
公 民

6,398 6,398 -

1
病床機能分
化・連携推進
事業

医療機関に対するセミナーの開催や各地域での
検討会等の取組により、不足病床機能区分への
転換促進や地域医療構想の推進を図る。 6,398 6,398 

区分Ⅱ　居宅等における医療の提供に関する事業 198,679 11,525 187,154 
ア　県全域または保健福祉事務所単位で、協
　議会の開催により、在宅医療に係る課題の
　抽出、好事例の共有に取り組むほか、研修
　等を行い、在宅医療の推進を図る。
イ　地域の医師における看取りと検案に係る
　研修事業に対して補助する。

3
訪問看護推進
支援事業

　在宅医療の進展及び高度・多様化する訪問看護
のニーズに対応するため、訪問看護推進協議会を
設置し、在宅医療への支援のあり方を調査・検討
するとともに、訪問看護に従事する看護職員の養
成・確保・定着を図り、訪問看護の提供体制を整備
する。

13,774 - 13,774 

イ　在宅歯科では対応できない歯科診療領域
　における、在宅要介護者等の患者の治療機
　会を提供するため、休日急患歯科診療所等
　が設置（予定を含む）する「要介護・高齢
　者歯科」外来での継続治療に必要な施設・
　設備を整備に対して補助する歯科診療に係
　る経費の一部を補助する。

5
口腔ケアによ
る健康寿命延
伸事業

　高齢者における要介護状態の入り口のひとつで
ある口腔機能の低下を回復可能な段階で改善す
るため、オーラルフレイル改善プログラムの普及を
地域におけるモデル事業として行う。

7,167 - 7,167 

6
在宅医療（薬
剤）推進事業

　　地域包括ケアシステムの中で、すべての薬剤
師・薬局が多職種とのチーム医療の一員として在
宅医療に対応できるようにするため、薬剤師・薬局
と多職種との連携体制の構築を推進する。

500 - 500 

7
小児等在宅医
療連携拠点事
業

在宅療養を行う医療依存度の高い小児等やその
家族が地域での療養生活を支える体制を構築する
ため、会議体、相談窓口の設置、研修の実施等を
行う。

8,192 8,192 -

8
訪問看護ｽﾃｰ
ｼｮﾝ教育支援
事業

訪問看護ステーションの訪問看護師の実践的な研
修体制を構築し、県内における在宅医療提供体制
の充実を図る。

15,400 - 15,400 

2
在宅医療施策
推進事業

3,333 

概　要
基金総額
（千円）

内訳

3,333 -

- 150,313 

区分Ⅰ　地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設
      備の整備に関する事業

（１）R3年度計画の調査に記載する事業

在宅歯科医療
連携拠点運営
事業

4

R3年度における基金活用事業一覧（調整中）

区
分

計画事業名
整理
番号

ア　在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、
　医科や介護との連携の促進や地域の相談窓
　口などの役割を担う在宅歯科医療中央連携
　室を１箇所、在宅歯科医療地域連携室を各
　地域に設置する。

150,313 

資料２－２

新
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公 民
概　要

基金総額
（千円）

内訳区
分 計画事業名

整理
番号

区分Ⅳ　医療従事者の確保に関する事業 1,165,102 547,364 617,738 

イ　医療勤務環境改善支援センターの運営
・相談業務のうち、有料職業紹介事業者を利
　用した医療機関からのトラブルが頻繁に報
　告されているため、事業者の正しい利用方
　法や注意事項等に関する支援を充実。
・研修会の開催回数増と研修会に併せて実施
　するアドバイザーによる個別相談会の開催
・センター周知用のチラシを作成・配布
・「働き方改革」への対応として医療機関へ
　の実態調査等を実施

