
地域医療介護総合確保基金（医療分）平成２９年度実施事業一覧

施設 設備 ソフト 総事業費 基金充当額 事業者負担 目標値 達成値

Ⅱ　在宅医療の推進 86,931 86,931 0 35,020

9 地域包括ケア地域課題等検討研修会
在宅医療・介護の連携を図るため，地域包括ケアの担い手が，保健所等単位で
地域課題の検討を定期的に行う機会を設定する。

宮城県 ○ 5,832 5,832 0 直営 567

・検討研修会の開催：7か所 （H29実績）
・検討研修会の開催：４か所

12 多職種人材育成研修会
地域包括ケア体制構築のためには，医療，介護の関係者が顔の見える関係を
構築することが必要であることから，多職種の関係者が集う研修会において，全
国の状況を学びつつ，グループワークを通じて相互理解を深める。

宮城県 ○ 834 834 0 委託 832

・研修会開催：2回 （H29実績）
・研修会開催：１回

14 在宅医療対応力向上研修
在宅医療に従事していない医療機関が在宅医療の基礎的知識を学ぶ機会を設
けるとともに，在宅医療に従事している医療機関において，対応できる疾患を増
やし，取扱患者の増加を図る。

宮城県 ○ 4,130 4,130 0 委託 4,126

・基礎研修の実施：3か所
・対応力向上研修の実施：3か所

（H29実績）
・基礎研修の実施：５か所
（H29実績）
'・対応力向上研修の実施：５か所

20
在宅療養支援診療所等創設推進事業【県提

案】

①在宅療養支援診療所の増加を促すため，届出の障壁となっている，届出前
一年間の緊急往診，看取り実績を取得するまでの間，その取組への支援を行う
とともに，②近隣に往診等を行う医療機関が存在しない地域において，在宅療養
環境を整えるため，診療報酬上の距離要件を満たさない場合に，往診等を行う
医療機関に対して支援を行う。

宮城県 ○ 13,452 13,452 0 定額 1,425

・支援対象診療所数：各7か所 （H29実績）
・支援対象診療所数：1か所

在宅医療の担い手となる総合診療医の確保のため，プライマリケアの育成プログ
ラムに基づき総合診療医の育成を行う医療機関に対する支援を行う。

宮城県 ○ 62,683 62,683 0 委託

・育成を行う医療機関への支援：4医療機関 （H29実績）
・育成を行う医療機関への支援：2医療機関

Ⅳ　医療従事者の確保 129,588 129,588 0 184,690

49
看護師等養成所運営費補助

※平成2９年度計画と併せて実施
看護師免許等受験資格を付与される養成所に対し，教員経費，事務職員経
費，生徒経費，実習施設謝金に関する運営費補助を行う。

宮城県 ○ 129,588 129,588 0 定額 184,690

・対象施設：１１施設 （H29実績）
・対象施設：１１施設
※平成２９年度事業と併せた実績

5 7 100 216,519 216,519 0 219,710

施設 設備 ソフト 総事業費 基金充当額 事業者負担 目標値 達成値

Ⅰ　病床の機能分化・連携 829,842 414,921 414,921 9,204

2
病床機能分化・連携推進基盤整備事業

※平成28年度計画と併せて実施
地域における機能分化を推進するため，回復期リハビリテーション病棟や地域包
括ケア病棟開設等に係る施設整備費を補助する。

宮城県 ○ ○ 829,842 414,921 414,921 1/2 9,204

病床機能を転換する医療機関：１０ （H29実績）
・回復期病床に転換した医療機関：1（転換病床数13床）
※平成28年度計画と併せた実績

851,813 436,892 414,921 9,204

施設 設備 ソフト 総事業費 基金充当額 事業者負担 目標値 達成値

Ⅰ　病床の機能分化・連携 587,562 293,781 293,781 0

1
病床機能分化・連携推進基盤整備事業

※平成27年度計画と併せて実施
地域における病床の機能分化・連携を推進するため，回復期リハビリテーション
病床等の地域で不足する病床への転換に係る施設・設備整備費を補助する。

宮城県 ○ ○ 587,562 293,781 293,781 1/2 0

病床機能を転換する医療機関：１０ （H29実績）
・回復期病床に転換した医療機関：1（転換病床数13床）
※平成27年度計画と併せた実績

587,562 293,781 293,781 0

施設 設備 ソフト 総事業費 基金充当額 事業者負担 目標値 達成値

Ⅰ　病床の機能分化・連携 299,413 183,398 116,015 153,949

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対して全身と口腔機
能の向上を図るため，歯科衛生士を配置し，患者の口腔管理を行う。

