資料４－３
地域医療介護総合確保基金【医療分】に係る平成２８年度計画事業実績（一覧）
（単位：千円）
総事業費
(H28実施分)
事業名

事業概要

未確定分につい
ては見込み及び
予算額等を記載

アウトプット
備考
目標値

達成値

１．病床の機能分化・連携

No1

ICTを活用した地域医療情報ネットワークの充実や地域連携クリ
ICTを活用した地域医療ネットワー
ティカルパスの活用等連携の取り組みに対する支援、周産期医
ク基盤の整備
療情報ネットワークの認証方法修正に対応するための経費

No2

病床の機能分化・連携を推進する
ための基盤整備

No3

医療機関間・医療介護の連携促進 医療機関間の連携や医療介護連携を円滑に行うためのコー
事業
ディネーターの養成と配置

病床転換に係る施設整備への支援

ネットワークに参加する参照医療
24,996 機関等の数：314機関（H27末）→
340機関（H28末）

110,463

回復期病床等への転換数：2,000
床（H31)

ネットワークに参加する参照医療
機関等の数：340機関（H28末）

回復期病床への転換数：山形済生
H27基金
病院100床

医療機関間の連携や医療介護連 医療機関間の連携や医療介護連
1,655 携を円滑に行うためのコーディ
携を円滑に行うためのコーディ
ネーターの育成：３人
ネーターの育成：１人

２．在宅医療・介護サービスの充実

No4 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

0

No5

在宅医療の人材育成基盤を整備す 地域在宅医療推進協議会の設置運営・地域の在宅医療提供体
るための研修の実施
制を充実させるための取組みの実施

No6

在宅療養者の急変時における救急
救急救命士の技能向上のための研修会の開催
救命体制整備促進事業

35,338

各区域の在宅医療関係者による
協議会開催：各１回

224 講習会受講者数：32人

No7 救急救命率向上対策推進事業

消防本部が行う貸出用AED訓練機材整備への補助や応急手当
講習会の実施等

No8 小児在宅医療連携体制支援事業

NICUから在宅に移行する児童やその保護者を支援するための
連携体制の整備

重複する協議の場
を設けたことから
開催していない

在宅医療推進協議会の開催回数：
１回

○一般市民により除細動が実施さ
れた件数：７件以上
10,681
○AED操作を含めた心肺蘇生法講
習会の延べ受講者数：36万人

15 研修会参加者数：50人

各区域の在宅医療関係者による
協議会開催：各１回

講習会受講者数：31人
○一般市民により除細動が実施さ
れた件数：調査中（H29.10月頃確
定)
H26基金
○AED操作を含めた心肺蘇生法講
習会の延べ受講者数：調査中
（H29.10月頃確定)
開催実績なし

訪問看護サービス提供体制整備事 訪問看護ステーションの立ち上げ支援及び訪問看護サービス事
業
業所への支援事業

8,651

訪問看護事業者等の相談窓口の 訪問看護事業者等の相談窓口の
H26基金
設置数：1カ所
設置数：1カ所

認知症ケアパスや入退院時の連携 認知症施策推進協力員の配置などを通し、認知症ケアパス作
No10 パスの作成など認知症ケア等に関 成や認知症初期集中支援チーム設置を実施する市町村の取組
する医療介護連携体制の構築事業 支援

3,137

認知症総合支援事業実施の市町 認知症総合支援事業実施の市町
H26基金
村数：35市町村（H29)
村数：35市町村

No9

1/4

（単位：千円）
総事業費
(H28実施分)
事業名

事業概要

未確定分につい
ては見込み及び
予算額等を記載

認知症疾患医療センター診療所型 認知症高齢者の早期受診・早期診断を推進するための認知症
No11
における鑑別診断の実施事業
疾患医療センター診療型の設置

脳卒中・心筋梗塞発症登録、集計
分析及び評価システムの構築

No14 在宅療養・緩和ケア等の連携支援

備考
目標値

認知症疾患医療センター設置数：
村山地域１カ所（H25）→２カ所
0 （H28)
最上地域０カ所（H25)→１カ所
（H28)

達成値
認知症疾患医療センター設置数：
H26基金
村山地域１カ所（H25）→１カ所
（H28)
関連事業により事
最上地域０カ所（H25)→１カ所
業（検討）実施
（H28)

