
 

 
 

 

地域医療介護総合確保基金計画について 

(令和元年度医療分） 
 

医療推進課 

 

１ 計画策定の趣旨   

医療機能の分化・連携等の医療提供体制の改革を実現するため、医療介護総合確保法に基づ

いて創設された基金を活用して実施する次の事業の長野県計画を策定するもの 

① 病床機能分化・連携推進事業   

② 在宅医療推進事業   

③ 医療従事者確保事業 

 

２ 目指すべき医療提供体制の方向性  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３ 令和元年度基金計画額 

1,029,417千円（国交付金：686,278 千円、県費：343,139 千円） 

  ※補助事業における補助率…ハード事業：原則1/3 以内、ソフト事業：原則 1/2 以内又は定額 

 

４ 事業期間  

令和元年４月から令和２年３月まで（一部、複数年にわたる事業あり） 

 

2025年：超高齢社会の進展 

① 三大疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞）に対する標準的な急性期医療提供体制が

未だ脆弱な二次医療圏（上小、木曽、大北、北信）が存在 

② 在宅療養や看取りの希望が多い中、提供体制が十分確保されていない状況 

③ 県内の死亡原因において、がん・心疾患等の慢性疾患の割合が増加 

           

① どの医療圏においても県民が標準的な医療を等しく受けられる状況を創出 

② 患者が早期に社会・在宅復帰し、地域で継続的に生活 

③ 病床機能の見直しにより、患者の状態に応じた適切な医療を提供 

改革後の姿（「信州保健医療総合計画」でも掲げている目指すべき姿） 

本
県
の
現
状 

医療機能分化・連携による効率的で質の高い医療提供体制の構築 

資料 ４ 

2025 年：団塊の世代が 75 歳以上（国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1 人が 75 歳以上） 

○ 慢性疾患、複数疾病を抱える患者の増加   ○ 手術のみならず、リハビリの必要性の増大 

○ 在宅で医療を受ける患者の増加 

 



 

５ 計画の内容 
 

① 病床機能分化・連携推進事業 211,372 千円 

  病床の機能分化・連携、医療提供体制改革のために必要な施設・設備整備を支援 
  
  （事業目標） 

   長野県地域医療構想に基づき、医療機能の適切な分化と連携及び医療機関相互の情報を 

共有するシステム整備などによるＩＣＴを活用した医療情報連携を進め、地域全体で医療 

を支える体制を構築すると共に、地域で不足する必要な設備等の充実強化に向けて医療機 

関を支援します。 
 

（主な目標値） 

・地域医療人材拠点病院への医師紹介数：４人 

（地域医療人材ネットワーク構築支援事業） 

・設備整備実施医療機関数：２病院（脆弱二次医療圏・三次医療圏体制強化事業） 

 
 

（主な事業） 

❏ 地域医療人材ネットワーク構築支援事業 ········ 71,343千円 

  （地域の拠点病院への医師の集約、医師不足病院を支援するネットワークの構築への支援） 

❏ がん診療施設設備 整備事業 ··················· 22,357千円 

    （内視鏡ビデオスコープや超音波診断装置等の整備への支援）  

❏ 地域医療構想調整会議事業 ···················· 40,495千円                

  （地域医療構想調整会議開催及びレセプト分析基盤構築費用） 

❏ 脆弱二次医療圏・三次医療圏体制強化事業 ······ 2,511千円                               

  （木曽・大北医療圏における保育器等の医療機器の整備への支援） ほか 

 