○ 2/3

・歯科衛生士の配置：６医療機関 ・歯科衛生士の配置：5医療機関

2 医科歯科連携推進事業
がん診療連携拠点病院等の患者・糖尿病患者に対する医科歯科連携推進のた
めの各種事業（周術期口腔機能管理の推進及び人材養成のための研修，退院
時に調整を行うコーディネーターの養成・派遣）の実施。

宮城県歯科医師会 ○ 4,010 2,673 1,337 2/3 1,515

・がん診療連携拠点病院等の患者
・糖尿病患者に対する医科歯科連携に係る研修の実施：７回（参
加人数２００人）

がん診療連携拠点病院等の患者・糖尿病患者に対する医科歯科
連携に係る研修の実施：６回（参加人数４９７人）
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3 がん診療施設施設整備事業 がんの診断，治療を行う病院の施設整備を支援する。 宮城県 ○ 77,330 28,848 48,482 0.33 22,255

がん診療施設の整備：１医療機関 がん診療施設の整備：１医療機関

地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化を推進するに当たり，機能転換
を行う医療機関で必要となる医療人材の円滑な確保を図るため，医師の配置・
派遣に係るネットワークを構築する。

○ 2/3

・説明会及び研修会の開催：３回
・説明会及び研修会の参加人数：５０名

・説明会及び研修会の開催：３回
・説明会及び研修会の参加人数：７１名

機能転換する医療機関に従事する看護師等の育成を目的として，各病床機能
間の連携及び介護・在宅領域のケアに関する知識を習得するための研修を実
施する。

○ 10/10

研修受講者数：３６０人 研修受講者数：８３３人（のべ数）

6
ICTを活用した地域医療連携ネットワーク基盤の

整備
宮城県医師会及び各郡市医師会間のネットワーク会議システムを整備する。 宮城県医師会 ○ 7,000 3,500 3,500 1/2 3,229

ネットワーク化される医師会の数：１９ ネットワーク化される医師会の数：19

Ⅱ　在宅医療の推進 507,531 470,399 37,132 296,778

7
仙南医療圏における地域包括ケアシステム確立

を目指す事業

・仙南医療介護福祉連携協議会（仮称）の設置と運営
・在宅期リハビリテーション及び栄養管理ネットワークサービスの運用
・急性期病床と回復期以降の病床を担当するリハ療法士の交流事業（研修会）

みやぎ県南中核病院 ○ 4,670 3,113 1,557 2/3 2,010

・訪問看護ステーションや在宅医療担当医師からの要請に基づく
出張リハビリの実施：５００回
・異なる病期を担当するリハビリ療法士の出向交換研修会の開
催：２回（参加人数のべ２０人）

・訪問看護ステーションや在宅医療担当医師からの要請に基づく
出張リハビリの実施：９１５回
・異なる病期を担当するリハビリ療法士の出向交換研修会の開
催：３回

8
宮城県医師会地域包括ケア推進支援室の設

置・運営

郡市医師会及び医療関係団体との連絡支援会議の開催等により，実務的な支
援・指導を行う体制整備，多職種協働による地域包括ケアの推進と支援を行
う。

宮城県医師会 ○ 5,112 5,112 0 10/10 1,028

・郡市医師会地域包括ケア担当理事連絡協議会の開催：２回（参
加人数５０人／回）
・地域包括ケア推進に係る支援連絡会議（多職種団体との会議）
の開催：２回（参加人数３０人／回）

・郡市医師会地域包括ケア担当理事連絡協議会の開催：1回（参
加人数34人）

・地域包括ケア推進に係る支援連絡会議（多職種団体との会議）
の開催：0回

9
登米市全員参加型医療オープンメディカルコミュ

ニティ
・医療介護多職種連携の研修実施
・総合医研修教育プログラム等の作成・運営

やまと在宅診療所登米 ○ 18,512 12,341 6,171 2/3 12,341

・オープンメディカルコミュニティ勉強会の実施：１８回（参加人数の
べ１８０人）
・教育プログラムに参加する研修医：２名

・オープンメディカルコミュニティ勉強会の実施：１４回（参加人数延
べ５６９人）
・教育プログラムに参加する研修医　0人（見学のみ）

10 在宅患者入院受入体制事業
在宅患者・介護施設入居者の急変時に速やかに対応するため，各地域におい
て病院による輪番体制を構築する。

宮城県病院協会 ○ 223,893 223,893 0 10/10 220,309

・当番病院（日中）：１２病院
・当番病院（夜間）：　９病院

・当番病院（日中）：１２病院
・当番病院（夜間）：　９病院

11 在宅医療推進懇話会
在宅医療関係者による懇話会を設置し，協議することで，県施策への反映を図
る。

宮城県 ○ 2,506 2,506 0 直営 333

・懇話会の開催：２回（出席者数２０名／回） ・懇話会の開催：2回（出席者：14名（1回目）・13名（2回目））

12 宮城県地域医療学会の設置・運営
地域医療に関して設定したテーマに沿って講演を行い，地域医療に関する問題
点や課題を共有することで，課題解決につなげる契機を作る。