ウ　北里大学、聖マリアンナ医科大学及び東
　海大学の地域医療医師育成課程の学生を対
　象とした修学資金貸付制度に基づき、修学
　資金の貸付けを行う。

エ　横浜市立大学の産科等医師育成課程の学
　生を対象とした修学資金貸付制度に基づ
　き、修学資金の貸付けを行う。

11
病院群輪番制
運営費

　二次救急医療圏ごとに市町村と医師会等が協
力して実施する病院群輪番制の運営事業に補助
する。

244,889 244,889 -

12
小児救急医療
相談事業

　夜間等における子どもの体調や病状の変化に
関する電話相談体制を整備する。 38,194 13,153 25,041 

イ　厚木看護専門学校に対して、教員、事務
　職員人件費等の運営費を補助する。

オ　看護師等の資質向上を推進するため次の
　各項目の事業を実施する。
　・質の高い看護職員を育成するための検討、
　　看護職員の就業状況を把握する。
　・看護師の仕事や看護職の資格取得につい
　　ての小冊子を作成し、啓発活動を行う。
　・看護職員の職種別及び看護管理者等、対
　　象別に看護実践能力向上のための研修事
　　業等を実施する。
　・理学療法士、作業療法士、放射線技師の
　　実習指導者等の資質向上のための研修を
　　行う。

カ　看護師等の資質向上のための研修会を支
　援する。

キ　病院において新人看護職員の実践能力を
　獲得させる研修への支援を行う。

ア　看護師等養成施設の専任教員、臨地実習
　に必要な実習指導者及び認定看護師等を養
　成する。

63,334 

- 545,203 

29,040 12,079 
看護実習指導
者等研修事業

14

-

エ　医療機関等の実習指導者講習会等受講経
　費や、実習受入施設の代替職員経費への補
　助を行う。

ア　地域医療支援センターの運営
　県内の医師不足病院等を把握・分析し、医
　師のキャリア形成と一体的に医師不足病院
　の医師確保の支援等を行う地域医療支援セ
　ンターを運営し、医師の偏在解消を図る。

14,855 

9
医師等確保体
制整備事業

142,848 142,848 

41,119 

産科等医師確
保対策推進事
業

10

ア　産科勤務医等の処遇改善とその確保を図
　るため、分娩手当を支給する病院、診療所
　及び助産所に対し補助を行う。 78,189 

看護師等養成
支援事業

13 545,203 

ア　民間立看護師等養成所等に対して、教員、
　事務職員人件費等の運営費を補助する。
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公 民
概　要

基金総額
（千円）

内訳区
分 計画事業名

整理
番号

イ　看護専任教員の仕事の魅力を広く発信す
　るとともに、看護専任教員に興味のある看
　護師を対象とした研修等を実施することで
　看護専任教員として働く意志がある者を増
　やし、看護専任教員の成り手の増加を図る。

ウ　効果的で質の高い実習指導を行える指導
　者を安定的に育成する。

15
潜在看護職員
再就業支援事
業

　潜在看護職員の再就業の促進のため、普及啓
発、相談会及び見学会等を開催し、求人から採
用までを支援する新たな取組みを進め、離職者
の再就業を促進する。

16,542 - 16,542 

イ　県内で理学療法士等として就業しようと
　する人材を育成するため、学生に修学資金
　を貸与する。

17

重度重複障害
者等支援看護
師養成研修事
業

　看護職員や看護学生に対して、福祉現場にお
ける看護の必要性についての普及啓発と、医療
ケアが必要な重度重複障害者等に対する看護に
ついての知識や技術を習得するための研修を実
施し、重度重複障害者等のケアを行う専門看護
師の養成確保、人材の定着を図る。

1,559 - 1,559 

18
精神疾患に対
応する医療従
事者確保事業

　県内の精神科病床を有する病院の新人看護職
員を対象に、臨床についての研修を行い早期離
職の防止を図ると共に、中堅看護職員を対象
に、最新の精神科看護についての研修を行い、
時代の変化に対応する看護職員を養成する。

