実

4,301

400,000 充当額は393,142千円

76,571

No5 在宅医療に係る医療連携体制の運営支援

心停止等につながる基礎疾患を持った在宅患者の家族をはじめ、広く地域住民が応急手当
をできるよう、関係機関と連携した救命救急率向上に向けた応急手当の普及啓発、地域住民
や教育機関等での応急手当教育等の取組みの支援

No6 在宅医療推進協議会の設置・運営

在宅医療推進協議会の開催

491

在宅療養中の急変時の対応等において、迅速で適切な病院前救護が提供できるよう、医療
機関など地域の関係機関と連携し、技能向上のための講習会の実施

336

No7

在宅療養者の急変時における救急救命体制整備促
進事業

備考

1,476

No8 精神障がい者の地域生活移行の支援事業

精神科病院を退院した精神障がい者に対する相談支援体制の強化を通じて、地域生活の維
持・継続を図るための支援等

8,078

No9

在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備

在宅歯科医療連携室（県歯科医師会）への職員配置

4,959 国庫補助振替

No10

在宅で療養する疾患を有する者に対する歯科保健医
在宅歯科診療を実施する歯科医師への研修の実施
療を実施するための研修の実施

No11 在宅歯科医療を実施するための設備整備

歯科診療所への設備整備補助

1,000

26,273 国庫補助振替

No12

訪問薬剤管理指導を行おうとする薬局への研修や実 （一社）山形県薬剤師会が行う在宅医療対応のためのハンドブック作成・研修会の開催及び
施している薬局の周知
薬局を対象としたアンケート調査に対する補助

No13

在宅で療養する糖尿病及び慢性腎臓病（CKD）患者
の療養環境整備に関する連携体制の構築

2,282

在宅で療養する糖尿病及び慢性腎臓病（ＣＫＤ）患者の療養環境を整備するため、関係機関
との症例検討会及び連携体制を構築するための検討会の実施

676

No14 在宅療養・緩和ケア等の連携支援

山形県がん診療連携指定病院である鶴岡市立荘内病院が実施する在宅療養や緩和ケア等
の連携事業への補助

2,500

No15 発達障がい者支援体制整備事業

発達障がい児者への支援手法について、医療及び保健福祉等の支援機関からの相談に応
じるとともに、支援機関が相互に連携して在宅療養を行うための連携や研修会等の実施

28,500
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事業名

事業概要

３．医療従事者の確保

備考

631,739

地域医療支援センターの運営（地域枠に係る修学資
No16 金貸与事業、無料職業紹介事業、定年退職後の医師 地域医療支援センターの運営、医師修学資金貸付、研修医確保対策事業 等
の活用事業を含む）
No17 地域医療対策協議会における調整経費

国への
基金要望額

医師確保・定着を図るための協議会開催経費

230,020

458

No18

産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確保 産科医、新生児担当医の処遇改善を目的に支給される手当の一部支援、新生児科医確保に
支援
係る講習会の開催

No19

周産期医療に従事する医師、看護師等の資質の向上
周産期医療に従事する医師・助産師・救急救命士等への教育・研修の実施
を図るための研修

1,416

No20

救急や内科をはじめとする小児科医以外の医師等を 地域医師会等において、地域の小児救急医療体制の補強及び質の向上を図るため、地域の
対象とした小児救急に関する研修の実施
救急医や内科医等の医療従事者を対象とした小児救急に関する研修の実施支援

1,686 国庫補助振替

No21 女性医師等の離職防止や再就業の促進

No22

女性医師支援ステーションの設置・運営、女性医師の就労環境整備支援

歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の確保対策の推 歯科臨床の現場を離れた女性歯科医師、歯科衛生士の復職支援と訪問歯科診療に対応で
進
きる人材を養成する研修の実施