宮城県医師会 ○ 6,800 6,800 0 10/10 6,690

・宮城県地域医療学会の開催：１回（参加人数３００人） ・宮城県地域医療学会の開催：１回（参加者数：318名）

13 石巻在宅医療・介護情報連携協議会事業
ICTを活用した急性期病院・在宅医療・介護の情報ネットワークの発展に向けた
委員会の開催及びコーディネーター人材の配置。

石巻市医師会 ○ 6,667 4,444 2,223 2/3 4,109

・石巻在宅医療・介護情報連携協議会運営委員会の運営・開催：
２回
・職種別勉強会の開催：２回（参加人数１０人）
・多職種勉強会の開催：２回（参加人数５０人）

・石巻在宅医療・介護情報連携協議会運営委員会の運営・開催：
2回
・職種別勉強会の開催：2回（参加人数延べ23人）
・多職種勉強会の開催：4回（参加人数延べ28人）

14 仙南地域医療・介護福祉連携推進事業
・現場の実態と医療と介護の連携等の課題検討を目的とした多職種による会議
の開催
・医療介護連携推進のための他職種向け研修会の開催

仙南地域医療対策委員会 ○ 1,500 1,500 0 10/10 1,264

・医療介護連携推進のための会議の開催：３回
・多職種向け講演会の開催：１回（参加人数１５０人）
・地域包括ケアシステムの構築を図ることにより，医療・介護連携
の推進が図られる。

・医療介護連携推進のための会議の開催：４回
・多職種向け講演会の開催：１回（参加人数１４９人）
・地域包括ケアシステムの構築を図ることにより，医療・介護連携
の推進が図られる。

地域包括ケアシステムの構築や在宅医療従事者の知識向上等を図るための研
修会の開催

○ 2/3

・在宅医療・多職種人材育成研修の開催：１７回（参加人数１，３０
０人）

・在宅医療・多職種人材育成研修の開催：14回（参加人数延べ
897人）

16 相談支援事業 在宅医療相談窓口を設置する郡市医師会等への支援 宮城県 ○ 7,500 7,500 0 定額 0

・医療介護連携推進のための会議の開催：３回
・多職種向け講演会の開催：１回（参加人数１５０人）
・地域包括ケアシステムの構築を図ることにより，医療・介護連携
の推進が図られる。

・地域医療介護総合確保基金及び一財を財源とした類似事業の
実施により，当該事業への応募なし
・平成30年度廃止

17 遠隔地における在宅医療対策 医療機関不足地域において往診等を実施する医療機関への支援 宮城県 ○ 2,862 2,862 0 定額 0

・医療機関不足地域において往診を実施する医療機関への支援：
３医療機関

・医療提供の効率性や診療報酬請求とは別に手続きを要すること
等が支障となり，当該事業への応募なし
・平成30年度廃止

18 在宅医療推進設備整備事業 在宅医療を推進するための設備整備を支援する。 宮城県 ○ 20,000 10,000 10,000 1/2 8,307

・訪問診療等で必要な医療機器等の整備：２０医療機関 ・訪問診療等で必要な医療機器等の整備：22医療機関

19 病診・診診連携体制構築支援事業
医師のネットワーク形成（グループ化や後方支援を行う病院の確保）に関する協
議の場の設置やグループ化等の運営経費を支援する。

宮城県 ○ 58,400 58,400 0 定額 783

・医師のネットワーク形成の場の設置：４か所
・医師のネットワークに参加する医療機関等の数：１６医療機関

・医師のネットワーク形成の場の設置：2か所
・医師のネットワークに参加する医療機関等の数：33施設団体

20 訪問看護ステーション体制強化事業
小規模訪問看護ステーションが大規模化する等，体制を強化する際に必要とな
る経費を支援する。

宮城県 ○ ○ 51,722 51,722 0 定額 0

・規模の拡大等体制を強化する訪問看護ステーションの数：１６か
所

・規模の拡大等に対する需要がなく，当該事業への応募なし
・平成30年度廃止

21
訪問看護ステーションによる在宅医療サポート体

制強化事業
訪問看護ステーションが行うオンコール体制の強化や，在宅医との連携推進に
要する費用を支援する。

宮城県 ○ 33,040 33,040 0 定額 769

・在宅医療サポート体制を強化する訪問看護ステーションの数：１
６か所

・体制を強化する訪問看護ステーションの数：1か所

22 訪問看護推進事業
訪問看護の充実を目的とした①訪問看護推進協議会の開催，②訪問看護と医
療機関看護師の資質向上のための研修会開催，③訪問看護の役割の普及啓
発（講演会等）を行う。

