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１ 平成 30 年度事業計画【医療分】 

平成 26 年 6 月に公布施行された地域医療介護総合確保推進法に基づき、平成 26 年度に消費増税分を原

資として造成された富山県地域医療介護総合確保基金を活用した平成 30 年度事業計画について、県内医療

関係者、市町村及び富山県庁関係各課等との協議を踏まえ、次のとおり申請の準備を進めておりますので、

平成 30 年度富山県計画（案）をお諮りします。 

 
２ 基金趣旨 

 団塊世代が後期高齢者となる 2025年を展望して、消費税増収分を財源として、病 

床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者の確 

保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった医療・介護サービスの 

提供体制の改革を推進 

（平成 30 年度国全体で 934 億円（平成 26～29 年度 904 億円）） 

 
３ 対象事業【医療分】 

① 病床の機能分化・連携 

② 居宅等における医療の提供 

③ 医療従事者の確保 

 
 
４ 今後のスケジュール  

年 月 県 国 

29 ９月 事業募集開始  

30 

3月 28日 医療審議会  

4月  事業計画ヒアリング 

6月頃 H㉚計画提出 内示 

 

平成 30 年度地域医療介護総合確保基金事業計画（案） 

（百万円） 

事業区分 事業内容 
H㉚基金額 

（H㉙） 

Ⅰ 病床の機能分化・連携 

・病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備 
・医療介護連携を進める上で必要となる多職種連携のため 
の研修の実施 
・ＩＣＴを活用したネットワーク基盤の整備 

692 
(744) 

Ⅱ 
居 宅
等 に
お け
る 医
療 の
提 供 

在宅医療を支える体制
整備 

・在宅医療の実施に係る拠点の整備 
・在宅医療に係る医療連携体制の運営支援 
・在宅医療推進協議会の設置・運営 
・訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施 
・早期退院・地域定着支援のため精神科医療機関内の委員
会への地域援助事業者の参画支援等 

59 
(45) 

在宅医療（薬剤）を推進
するために必要な事業 

・訪問薬剤管理指導を行おうとする薬局への研修や実施し
ている薬局の周知 

  
 

 

Ⅲ 
医 療
従 事

者 の
確 保 

医師の地域偏在対策の
ための事業 

☆地域医療支援センターの運営 
・地域医療対策協議会における調整経費 

542 
(360) 

診療科の偏在対策、医
科・歯科連携のための事
業 

☆産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確保支
援 

女性医療従事者支援の
ための事業 

☆女性医師等の離職防止や再就業の促進 
・歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の確保対策の推進 

歯科医療従事者の確保
のための事業 

☆歯科衛生士・歯科技工士養成所の施設・設備整備 

看護職員の確保のため
の事業 

☆新人看護職員の質の向上を図るための研修 
☆看護職員の資質の向上を図るための研修 

☆離職防止を始めとする看護職員の確保対策 
☆看護師等養成所における教育内容の向上を図るための体
制整備 

・看護職員が県内に定着するための支援 
・医療機関と連携した看護職員確保対策の推進 

薬剤師の確保のための
事業 

・地域包括ケアの拠点となる病院・薬局における薬剤師の確
保支援 

医療従事者の勤務環境
改善のための事業 

・勤務環境改善支援センターの運営 
☆各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組支援 

計  
1,293 

(1,149) 

☆：平成 25 年度まで国補助事業であったもの 

 

 

平成 26～29 年度地域医療介護総合確保基金の計画額の推移について 

（百万円） 

事業区分 

H㉖～㉙計画 

計画計上額 

H㉖ H㉗ H㉘ H㉙ 計 

Ⅰ 病床の機能分化・連携 61 468 1,120 744 2,393 

Ⅱ 居宅等における医療の提供 263 42 33 45 383 

Ⅲ 医療従事者の確保 628 650 897 360 2,535 

計 952 1,160 2,050 1,149 5,311 

 

平成 30年度地域医療介護総合確保基金事業計画（案）について 
平成 30年３月 28日 

富 山 県 厚 生 部 

資料６ 

○基金スキーム【国全体】

計 934億円

623億円
（国2/3）

311億円
（県1/3）
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地域医療介護総合確保基金【医療分】主要事業一覧 

（百万円） 

区分 事業名 事業内容 実施主体 H㉚ 

Ⅰ 病床の機能 
分化・連携 

回復期機能病床確保事業 
今後必要とされる回復期機能を確保するため、回復期リハビリテーション病床、地域包括ケア病床及び緩和

ケア病床の増床を図る。 
病院 555.0 

○新医療機能分化・連携推進事業 
「一般病床」から「訪問看護ステーション等の在宅サービスを行う施設」への転換、地域医療連携システムの

整備を進め、医療介護連携の推進を図る。 
病院 42.3 

特定診療科医師確保推進事業 
富山大学附属病院に寄附講座を設置し、地域医療構想実現に向けた医療需要の調査分析研究を行うととも

に、特定診療科の医師の派遣調整等を実施。 
富山大学附属病院 40.0 

○新医療・介護連携促進基盤整備事
業 

多職種関係者がタイムリーに診療情報等を共有できる、次世代クラウド型の ICT ツール等情報共有システム
の構築を通じ、多職種連携の強化や質の高いケア、業務効率化などを図る。 