② 在宅医療推進事業 117,525 千円 

多職種による在宅医療提供体制の整備、在宅医療に係る人材育成、普及啓発等を支援 
 

   （事業目標） 

可能な限り、住み慣れた地域で療養生活が送れるよう、入院患者への退院支援から退院 

後の日常療養支援、在宅療養患者の症状が急変した時の対応、人生の最終段階の看取りま 

で、医療従事者と介護従事者が連携して、患者や家族を支援していく体制の構築を目指し 

ます。関係者間の連携については、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、理学 

療法士、管理栄養士、介護支援専門員等の多職種の専門性が尊重されるよう取り組みます。 
 

（主な目標値） 

 ・訪問看護師専門研修受講者数：100名（訪問看護支援事業関連） 

・軽症急性期患者や病院外で療養を行う患者への対応を行うことができる医療機関数： 

600医療機関（在宅医療運営総合支援事業関連） 
 

（主な事業） 

❏ 在宅医療設備整備事業 ···················· 3,286千円 

  （ポータブル超音波診断機器や訪問看護用車両等の整備への支援） 

❏ 在宅歯科医療設備整備事業 ················ 2,024千円 

  （在宅歯科医療用ポータブルレントゲン機器の整備への支援） 

❏ 薬剤師を活用した在宅医療推進研修会 ······ 564千円   

  （薬剤師の在宅医療推進研修会等の開催）  

❏ 在宅医療運営総合支援事業 ················ 75,828千円 



 

  （往診・看取りなどを実施する医療機関への運営費の支援、当番医制による看取りの体制を

構築・運営する郡市医師会への支援）    ほか 

 

③ 医療従事者確保事業 700,520 千円 

    医師の地域・診療科偏在対策、勤務環境の改善、看護師の養成等を支援 
 

 （事業目標） 

   身近な地域で安心して医療を受けることができるよう、即戦力となる医師、看護師をは 

じめとする医療従事者の確保を図るともに、人材の育成を進めるなど、医療従事者の絶対 

数の確保を図ります。また、離職防止による人材確保の観点から、医療従事者の勤務環境 

改善に取り組む医療機関を支援します。 
 

（主な目標値） 

 ・令和２年度地域枠入学者数に対するキャリア形成プログラム 

参加医師数の割合：10割（信州医師確保総合支援センター関連） 

・ナースバンクの新規登録者数：700人以上（ナースセンター事業） 
 

（主な事業） 

 ❏ 産科医等確保支援事業 ························ 44,561千円 

      （産科医療機関が行う産科医等に対する分娩手当等支給に要する経費に対する支援） 

❏ 信州医師確保総合支援センター運営事業 ········ 31,581千円 

      （医師等のキャリア形成支援、医学生修学資金貸与者等の研修先や勤務先の配置調整 

に要する経費に対する支援） 

❏ ナースセンター運営事業 ······················ 16,607千円  

（定年退職者など豊富な経験を有する看護職員（プラチナナース）の再就業に向けた研修 

やマッチングを実施）    

❏ 看護師等養成所運営費補助金 ·················· 146,671千円 
（看護専門学校の運営費への支援）                                            ほか 

 
 
 



（別紙）令和元年度地域医療介護総合確保基金計画一覧（医療分） (単位：千円）

R1

計画額

211,372

5,854

706

39,789

40,766

22,357

2,273

2,511

1,257

1,402

7,722

2,425

659

1,240

3,537

2,700

4,000

71,343

831

117,525

7,387

75,828

2,500

地域医療ネットワーク活用推進事業
　（地域における医療情報連携を目的としたネットワークシステム及び情報端末の整備への支援）

地域医療構想調整会議事業
　（県単位の地域医療構想調整会議を開催）

健康長寿ビッグデータ分析・活用事業【新】
　（健康・医療・介護のレセプトデータ等の分析基盤を構築し県施策の推進に係る基礎分析等を実
施）

在宅医療人材育成基盤整備事業
　（多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成の好事例の情報共有と地域への普及活動）

がん医療提供体制施設設備整備事業
　（がん診療連携拠点病院等のがん診療に要する施設・設備整備への支援）

がん診療施設設備整備事業
　（脆弱二次医療圏における病院のがん診療に要する施設・設備整備への支援）

歯科保健医療機器整備事業
　（専門的口腔ケアの充実及び口腔機能管理体制強化のための機器整備の支援）

脆弱二次医療圏・三次医療圏体制強化事業
　（二次・三次医療圏における医療提供体制が脆弱な分野の強化に係る施設・設備整備への支援）

院内助産所施設・設備整備事業
　（院内助産所または助産師外来の設置に必要な施設・設備に対する支援）

医学的リハビリテーション施設設備整備事業
 （リハビリテーション機能の充実に要する施設・設備整備に対する支援）

在宅医療実施拠点整備事業
　（在宅医療を担う医師・訪問看護師等との連携体制構築や拠点整備に要する機器整備等への支
援）

在宅医療連携推進モデル事業
  (在宅医療コーディネータ―を活用した在宅医療従事者間の連携体制の強化)