宮城県 ○ 1,035 1,035 0 委託 1,034

・訪問看護推進協議会の開催：２回
・訪問看護師及び医療機関看護師の相互研修の開催：２回（受講
者：のべ４５人）
・訪問看護の役割の普及啓発（講演会等）：１回（受講者：１５０人）

・訪問看護推進協議会の開催：２回
・訪問看護師及び医療機関看護師の相互研修の開催：２回（受講
者：のべ４８人）
・訪問看護の役割の普及啓発（講演会等）：１回（受講者：１３７人）

3,73615 在宅医療・多職種人材育成研修事業 宮城県，各医療機関 14,546

88,000 44,000

20,599

9,696 4,850

23,243 1285 転換病床機能強化事業
宮城県医師会，宮城県看護

協会，医療機関
23,371

132,0004 病床機能確保円滑化事業 宮城県 73,246

(資料９) 2
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23 訪問看護人材確保・育成支援事業

・県内全域の小規模訪問看護ステーションの訪問看護師や訪問看護に関心の
ある看護師を対象とした育成研修
・看護師からの相談に対応するためのコールセンターの設置
・県内全域の訪問看護ステーション等を対象とした巡回相談の実施

宮城県 ○ 10,838 10,838 0 委託 10,838

・訪問看護師の養成及び育成研修：２０回（受講者：のべ７５０人） ・訪問看護師の養成及び育成研修：２０回（受講者：のべ８７４人）

24
特定行為研修修了看護師による特定行為を活
かした効果的な地域在宅医療支援システムの

確立事業

１ 病院と在宅での医療連携を図り，特定行為研修修了看護師の活動周知をす
る。住民向け説明会（200人程度他チラシ配布）医療者向け研修会（報告会）
50人程度３回実施
２ 医師との情報共有と医療職間のフィジカルアセスメント等を確認しながら，特
定行為修了看護師による特定行為の実施。事業主体病院から特定行為研修
修了看護師と医師が登米市診療，看護に１日/週赴く。
３ 地域医療連携を強化し，必要時に必要な処置の実施と患者に適切な療養場
所の提供ができるようにする。医療職間の情報共有。

登米市 ○ 5,687 5,687 0 10/10 5,500

・特定行為研修修了看護師の活動周知・活動報告会：回数：４回
参加者：50人×3回，200人×1回
・特定行為研修受講看護師の確保：登米市医療局から１～２名
・効果的な在宅医療の提供体制：医師による特定行為手順書作
成３～5件，特定行為研修修了看護師による特定行為の実施３～
５件

・特定行為研修修了看護師の活動周知・活動報告会：回数：５回
参加者：４５１人
・特定行為研修受講看護師の確保：登米市医療局から１名
・効果的な在宅医療の提供体制：医師による特定行為手順書作
成１９件，特定行為研修修了看護師による特定行為の実施４件

25 在宅歯科医療連携室整備事業
在宅歯科において医科や介護等の他分野とも連携を図るための窓口を設置す
ることにより，地域における在宅歯科医療の推進及び他分野との連携体制の構
築を図るもの。

宮城県 ○ 5,000 5,000 0 委託 4,997

・在宅歯科医療を希望する者からの相談受付件数：１００件
・在宅医療・口腔ケア医療機関の紹介件数：５０件
・在宅歯科診療機器の貸出件数：２５件

・在宅歯科医療を希望する者からの相談受付件数：109件
・在宅医療・口腔ケア医療機関の紹介件数：51件
・在宅歯科診療機器の貸出件数：17件

みやぎ訪問歯科・救急ステーションの地域連携機能の更なる拡充，障がい児
（者）及び要介護者の歯科保健医療の相談窓口機能の付加を図るもの。

○ 2/3

・多職種連携研修会の参加者数：３００名
・多職種連携連絡協議会の開催：４回
・専門的口腔ケア対応件数：７２０回

・多職種連携研修会の参加者数：158名
・多職種連携連絡協議会の開催：5回
・専門的口腔ケア対応件数：1211回

27 在宅歯科医療推進設備整備事業 在宅歯科医療を推進するための設備整備を支援する。 宮城県 ○ 19,500 9,750 9,750 1/2 7,893

・訪問歯科診療等で必要な携帯用歯科診療ユニット等の整備：１３
医療機関

・訪問歯科診療等で必要な携帯用歯科診療ユニット等の整備：12
医療機関

・訪問薬剤管理指導業務に関するOJT及びOJTに係るフォローアップ研修会の
開催
・医療・衛生材料の提供，経管栄養法，在宅中心静脈栄養法に関する研修会
・認知症の早期発見に資する対応能力向上研修会や多職種連携強化に向けた
検討会の開催