11,486

21,821

500

No23 新人看護職員の質の向上を図るための研修

新人看護職員研修事業、研修担当者研修

14,144 国庫補助振替

No24 看護職員の資質の向上を図るための研修

看護師等キャリアアップ支援事業、看護師能力開発支援事業（災害支援ナース、小規模施設
従事者研修）

21,557 （一部）新規

No25

看護職員の負担軽減に資する看護補助者の活用も
含めた看護管理者の研修

No26 離職防止を始めとする看護職員の確保対策

No27

看護実習指導者講習会

2,891 国庫補助振替

潜在看護師等の復職支援研修、看護師等確保推進会議（サポートプログラムの施策評価及
び検証）

2,311 （一部）国庫補助振替

看護師等養成所における教育内容の向上を図るため
看護師等養成所運営費補助事業（民間立等看護師等養成所に対する運営経費助成）
の体制整備

No28 看護職員が都道府県内に定着するための支援

看護師体験セミナー事業等

No29 医療機関と連携した看護職員確保対策の推進

ナースセンター事業、地域医療体験セミナー事業、看護師修学資金

No30

80,396 国庫補助振替

13,592

看護職員の就労環境改善のための体制整備（補助要
病院内保育所運営費補助事業
件は従来補助と同様）

108,521

63,461 国庫補助振替

No31 勤務環境改善支援センターの運営

医療機関の勤務環境改善計画策定のサポート 等

No32 休日・夜間の小児救急医療体制の整備

休日・夜間の小児救急医療体制を整備するために必要な医師、看護師等の医療従事者の確
保に必要な経費及び「小児救急医療拠点病院」の運営に必要な経費に対する支援

21,935 国庫補助振替

No33 電話による小児患者の相談体制の整備

小児科医の負担を軽減するため、地域の小児科医等による夜間の小児患者の保護者等向
けの電話相談体制を整備するための経費に対する支援

24,491 一部国庫補助振替
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2,059

事業名

事業概要

国への
基金要望額

No34 災害時医療提供体制推進事業

災害時医療従事者の人材育成・資質向上を図るため、新たに県内局地災害への対応が可能
な山形県独自のＤＭＡＴを養成するための研修会、災害時に業務調整を行うためのロジス
ティック研修会及び災害医療コーディネーター養成等研修会等の開催

4,346

No35 後方支援機関への搬送体制整備

航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置・展開するために必要なＳＣＵ資器材の保管・維
持管理を適切に行うことができる体制の整備

3,864

No36 地域住民による救急搬送体制構築支援

医師の地域偏在対策として、救急車が概ね30分以内に到着しない地域を抱える市町村のう
ち、当該地域の救命処置開始時間を短縮するため、地域住民自らが、ドクターヘリのランデ
ブーポイントから、患者のもとへ医師等を移送する取組みに対する支援（※）
※ 医師等を移送する者に対する報償費、移送に必要な車両のリース料、その他諸費用等に
対する支援

合

計

【医療分】

784

1,257,055

3

備考

平成29年度地域医療介護総合確保基金【介護分】に係る要望事業について

事業名

事業概要

１．介護施設等の整備に関する事業
No1

社会福祉施設整備補助事業費（老人福祉施設）

（単位：千円）
国への
基金要望額

747,657
地域密着型施設整備及び社会福祉施設の開設準備に係る経費を支援する市町村に対する
補助

２．介護従事者の確保に関する事業

747,657

41,508

No2 介護人材確保対策連携協働推進事業

関係機関・団体等と役割分担及び連携・協働を行う推進会議の運営 等

454

No3 介護職員初任者研修受講支援事業

介護事業所に所属する初任段階の介護職員を、介護職員初任者研修へ参加させるために負
担する受講料に対する助成

2,000

No4

福祉人材確保緊急支援事業（福祉人材マッチング強
化事業）

山形県福祉人材センターへのキャリア支援専門員配置による県内ハローワーク巡回相談
等

8,490

No5

介護支援専門員資質向上事業
（専門研修課程Ⅰ・更新研修の実施）

介護支援専門員を対象にした法定研修の実施

2,024

No6

介護支援専門員資質向上事業
（専門研修課程Ⅱ・更新研修の実施）

介護支援専門員を対象にした法定研修の実施

2,778

No7

介護支援専門員資質向上事業
（主任介護支援専門員の養成）

主任介護支援専門員を養成するための法定研修の実施

1,440

No8

介護支援専門員資質向上事業
（主任介護支援専門員指導者研修会への派遣）

主任介護支援専門員等の指導者養成のため、厚生労働省等が開催する指導者向け研修等
への派遣

No9

介護支援専門員資質向上事業
（主任介護支援専門員更新研修の実施）

主任介護支援専門員の更新のための法定研修の実施

No10

福祉人材確保緊急支援事業（離職介護人材の再就職 山形県福祉人材センターにおける離職した介護福祉士等の届出制度の周知啓発、届出シス
促進事業）
テムの運用 等

No11 地域包括ケア総合推進センター運営事業

No12

市町村に対する専門職の派遣を調整する山形県地域包括ケア総合推進センターの運営

108

1,425

4,000

12,044

脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究事業及び研究活 脳卒中・心筋梗塞の発症登録・評価研究を行い、発症状況や介護需要の動向予測などの研
用事業
究結果を介護や介護予防に活かすため、医療・介護関係者等を対象にした研修を実施

4,743

介護事業所の中間管理層を対象にした経営参画のための啓発セミナーの開催、集中講座の
開催

2,002

No13 次世代介護リーダー育成事業

合

計

【介護分】

789,165

4

備考