市町村または 
郡市医師会 

15.0 

○拡 訪問看護ステーション連携加速
化事業 

入院から退院、在宅医療への移行過程に携わる病院看護師と訪問看護ステーション職員の人材交流による
相互研修の実施や、連携会議等の開催による連携強化を図る。 

県、県看護協会 5.0 

その他   34.8 

計   692.1 

Ⅱ 居宅等におけ 
る医療の提供 

富山県在宅医療支援センター運営事
業 

「富山県在宅医療支援センター（県医師会委託）」において、在宅医療を担う医師の確保・育成、在宅医療の
普及啓発等に総合的に取り組む。 

県、県医師会 11.8 

在宅医療推進加速化事業 
在宅医療提供体制の整備･充実のため、地域の特性に応じた郡市医師会の先駆的・創造的な取組みを支援

する。 
県、県医師会、 
郡市医師会 

9.5 

あんしん在宅医療 IoT 活用実証事業 
患者・家族の不安軽減や医師・看護師の負担軽減のため、Ｗｅｂカメラやセンサー等を活用した在宅医療を

実証する。 
県 9.4 

その他   28.2 

計   58.9 

Ⅲ 医療従事者の 
確保 

医学生修学資金貸与事業 
将来県内で医師を志す医学生に対し、卒業後の一定期間公的病院等に勤務することを条件とした修学資金

を貸与することにより、県内の医師確保を図る。 
県 176.1 

地域医療再生臨床研修医確保総合
対策事業 

県内の臨床研修病院で構成する連絡協議会において、研修指導体制等の充実に向けた連携強化や医学
生に対する PRなど、各病院が一体となり臨床研修医の確保対策に取り組む。 

臨床研修病院 
連絡協議会 

11.0 

産科医等確保支援事業 
各医療機関が産科医や助産師に対し、分娩取扱件数に応じて支給する手当（分娩手当等）について助成す

ることで、医師等の処遇改善を図り、急激に減少している産科医療機関や産科医等を確保する。 
病院 30.0 

女性医師等支援事業 
近年、女性医師が増加している中、相談窓口を設置し、女性医師のキャリア継続や勤務環境改善を支援す

るとともに、女子医学生等の県内定着等の支援を強化する。 
県、県医師会 7.5 

○新歯科総合学院施設設備整備事業 
県内唯一の歯科衛生士・歯科技工士養成機関である富山歯科総合学院の施設改修・設備更新による教育

環境整備を進め、より一層、質の高い人材の確保・養成を図る。 
県歯科医師会 23.6 

認定看護師教育課程運営事業 
県内に認定看護師教育課程を設置することにより、県内看護師の認定看護師資格取得を促進し、高度な専門性を生

かした看護実践による県全体の看護の質及び看護師の職場定着率の向上を図る。 
県看護協会 9.5 

特定行為研修支援事業 
県外の指定研修機関に看護師を派遣する施設に対し支援することにより、医療機関や在宅医療等において

特定行為を実施できる看護師を計画的に確保する。 
医療機関 1.9 

看護師養成所運営補助事業 
看護師養成所の教育内容の充実を図るための専任教員経費、部外講師謝金及び実習、事務職員経費等の

運営費を補助し、看護職員の養成を支援する。 
看護師養成所 150.5 

病院内保育所運営事業 交代勤務のある医療機関の職員の乳幼児の保育を行い、離職防止及び再就職の促進を図る。 病院 31.3 

その他   100.3 

計   541.7 

計 1,292.7 
 

平成 30年３月 28日 

富 山 県 厚 生 部 



総括 （千円）

Ⅰ 病床の機能分化・連携 （千円）

NO
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Ⅱ 居宅等における医療の提供 （千円）

NO

15

16
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Ⅲ 医療従事者の確保 541,671

合　計 1,292,639

平成３０年度　地域医療介護総合確保基金事業 一覧（案）

区　分 基金額

Ⅰ 病床の機能分化・連携 692,092

Ⅱ 居宅等における医療の提供 58,876

合　　計

合　　計

在宅医療推進訪問薬局支援事業 450 多職種座談会、在宅医療研修会の開催

58,876

重症心身障害児（者）短期入所事業所利用支援事業費 7,168 備品や施設改修、看護師等の雇用費用への支援

精神科病院早期退院支援事業 198 各種会議・研修会の開催軽費への支援

あんしん在宅医療・訪問看護推進会議事業 352 あんしん在宅医療・訪問看護推進会議の設置

訪問看護推進事業 500 多職種事例検討会、看護師の訪問看護ST研修

あんしん在宅医療IoT活用実証事業 9,428 医師の負担軽減等に資するための実証事業

厚生ｾﾝﾀｰ地域包括ｹｱ推進支援事業 1,400 在宅医療現況調査、退院支援ルールづくり等

在宅医療推進加速化事業 9,500 郡市医師会の先駆的・創造的な事業に対する支援

医療系ｼｮｰﾄｽﾃｲ病床確保事業 8,960 緊急時の専用病床を確保

多機能型訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ整備事業 4,000 訪問看護ＳＴの大規模化に対する支援