○ 2/3

・訪問薬剤管理指導業務に関するOJTの実施件数：１０件（参加人
数１０人）
・医療・衛生材料の提供等に関する研修会の開催：２回（参加人数
延べ７０人）
・認知症対応力向上のための研修会の開催：３回（参加人数　延
べ３００人）

・訪問薬剤管理指導業務に関するOJTの実施件数：１０件（参加人
数延べ１０人）
・医療・衛生材料の提供等に関する研修会の開催：２回（参加人数
延べ８０人）
・認知症対応力向上のための研修会の開催：５回（参加人数　延
べ３０９人）

Ⅳ　医療従事者の確保 1,084,774 679,602 405,172 489,888

周産期医療の体制整備に必要となる産科医の確保に関する施策（業務負担軽
減）を実施するとともに，一次施設から高次医療施設への連携機能を強化する
ための研修等を行う。

○ 委託

・医師事務作業補助者の追加配置：１０人（各施設１名）
・研修受講者数：５０人
・研修実施回数：４回

・医師事務作業補助者の追加配置：２人（各施設１名）
・研修受講者数：５６人，講演会受講者：１７６人
・研修実施回数：３回，講演会実施回数：２回

30 医師育成機構運営事業
宮城県医師育成機構を運営し，臨床研修体制の強化や医学生支援等を通じ医
師の育成を図るとともに，他県からの医師招へい活動を実施するほか，各医師
のキャリア形成支援等，幅広い取組を通じて魅力ある医療環境を構築する。

宮城県 ○ 43,955 43,955 0 直営・委託 40,614

・平成３０年度から新たに本県で研修を開始する研修医数：１５０
人
・自治体病院等（県立病院を除く）への医師配置数：１０５人

・平成３０年度から新たに本県で研修を開始する研修医数：１４６
人
・自治体病院等（県立病院を除く）への医師配置数：１０２人

31 医師を志す高校生支援事業
医師不足解消のため，医学部入学に対応した志の育成，学力向上に向けた事
業を実施し，医師を志す人材の育成を図る。

宮城県 ○ 6,000 6,000 0 直営・委託 3,158

・医学部研究講座の開催：１回（受講者１００人）
・医学部体験会の実施：１回（参加者１５０人）
・医師会講演会の実施：１回（参加者１５０人）
・病院見学会の実施：１回（参加者５０人）
・合同学習合宿の開催：１回（受講者２００人）
・医学特講ゼミの開催：４回（各回受講者２００人）

・医学部研究講座の開催：１回（受講者４７人）
・医学部体験会の実施：１回（参加者９８人）
・医師会講演会の実施：１回（参加者８１人）
・病院見学会の実施：１回（参加者１６人）
・合同学習合宿の開催：１回（受講者３７人）
・医学特講ゼミの開催：４回（受講者１０６人）

・産科・産婦人科医師の定着を図るための，産科医等に対して分娩手当を支給
する医療機関への支援

○ 1/3

・分娩手当支給者数：１１０人
・分娩手当支給施設数：４２医療機関
・支援対象研修医数：３人

・分娩手当支給者数：３３２人（応援医師の重複含む）
・分娩手当支給施設数：２４医療機関
・支援対象研修医数：０人（補助希望施設無し）

33 新生児科指導医養成事業
東北大学病院に設置された新生児医療研修センターにおいて，新設の専門教
育プログラム・コースに基づき新生児科指導医を養成する。

東北大学病院 ○ 33,340 22,226 11,114 2/3 22,226

・小児科専攻医の確保：２～４名 ・小児科専攻医の確保：3名

34
小児救急と発達障害診療の充実を目指す診療

支援及び研修事業

・地域小児科センターに対する時間外診療担当小児科医の派遣
・一般小児科医を対象とした小児救急疾患に関する研修会の開催
・一般小児科医を対象とした発達障害研修会の開催

東北大学病院 ○ 38,500 25,666 12,834 2/3 25,147

・地域小児科センターに対する時間外診療担当小児科医の派遣６
１５回
・一般小児科医を対象とした発達障害研修会の開催：３回（参加人
数のべ５０人）

・地域小児科センターに対する時間外診療担当小児科医の派遣
810回
・一般小児科医を対象とした発達障害研修会の開催：３回（参加人
数延べ57人）

35 救急医療専門領域研修事業
二次救急医療機関において救急医療に従事する医師を対象として，外傷等へ
の対応力を高める研修を実施し，二次救急医療機関の受入体制の強化を図る
もの。