糖尿病予防リーフレット：５万部作
成
676
CKD症例検討会：４回
CKD対策検討会：２回

糖尿病予防リーフレット：５万部作
成
CKD症例検討会：４回
CKD対策検討会：２回

脳血管疾患や心筋梗塞による死亡率が高い原因を究明し、在
宅医療・介護サービスの充実した対策を講じるための発症登録
の実施

症例登録件数の増加
脳血管疾患3,194件（H25）→4,000
4,500 件（H28)
心筋梗塞598件（H26）→600件
（H28)

症例登録件数の増加
脳血管疾患3,194件(H25)→4,056
件(H28)
心筋梗塞598件(H25)→1,757件
(H28)

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

在宅で療養する糖尿病及び慢性腎 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
No12 臓病（CKD）患者の療養環境整備に 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
関する連携体制の構築
築するための検討会の実施

No13

アウトプット

地域のかかりつけ医等を対象にし 地域のかかりつけ医等を対象にし
た研修会の参加者数：50名
た研修会の参加者数：110名

No15

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

相談支援事業所、就労継続支援
1,229 事業所の研修会参加事業所数：
196事業所

相談支援事業所、就労継続支援
事業所の研修会参加事業所数：
153事業所

H26基金

No16

発達障がい者支援体制整備事業
費

発達障がい児及びその親への早期サポートとして、児童発達支
援事業所へのサポーターの配置

8,012

在宅医療体制推進のための連携
会議開催回数：８回

在宅医療体制推進のための連携
会議開催回数：４回

H26基金

No17

在宅歯科医療の実施に係る拠点・
在宅歯科医療連携室（県歯科医師会）への職員配置
支援体制の整備事業

4,958

在宅歯科医療連携室の設置・運
営：１カ所

在宅歯科医療連携室の設置・運
営：１カ所

在宅で療養する疾患を有する者に
No18 対する歯科保健医療を実施するた 在宅歯科診療を実施する歯科医師への研修の実施
めの研修の実施
No19

994

在宅歯科医療を実施するための設
歯科医師への設備整備補助
備整備

山形県在宅歯科医師等養成講習 山形県在宅歯科医師等養成講習
H26基金
会の開催：１回
会の開催：１回

35,330

在宅歯科診療を実施する診療所
への補助：14カ所

在宅歯科診療を実施する診療所
への補助：12カ所

208,883

臨床研修医マッチング者数：80人
以上

臨床研修医マッチング者数：77人

３．医療従事者の確保
No20 地域医療支援センターの運営

地域医療支援センターの運営による医師確保対策の推進
（ガイダンスや説明会等の開催、医師修学資金の貸与）

No21

地域医療対策協議会における調整
地域医療対策協議会の開催
経費

No22

災害時精神医療派遣体制整備事
業費

0 地域医療対策協議会の開催

被災時の精神科医療及び精神保健活動の支援を行う災害派遣
精神医療チームを整備するための資機材の整備及び研修の実
施

2/4

災害派遣精神医療従事者研修の
災害派遣精神医療従事者研修の
3,561 受講修了者数の増加
受講修了者数の増加：50人（H28)
31人（H27)→50人（H28)