在宅医療介護連携推進支援事業
 （市町村における在宅医療介護連携推進の取組を促進するための研修会等の実施）

在宅医療推進協議会等設置運営支援事業
　（多職種による地域の在宅医療に係る協議会、連携体制整備のための検討会等への支援）

在宅歯科保健医療研修事業
　（在宅療養患者のための口腔ケアや摂食嚥下訓練等に関する研修会等の実施に対する支援）

病床機能転換に係る看護体制強化事業
　（認知症、皮膚・排泄ケア、感染管理などの看護技術の取得に要する経費への補助）

地域医療人材ネットワーク構築支援事業【拡】
　（地域の拠点病院への医師の集約、医師不足病院を支援するネットワークの構築）

長野県地域医療対策協議会
　（医師の確保・定着及び地域医療の充実を図るための対策について検討する協議会の運営）

在宅療養退院支援事業
　（患者の退院・在宅療養への移行調整を行う専任職員の配置等への支援）

在宅医療運営総合支援事業
　（県医師会が行う、往診や看取りを実施・支援している医療機関、当番制による在宅看取り体制を
　 構築・運営する　郡市医師会に対する補助事業への支援）

がん相談連携病院設置運営事業
　（大北医療圏におけるがん患者の相談支援センターの設置・運営への支援）

事業名（事業概要）

　　事業区分Ⅰ　病床機能分化・連携推進事業

　　事業区分Ⅱ　在宅医療推進事業（在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業）



R1

計画額
事業名（事業概要）

14,934

2,557

912

888

4,001

400

1,764

480

2,024

564

3,286

700,520

31,581

6,849

14,400

9,000

44,561

736

1,754

2,000

2,104

2,277

1,757

在宅難病患者コミュニケーション支援事業
　（在宅難病患者支援を行う医療機関等向けの研修の実施及び支援に必要な機器の貸出等）

精神障がい者在宅アセスメントセンター事業
　（緊急医療相談の受付、医療機関の紹介、支援プログラムの策定等による在宅患者への支援）

在宅医療普及啓発・人材育成研修事業
　（在宅医療に対する医療関係者の知識等の充実、地域住民への普及啓発活動への支援）

在宅歯科医療設備整備事業
　（在宅歯科診療用の医療機器等の整備に対する支援）

薬剤師を活用した在宅医療推進研修等事業
　（薬剤師のフィジカルアセスメントに係る実習形式の研修会等の実施に対する支援）

在宅医療設備整備事業
  （訪問診療・看護に必要な医療機器・車両・情報端末等の整備に対する支援）

信州医師確保総合支援センター運営事業
　（医師等のキャリア形成支援、医学生修学資金貸与者等の研修先や勤務先の配置調整）

生活習慣病医療連携体制基盤整備事業
　（脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病等の生活習慣病における地域連携クリティカルパスの導入推進）