宮城県 ○ 1,761 1,761 0 委託 1,189

・外傷に係る専門領域研修の実施：１回
・小児救急に係る専門領域研修の実施：１回
・外傷に係る専門領域研修の累計受講者数：２５０人
・小児救急に係る専門領域研修の累計受講者数：５１人

・外傷に係る専門領域研修の実施：１回
・小児救急に係る専門領域研修の実施：１回
・外傷に係る専門領域研修の累計受講者数：３３９人
・小児救急に係る専門領域研修の累計受講者数：６２人

36 救急科専門医養成・配置事業
救急・集中治療に携わる若手医師の育成及び育成した医師の救命救急セン
ターへの配置

東北大学病院 ○ 18,900 12,600 6,300 2/3 12,600

育成した救急科専門医の県内病院への配置：２人 育成した救急科専門医の県内病院への配置：３人

ドクターヘリに搭乗する医師及び看護職員の養成を支援する。 ○ 2/3

・フライトドクターとして養成した医師：５人
・フライトナースとして養成した看護職員：１３人

・フライトドクターとして養成した医師：８人
・フライトナースとして養成した看護職員：８人

38 医療・介護人材及び指導者養成事業
・医療及び介護従事者を対象とした各種医療・介護技術に関する講習会の開催
・指導者養成のための講習会の開催

東北大学病院 ○ 37,720 25,146 12,574 2/3 25,146

・医療従事者を対象とした技術講習会：６回（参加人数のべ１２０
人）
・医療スタッフを対象としたクリティカルケアに関する講習会：２４回
（参加人数のべ２４０人）
・介護従事者を対象とした医療的ケアに関する講習会：３回（参加
人数のべ６０人）
・シミュレーション医学教育に関する指導者を育成するための講習
会：４回（参加人数のべ４０人）

・医療従事者を対象とした技術講習会：47回（参加人数延べ1,565
人）
・医療スタッフを対象としたクリティカルケアに関する講習会：74回
（参加人数延べ1,221人）
・介護従事者を対象とした医療的ケアに関する講習会：19回（参加
人数延べ487人）
・シミュレーション医学教育に関する指導者を育成するための講習
会：13回（参加人数延べ376人）

32 産科医等確保・育成支援事業 宮城県 27,531

37 フライトドクター・ナース養成事業
東北大学病院,仙台医療セ

ンター
2,149

124,180 35,993 88,187

1,1721,431 718

2,228

28 在宅医療（薬剤）推進事業
宮城県薬剤師会仙台市薬

剤師会

29 周産期医療従事者確保・育成支援事業 宮城県 26,427 18,507 7,920

4,195 2,4732,796 1,399

3,54626
在宅及び障がい児（者）歯科医療連携室整備推

進事業
宮城県歯科医師会 2,3642,364 1,182

(資料９) 3
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39 女性医師等就労支援事業
女性医師が働きやすい職場環境を整備し，就労環境の改善及び離職防止を図
るため，女性医師が当直・休日勤務を免除された際の人件費支援や復職研修
受入を行っている医療機関への人件費支援を行う。

宮城県 ○ 44,560 22,280 22,280 1/2 13,088

・支援実施医療機関数：４医療機関 ・支援実施医療機関数：４医療機関

40 新人看護職員研修事業
新人看護職員を対象に，「新人看護職員研修ガイドライン」に沿った研修を行う
ことで，看護の質の向上及び早期離職防止を図る。

宮城県 ○ 52,964 26,482 26,482 1/2 20,480

・新人看護職員研修実施病院等：３５施設
・参加人数：６０８人

・新人看護職員研修実施病院等：３５施設
・参加人数：６３５人

41 新人看護職員多施設合同研修事業
新人看護職員を対象とした研修を自施設で実施することが困難な医療機関の
新人看護職員を対象に，当該地域において多施設合同研修を実施する。