H26基金
H27基金
協議案件がないた
め開催せず

（単位：千円）
総事業費
(H28実施分)
事業名

No23

発達障がい者支援協力医療機関
支援事業費

事業概要

未確定分につい
ては見込み及び
予算額等を記載

発達障がいを診断・診療可能な協力医療機関に対し、心理学検
査や診断前後の相談等の業務を担うコメディカル（臨床心理士
等）の配置支援

3,024

アウトプット
備考
目標値

達成値

コメディカル配置医療機関：１カ所 コメディカル配置医療機関：１カ所
相談者数：延べ500人
相談者数：延べ500人

地域医療構想に基づく病床機能の
No24 転換を行うために必要となる人材 山大医学部寄附講座の設置
の確保

86,020

臨床研修医マッチング者数：80人
以上

No25 産科医の処遇改善事業

産科医の処遇改善を目的に支給される手当の一部支援

26,730

分娩手当を支給する医療機関数： 分娩手当を支給する医療機関数：
11機関
11機関

No26 新生児担当医処遇改善事業

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

1,980

新生児担当医の処遇改善取組病 新生児担当医の処遇改善取組病
院数：２病院→３病院
院数：２病院

救急や内科をはじめとする小児科
No27 以外の医師等を対象とした小児救 小児科以外の医師への小児救急研修
急に関する研修の実施
No28 女性医師サポート事業

325 研修参加者数：170人

女性医師ステーションの設置運営

臨床研修医マッチング者数：77人

研修参加者数：131人

4,755 女性医師支援ステーションの設置 女性医師支援ステーションの設置 H27基金

No29

歯科医師、歯科衛生士、歯科技工 歯科臨床の現場を離れた歯科衛生士の復職支援と訪問歯科診
士の確保対策の推進
療ができる歯科衛生士を養成する研修の実施

No30

新人看護職員の質の向上を図るた
新人看護職員研修、研修担当者研修
めの研修

県内医療機関における新人採用
25,870 者に対する確実な研修の実施
28医療機関、231人

No31

看護職員の資質の向上を図るため 看護師等キャリアアップ支援（各病院等に対する認定看護師教
の研修
育課程派遣）

15,824 災害支援ナース新規登録者：20人 災害支援ナース新規登録者：11人

看護職員の負担軽減に資する看護
No32 補助者の活用も含めた看護管理者 看護実習指導者講習会
の研修
No33 看護師確保推進事業

No34

H27基金

486 研修を受けた歯科衛生士数：50人 研修を受けた歯科衛生士数：61人

県内医療機関における新人採用
者に対する確実な研修の実施
26医療機関、296人

2,309 実習指導者講習会受講者数：40人 実習指導者講習会受講者数：39人

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）

1,765

看護師等養成所における教育内容 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
の向上を図るための体制整備
対する運営経費助成）

潜在看護師復職研修受講者数：25 潜在看護師復職研修受講者数：11
H27基金
人（H28)
人（H28)

80,140 補助対象校：５校

補助対象校：５校

高校生を対象とした看護師体験セミナー、県内出身看護職員Ｕ
ターン促進事業

50,003

地域医療体験セミナーの実施学校 地域医療体験セミナーの実施学校
H27基金
数：10校
数：５校

No36

医療機関と連携した看護職員確保 ナースセンター事業（看護師の再就業のあっせん及びその他看
対策の推進
護師確保事業）

26,099

ナースセンター求職登録者の再就 ナースセンター求職登録者の再就
業率：30％
業率：29.7％

No37

看護職員の就労環境改善のため
の体制整備

81,038

院内保育所設置施設への補助：15 院内保育所設置施設への補助：15
件
件

No35 看護職員県内定着推進事業

病院内保育所運営費補助、医療従事者のワークライフバランス
推進のためのワークショップの実施
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（単位：千円）
総事業費
(H28実施分)
事業名

No38

看護職員の勤務環境改善のため
の施設整備

事業概要

未確定分につい
ては見込み及び
予算額等を記載

三友堂リハビリテーションセンターのナースステーション改修

26,120

アウトプット
備考
目標値
看護職員の勤務環境改善のため
の施設整備：１件

看護職員の勤務環境改善のため
の施設整備：１件

「医療労務管理分野」、「医療分
「医療労務管理分野」、「医療分
野」の２つの領域に関する専門アド
602 野」の２つの領域に関する専門アド
バイザーによる相談回数：20件以
バイザーによる相談回数：５件以上
上

No39 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

休日・夜間の小児救急医療体制の
整備
常勤(土日祝日）：１病院
オンコール：８病院

No40

休日・夜間の小児救急医療体制の 夜間休日等に重症小児救急患者を受け入れる体制を整備する
整備
病院への助成

16,034

No41

電話による小児患者の相談体制の
救急電話相談事業の実施
整備

22,456 相談件数：4,400件

No42 災害時医療提供体制推進事業

達成値

休日・夜間の小児救急医療体制の
整備
常勤(土日祝日）：１病院
オンコール：８病院
相談件数：4,335件

大規模災害発生時において医療提供の調整を担う災害医療
コーディネーターの研修等の実施

2,229 研修会参加者数：30人

ＳＣＵを設置・展開するために必要な資器材の維持管理（メンテ
ナンス）の実施

2,969 SCU設置運営訓練等の回数：１回 SCU設置運営訓練等の回数：１回 H26基金

No43

後方支援機関への搬送体制の整
備

No44

地域住民による救急搬送体制構築 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
支援事業
もとへ医師等を移送する取組みに対しての支援

周産期医療に従事する医師、看護
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・
No45 師等の資質の向上を図るための研
研修の実施
修

4/4

研修会参加者数：34人

H26基金

地域の住民が自ら行う救急搬送体 地域の住民が自ら行う救急搬送体
795 制構築に取り組んだ地域数：1市町 制構築に取り組んだ地域数：1市町 H26基金
村
村
1,368

研修会等実施回数：８回
研修への延べ参加者数：240名

研修会等実施回数：７回
研修への延べ参加者数：279名