訪問看護支援事業
　（訪問看護師向けの研修実施、訪問看護事業者からの相談対応、ネットワーク構築支援等）

訪問看護師育成・強化事業
　（訪問看護ＳＴスタッフの認定看護師の資格取得に要する経費への補助）

在宅歯科医療連携室整備事業
　（在宅歯科診療や口腔ケア指導等の相談を受け付ける窓口の運営等）

地域在宅歯科医療実施拠点事業
　（在宅歯科診療に関する相談や地域支援センターとの連携等を行う拠点の整備に対する支援）

長期連休時における精神保健指定医待機事業
　（医療機関の休診日が連続する特定期間における精神保健指定医の確保）

医科歯科連携研修事業
　（医科分野と歯科分野が連携した歯周病等による疾患憎悪に関する研修会等の実施）

医療従事者が働きやすい環境整備推進事業
　（宿日直の軽減や育児中の医療従事者の病児等のケアサービスに要する経費への補助）

女性医師総合支援事業
　（女性医師のライフステージや希望に添った勤務・キャリア形成・生活に関する総合的支援）

長野県ドクターバンク事業
　（医師の無料職業紹介）

長野県医学生修学資金等貸与事業
　（将来県内の医療機関で医師として勤務・研修しようとする医学生に対する修学資金の貸与等）

医師研究資金貸与事業
　（即戦力となる産科医やがん専門医を確保するための医師研究資金等の貸与等）

産科医等確保支援事業
　（分娩を取扱う産科医の処遇改善のための手当等支給への支援）

歯科医療関係者人材育成支援事業
　（離職した歯科医療関係者の復職支援等の取組に対する支援）

薬剤師復職・就業支援事業
　（薬剤師復職支援策を検討する協議会の開催、未就業薬剤師向け広報活動、相談会等の実施）

　　事業区分Ⅲ　医療従事者確保事業（医師、看護師等の確保・養成のための事業）



R1

計画額
事業名（事業概要）

31,828

5,531

16,607

6,045

2,881

1,097

2,940

2,493

897

273

2,466

868

1,063

328

146,671

281

146,051

5,586

63,503

128,708

17,384

1,029,417

保健師専門研修事業
　（地域住民の多様な健康ニーズや課題に対応できる保健師を養成するための研修を実施）

新人看護職員研修指導体制整備事業
　（教育指導者や新人看護職員数に応じた教育担当者の配置等への助成）

新人看護職員研修事業
　（新人看護職員向けの集合研修や新人看護職員の教育担当者向けの研修の実施）

ナースセンター運営事業
　（定年退職者など豊富な経験を有する看護職員（プラチナナース）の再就業に向けた研修やマッチ
ングを実施）

特定行為研修受講支援事業
　（訪問看護師が医師の判断を待たずに行える特定行為の研修受講経費に対する支援）

看護人材育成推進事業
　（看護職への研修体系を検討する協議会の運営、研修実施に対する相談・支援のためのアドバイ
ザー派遣）

助産師支援研修会
　（助産師のスキルアップに必要な知識・技術の習得のための研修会開催）

看護職員専門分野研修 《認定看護師養成講座》
　（認定看護師養成講座の運営経費）

看護学生等実習指導者養成講習会
　（看護師等養成所の実習指導者を養成するための研修会を実施）

看護教員養成講習会事業

令和元年度計画額

看護師等養成所施設整備事業＜R1執行事業102,803千円＞＜R2執行事業43,248千円＞
　（看護師等養成所の施設整備に対する支援）

医療勤務環境改善支援センター運営事業
　（勤務環境の改善に向けた取組を行う医療機関に対する総合的な支援体制の構築）

病院内保育所運営費補助金
　（病院内保育所の運営費に対する支援）

医療従事者勤務環境改善施設設備整備事業＜R1執行事業119,726千円＞＜R2執行事業8,982千円＞
　（業務の効率化・負担軽減のための医局改修や文書作成システム等の施設・設備整備に対する支
援）

小児救急電話相談事業
　（小児急病時における電話相談体制の確保や対処法に関する普及啓発）

医療従事者救急技能向上支援事業
　（医療従事者の救命措置に関する資格取得に要する経費への補助）

医療的ケア児等の災害時等支援体制構築事業【新】

医療的ケア児等の支援医療人材育成事業【新】

看護補助者活用推進研修事業
　（看護補助者の効果的な活用に関する研修や看護補助者の教育研修の実施）

看護師等養成所運営費補助金
　（看護専門学校等の運営費に対する支援）

看護職員等確保対策施設整備事業 《看護師勤務環境改善施設整備関係》
　（更衣室の改修等の勤務環境の改善を図るための施設整備に対する支援）