宮城県 ○ 1,640 1,640 0 委託 1,591

・新人看護職員合同研修の開催：１０回
・参加人数：３００人（各回３０人程度定員）

・新人看護職員合同研修の開催：１０回
・参加人数：267人

・新人助産師を対象とした多施設合同研修の開催
・助産師の助産実践能力の維持向上を目的とした研修の開催
・助産師の人材交流に伴い発生する経費の支援

○ 委託

・新人助産師合同研修の開催：１２回（各２０人）
・助産実践能力の維持向上を目的とした研修の開催：２回（のべ５
０人）
・助産師の人材交流：４件

・新人助産師合同研修の開催：６回（のべ１５１人）
・助産実践能力の維持向上を目的とした研修の開催：４回（のべ１
０２人）
・助産師の人材交流：１件

43 研修責任者研修事業
病院等の研修責任者を対象に「新人看護職員研修ガイドライン」に沿った研修
企画ができるよう研修を行う。

宮城県 ○ 1,276 1,276 0 委託 1,238

・病院等研修責任者（看護部長等）対象研修の実施：５回
・参加人数：４５０人（各回５０人又は１００人定員）

・病院等研修責任者（看護部長等）対象研修の実施：５回
・参加人数：４８０人

44 看護師等実習指導者講習会事業
効果的な実習指導ができるよう，看護教育に必要な知識・技術習得のための講
習会を開催する。

宮城県 ○ 3,578 3,578 0 委託 3,537

・実習指導者講習会の開催：８週間（受講者：５０人）
・実習指導者講習会（特定分野）の開催：９日間（受講者：１０人）

・実習指導者講習会の開催：８週間（受講者：５６人）
・実習指導者講習会（特定分野）の開催：９日間（受講者：１１人）

45 潜在看護職員復職研修事業
潜在看護職員に対する再就業に向けた臨床実務研修を行い，再就業を促進す
る。

宮城県 ○ 1,386 1,386 0 委託 1,230

・潜在看護職員復職研修（講義・演習 ５日間，実習 ３日間）の開
催：２回
・参加者数：３０人／回

・潜在看護職員復職研修（講義・演習 ５日間，実習 ３日間）の開
催：２回
・参加者数：計２８人

46 看護職員需給見通し策定事業
平成３５年までの看護職員需給見通しについて，関係団体・有識者等の参加協
力を得て検討会を開催し，幅広い意見を聴取しながら策定する。

宮城県 ○ 3,000 3,000 0 直営 0

・検討会の開催：３回
・需給見通しの策定

・検討会の開催：０回
・需給見通しの策定はできず
※平成30年度に策定

47 看護師等養成所運営事業
看護職員の安定確保を図るため，看護師免許等の受験資格を付与される養成
所に対する運営費を支援する。

宮城県 ○ 56,939 56,939 0 定額 0

・対象施設：１１施設 ・対象施設：１１施設
※平成２６年度事業と併せた実績

48 看護職員県内定着促進事業

・看護学生・未就業看護師等病院就職ガイダンスの開催
・病院紹介ガイドブックの作成
・病院見学ツアーの開催
・看護職員確保対策等検討会の開催

宮城県 ○ 2,832 2,832 0 直営 2,279

・ガイダンスの開催回数：１回（参加者数：１６８人）
・病院見学ツアーの開催回数：２回（参加者数：７人）
・看護職員確保対策等検討会の開催回数：２回

・ガイダンスの開催回数：１回（参加者数：１６８人）
・病院見学ツアーの開催回数：２回（参加者数：７人）
・看護職員確保対策等検討会の開催回数：１回

49
看護師等養成所運営費補助

※平成26年度計画と併せて実施
看護師等届出制度周知の強化，潜在看護師のニーズ把握と復職に向けた支援
等

宮城県 ○ 7,447 7,447 0 委託 7,602

・ナースセンターにおける普及相談員の配置：２人
・訪問医療機関数（看護師等の届出制度の周知強化）：１５０ヶ所
（潜在看護職員のニーズの把握と復職に向けた支援，啓発活動
の実施）
（看護管理者側のニーズ把握を通した，効率的な人材マッチング）

・ナースセンターにおける普及相談員の配置：２人
・訪問医療機関数（看護師等の届出制度の周知強化）：６２ヶ所

50 就労環境改善研修事業
育児・介護のほかキャリアアップなどの個々のライフステージに対応し働き続けら
れるよう，看護職員及び医療機関管理者等を対象とした研修を行う。

宮城県 ○ 1,303 1,303 0 委託 1,285

・就労環境改善のための研修会：２回（参加人数：のべ１７０人）※
見込み
・雇用の質向上のための研修会：３回（参加人数：１５０人）※各回
５０人定員

・就労環境改善のための研修会：２回（参加人数：のべ１85人）
・雇用の質向上のための研修会：３回（参加人数：56人）※各回５０
人定員

51 看護師勤務環境改善施設整備事業
看護職員の安定確保を図るため，ナースステーションや処置室等の拡張や働き
やすい病棟づくりなど，勤務環境を改善する整備事業を支援する。

宮城県 ○ 87,715 27,497 60,218 0.33 28,356

・対象施設：２施設 ・対象施設：２施設

52 薬剤師確保対策事業
・薬学生に対する宮城県内での就業についての広報
・復職研修の実施や登録制度による就業マッチングによる未就業者の復職支援
・UターンやIターン就職の推奨