700 - 700 

19
がん診療口腔
ケア推進事業

・がん診療連携拠点病院等の従事者を主に対
　象にした研修会を実施する。
・がん診療医科歯科連携の推進を図るための
　検討会を開催する。

280 - 280 

20

歯科衛生士・
歯科技工士人
材養成確保事
業

　歯科衛生士・歯科技工士の人材確保並びに今
後一層重要となる在宅歯科医療の人材育成の研
修に対して補助する。 1,479 - 1,479 

399,000 63,707 335,293 

21
地域医療勤務
環境改善体制
整備事業

勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費
補助

399,000 63,707 335,293 

1,769,179 628,994 1,140,185 

-

29,040 12,079 

54,100 16

ア　看護師等の確保・定着のため、看護師等
　養成施設等の在学者へ、修学資金の貸付け
　を行う。

看護実習指導
者等研修事業

14

区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵの合計（Ａ）

41,119 

54,100 
看護職員等修
学資金貸付金

区分Ⅵ　勤務医の働き方改革の推進に関する事業

3／4



（２）H27～R1年度基金を活用する事業

公 民

1,690,910 81,098 1,609,812

  地域医療介護連携ネットワーク
構築に先立つ地域協議会の開催経
費に対して補助する。

  地域医療連携推進法人が実施す
る地域医療連携推進業務や、地域
の医療機関が自主的に実施する連
携事業に対し、事業の各段階（特
定課題の解決に向けた事業化の方
向性の検討や事業化に向けた調
査・検証、事業の実施）で発生す
る経費について支援を行う。

　急性期、回復期・維持期の病期に応
じた心臓リハビリテーションの実施を推
進するための、地域における連携体
制の構築等の取組に対して補助を行
う。

　糖尿病療養指導における医科と歯
科の連携基盤を整備し、糖尿病の医
療提供体制の充実を図るため、歯科
医療従事者に対する研修会や医科歯
科連携の調査等に係る経費に対して
補助する。

Ｈ２７
緩和ケア推進事
業

緩和ケア病棟の整備を行う医療機関
に対して補助を行う。

311,678 66,538 245,140

区分Ⅱ　居宅等における医療の提供に関する事業 41,448 - 41,448

郡市区医師会が実施する在宅医療
の推進に資する事業（地域支援事
業は除く）に係る経費について補
助する。

在宅医療従事者等の多職種連携と
医療的ケアのスキル向上に向けた
研修拠点と、患者や家族が在宅医
療を直接体験できる拠点となる在
宅医療トレーニングセンターの設
置・運営に係る経費に対して補助
する。

R1
在宅歯科医療連
携拠点運営事業

在宅歯科医療提供体制の充実を図
るため、医科や介護との連携の促
進や地域の相談窓口などの役割を
担う在宅歯科医療中央連携室を１
箇所、在宅歯科医療地域連携室を
各地域に設置する。

4,991 0 4,991

区分Ⅳ　医療従事者の確保・養成に関する事業 275,099 - 275,099

R1
看護師等養成支
援事業

民間立看護師等養成所等に対し
て、教員、事務職員人件費等の運
営費を補助する。 74,997 0 74,997

R1
院内保育所支援
事業

医師・看護師等の離職防止と再就
職促進のため、病院内保育事業の
運営費に対して補助する。 200,102 0 200,102

2,007,457 81,098 1,926,359

3,776,636 710,092 3,066,544

公 民

18.8% 81.2%

病床機能分化・
連携推進事業

R3年度基金活用額（A＋B）

R3年度基金活用額における公民比率

H27
H28
H29
H30

内訳

区分Ⅰ　地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設
　　　　又は設備の整備に関する事業

H27
在宅医療施策推
進事業

36,457 - 36,457

区
分

計画
年度

計画事業名
基金総額
（千円）

急性期病床等から回復期病床等へ
の転換を行う医療機関の施設整備
に対して補助する。

概　要

1,379,232 14,560 1,364,672
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