訪問看護支援強化事業 5,140 訪問看護の相談窓口の設置、PR等

事業名 基金額 事業内容

富山県在宅医療支援ｾﾝﾀｰ運営事業 11,780 在宅医療を担う医師確保・育成、普及啓発等

692,092

 拡 訪問看護ステーション連携加速化事業 5,000 病院看護師の訪問看護STへの出向研修等

 新 医療的ｹｱ児者相談・連携推進ｾﾝﾀｰ運営事業 3,500 相談支援や利用調整等

 拡 小児救急電話相談事業 13,300 休日夜間の小児救急電話相談

看護職員需給見通し策定事業 2,000 実態調査、策定検討会の開催

 新　医療機能分化・連携推進事業 42,334 一般病床から在宅サービス施設への転換支援等

小児在宅医療推進事業 1,650 小児在宅医療を担う医師等への研修

特定診療科医師確保推進事業 40,000 医師需要の調査研究、医師派遣調整等

在宅歯科医療推進事業 1,000 ケアマネジャー等と歯科関係者との連携促進

在宅歯科医療研修事業 1,000 歯科医師、歯科衛生士に対する研修

リハビリ専門職資質向上事業 1,000 リハビリ従事者の階層別研修

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ医療介護連携研修事業 2,500 主任ケアマネジャー等に対する研修

急性期病床等からの転換支援

医療・健診データ等検討分析事業 8,808 レセプト情報等のデータベース化

事業名 基金額 事業内容

回復期機能病床確保事業 555,000

 新 医療・介護連携促進基盤整備事業 15,000 タブレット等の情報共有ツールの導入支援



Ⅲ 医療従事者の確保 （千円）

NO
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富山大学看護学科寄附講座設置事業 26,500

9,516

地域医療支援センター事業

産科医等確保支援事業

1,000

9,500

医師不足病院への医師のあっせん等

30,000 分娩を取扱う医師及び助産師に対する支援

病院内保育所運営事業

認定看護師教育課程設置

富山大学優先枠貸付金

運営費補助

病院勤務看護師を対象とした実践研修の実施

救急科専門医等育成確保事業

31,283

がん専門分野における質の高い看護師育成事業

新人看護職員研修事業

150,450

2,950

看護教員継続研修事業 1,030

医療機関の「勤務環境改善計画」の策定支援等医療勤務環境改善支援センター事業

認定看護師教育課程運営費事業

研修実施病院に対する支援

高度専門看護教育講座、在宅看護学講座

保健師助産師看護師等実習指導者講習会事業 2,009 実習指導者に対する講習

17,142

19,504

事業名 要望額 事業内容

女性医師等支援事業 7,500 相談窓口設置、女性医師勤務病院等への巡回相談等

地域医療再生臨床研修医確保総合対策事業 11,000 臨床研修病院に対する支援、専攻医確保事業等

先進地研修、ドクヘリ等を活用した研修等

新人看護職員指導者研修事業 2,220 指導者研修会、新人看護職員研修推進会議

医学生修学資金貸与事業 176,080 特別枠、特定診療科等従事志望者への貸与

看護学生修学資金貸与事業

専任教員の再教育研修の実施

資質向上実務研修事業 1,304 小規模施設の看護職員に対する研修

特定行為研修支援事業 1,875 研修会受講料負担への支援

看護普及推進事業 770 小・中学校の生徒等の看護体験学習

看護職員職場定着支援事業 1,523 若手看護職員研修会・交流会等

小児救急医療支援事業費補助金 1,052 休日夜間の２次救急医療の実施に対する支援

看護師免許等保持者届出事業 1,580 ナースセンターへの届出情報の登録・管理等

看護職員就業支援事業 3,379 就業支援相談（ハローワーク、ナースセンター）

看護師養成所運営補助事業

歯科衛生士等臨床定着支援事業 1,600 妊娠、出産前後の者を対象とした研修

 新 歯科総合学院施設設備整備事業 23,595 実習用机の更新、実習室の改修等

1,000

運営費補助

2,276

地域医療対策協議会費 974 医療対策協議会開催軽費

薬学部進学に関するセミナー（中学生）

新生児医療担当医確保事業 2,059 ＮＩＣＵ入院の新生児を担当する医師に対する支援

合　　計

1,000

541,671

薬剤業務体験学習事業 薬局や病院での実習（中・高校生）

未来の薬剤師発掘セミナー