宮城県 ○ 7,000 7,000 0 直営・委託 5,379

・薬剤師過疎地域での薬局実習：８回（参加人数　１６人）
・薬剤師過疎地域（被災地含む）修学ツアー：２回（参加人数　５０
人）

・薬剤師過疎地域での薬局実習：８回（参加人数　１５人）
・薬剤師過疎地域（被災地含む）修学ツアー：２回（参加人数　５９
人）

53 歯科衛生士復職支援事業
・復職，就業を希望する歯科衛生士の実態調査等
・未就業の歯科衛生士を対象とした研修会の開催

宮城県歯科医師会 ○ 4,400 2,933 1,467 2/3 1,051

・未就業歯科衛生士対象の研修会の開催：４回（受講者数１００
人）

・未就業歯科衛生士対象の研修会の開催：2回（受講者延べ64
人）

54 歯科技工士の総合的人材確保事業
・新卒者を対象とした基本的な歯科技工研修会の開催
・歯科技工士を対象とした総合的歯科技工研修会の開催

宮城県歯科技工士会 ○ 4,979 3,319 1,660 2/3 1,301

・新卒者対象歯科技工士研修の開催：８回（１回当たり２０名）
・総合的歯科技工研修会の開催：５回（延べ７５人）

・新卒者対象歯科技工士研修の開催：８回（延べ７９人）
・総合的歯科技工研修会の開催：５回（延べ４８人）

55 感染症医療従事者養成事業
医療従事者が感染制御対策に関する専門的な知識や技能を習得するために必
要な研修プログラムの作成等

宮城県 ○ 4,389 4,389 0 委託 0

・研修プログラム（開催回数８回，参加総数３０人を想定） 未実施
※委託先（予定）の体制変動等により，事業の実施が困難となっ
たため，当面の間，当該事業を凍結することとしたもの。
※当該事業は，H30年度計画においても掲載していない。

56 糖尿病対策に係る医療従事者養成事業

・かかりつけ医を対象とした糖尿病性腎症重症化予防を図るための研修会の開
催。
・かかりつけ医と糖尿病専門医との連携強化及び多職種連携を図る会議の開催
・市町村等における糖尿病性腎症重症化予防の取組への専門的助言に係る体
制整備の推進

宮城県 ○ 10,000 10,000 0 委託 1,105

・地区別研修会開催回数：各地区１回以上（原則，保健所単位），
全体１回
・地区別連携会議開催回数：各地区１回以上（原則，保健所単
位），全体１回

・地区別研修会開催回数：全２回
・地区別連携会議開催回数：全２回　（研修会兼）
・全体連絡会議：全１回

医療従事者の離職防止及び再就業の促進を図るため，保育施設の整備・運営
を支援する。

○ 0.33

・対象施設数（整備）：　３施設
・対象施設数（運営）：３０施設

・対象施設数（整備）：　０施設
・対象施設数（運営）：２８施設

・医療業務補助者を配置する医療機関への支援
・勤務環境改善支援センターの運営

○ 委託

・支援対象となる医療業務補助者の配置：８４人
・勤務環境改善支援センターの運営

・支援対象となる医療業務補助者の配置：６４人
・勤務環境改善支援センターの運営92,940127,393 60,480

57 院内保育所施設整備・運営事業 宮城県 90,723

58 勤務環境改善事業 宮城県 187,873

199,998 118,806 81,192

2,56342 助産師人材確保・養成事業 宮城県 5,974 4,114 1,860
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59 小児救急医療体制整備事業
小児救急医の負担軽減を図るため，市町村が実施する休日・夜間の小児救急
医療体制整備に対する支援を行う。

宮城県 ○ 1,526 1,018 508 2/3 1,017

・実施市町村：１市 ・実施市町村：１市

60 小児救急電話相談事業

地域の小児救急医療体制の補強と医療機関の機能分化を推進し，県内どこで
も患者の症状に応じた適切な医療が受けられるようにすることを通じ，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

宮城県 ○ 32,930 32,930 0 委託 34,101

・電話相談件数：１６，８２７件 ・電話相談件数：１７，５８８件

護師やＭＳＷによる入退院業務の一元化を図るとともに，後方支援医療機関と
の連携を強化の上，外部委託による患者搬送体制を整備する。

○ 2/3

・後方支援医療機関への搬送件数：１，０００件 ・後方支援医療機関への搬送件数：775件

5 7 100 1,891,718 1,333,399 558,319 940,615

18,01061 患者搬送体制整備事業
東北大学病院，大崎市民病

院
28,133 18,755 9,378
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