
資料５－２

：事業者提案事業（提案の内容をそのまま掲載）

：県事業

施設 設備 ソフト 総事業費 基金充当額 事業者負担

371,720 116,434 255,286

1 1
病床機能分化・連携促進調査事業【県提
案】

各医療圏において病床機能に係る調査・分析を
行い，その結果を共有することで各医療機関の適
切な病床機能の転換を促進する。

宮城県 新 ○ 7,882 7,882 0 委託

2 2 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 宮城県 ○ 291,590 67,357 224,233 0.33

3 3 院内口管理腔体制整備事業 院内口腔管理に特化した歯科衛生士の配置。 石巻赤十字病院 ○ 20,000 13,333 6,667 2/3
※３～8は「院内口腔管理体制整備事
業」としてパッケージ化して国へ申請

4 3 院内口腔管理体制整備事業 院内口腔管理に特化した歯科衛生士の配置。 大崎市民病院 ○ 20,912 6,971 13,941 2/3
※３～8は「院内口腔管理体制整備事
業」としてパッケージ化して国へ申請

5 3 院内口腔管理体制整備事業 院内口腔管理に特化した歯科衛生士の配置。
独立行政法人国
立病院機構仙台
医療センター

○ 9,288 6,192 3,096 2/3
※３～8は「院内口腔管理体制整備事
業」としてパッケージ化して国へ申請

6 3 院内口腔管理体制整備事業 院内口腔管理に特化した歯科衛生士の配置。
みやぎ県南中核
病院

○ 2,880 1,920 960 2/3
※３～8は「院内口腔管理体制整備事
業」としてパッケージ化して国へ申請

7 3 院内口腔管理体制整備事業 院内口腔管理に特化した歯科衛生士の配置。

独立行政法人
労働者健康安全
機構　東北労災
病院

○ 3,022 2,015 1,007 2/3
※３～8は「院内口腔管理体制整備事
業」としてパッケージ化して国へ申請

8 3 周術期口腔支援センターの設置
医科歯科連携を加速する為の周術期口腔支援
センターの運営と地域における講習会の開催。

東北大学病院 ○ 16,146 10,764 5,382 2/3
※３～8は「院内口腔管理体制整備事
業」としてパッケージ化して国へ申請

592,354 542,738 49,616

9 4
かかりつけ医の在宅医療実施支援事業（旧
往診を実施するかかりつけ医への支援）【県
提案】

往診等を提供する患者数を増加させた医療機関
の支援

宮城県 ○ 45,683 45,683 0 委託
※9～10は「在宅医療提供体制整備
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

10 4 在宅医療推進設備整備事業【県提案】
訪問診療に必要なポータブル医療機器等の整備
支援

宮城県 ○ 38,000 19,000 19,000 1/2
※9～10は「在宅医療提供体制整備
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

11 5 病診・診診連携体制の構築支援【県提案】
郡市医師会による検討の場や事業実施への支
援

宮城県 ○ 85,652 85,652 0 定額
※11～14は「在宅医療連携拠点整
備事業」としてパッケージ化して国へ
申請

個別
事業
番号

国個
票番
号

地域医療介護総合確保基金（医療分）平成３０年度計画事業一覧

※最終的な基金充当額については，
①事業内容の精査により対象外経費の
控除
②国からの内示状況による調整
以上の２点を踏まえたうえで決定する

補助率
等

備考

Ⅰ　病床の機能分化・連携

H30事業費（千円）
事業名 事業概要 事業提案主体 新規

事業性質

平成３０年度地域医療介護総合確保計画（案）（医療分）に関する事業の一覧

Ⅱ　在宅医療の推進
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施設 設備 ソフト 総事業費 基金充当額 事業者負担

個別
事業
番号

国個
票番
号

補助率
等

備考
H30事業費（千円）

事業名 事業概要 事業提案主体 新規
事業性質

12 5
全員参加型医療オープンメディカルコミュニ
ティ

①在宅医療・介護連携体制の構築，②総合診療
教育プログラムによる医師招聘，③地域住民へ
の啓蒙・広報

医療法人社団や
まと

○ 19,523 12,341 7,182 2/3
※11～14は「在宅医療連携拠点整
備事業」としてパッケージ化して国へ
申請

13 5
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

①仙南医療介護福祉連携協議会の設置・運営，
②在宅リハ及び栄養管理ネットワークの運用，③
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

みやぎ県南中核
病院

○ 8,627 5,751 2,876 2/3
※11～14は「在宅医療連携拠点整
備事業」としてパッケージ化して国へ
申請

14 5
宮城県医師会地域包括ケア推進支援室の
設置・運営

①郡市医師会，医療関係団体との連絡支援会
議，②各地区視察の実施により，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。

公益社団法人
宮城県医師会

○ 5,112 5,112 0 10/10
※11～14は「在宅医療連携拠点整
備事業」としてパッケージ化して国へ
申請

15 6
地域包括ケア地域課題等調整会議【県提
案】

保健福祉事務所単位での検討の場の設置 宮城県 ○ 1,500 1,500 0 直営
※15～19は「在宅医療推進協議会
設置・運営事業」としてパッケージ化し
て国へ申請

16 6 在宅医療連携推進懇話会【県提案】 関係者による懇話会の設置 宮城県 ○ 506 506 0 直営
※15～19は「在宅医療推進協議会
設置・運営事業」としてパッケージ化し
て国へ申請

17 6 仙南地域医療・介護連携推進事業
医療・介護関係者を構成員とした会議及び講演
会，研修会等の開催

仙南地域医療対
策委員会

○ 1,200 1,200 0 10/10
※15～19は「在宅医療推進協議会
設置・運営事業」としてパッケージ化し
て国へ申請

18 6 石巻在宅医療・介護情報連携協議会事業

地域医療構想に基づき、在宅医療を推進するた
めのICTを活用した急性期病院、在宅医療、介護
の情報連携ネットワークの発展に向けた委員会・
勉強会の開催とコーディネーター人材の配置。

一般社団法人 石
巻市医師会

○ 7,491 4,994 2,497 2/3
※15～19は「在宅医療推進協議会
設置・運営事業」としてパッケージ化し
て国へ申請

19 6 宮城県地域医療学会の設置・運営
地域医療に係る問題点等について，多職種連携
により学会形式で討論する。

公益社団法人
宮城県医師会

○ 6,800 6,800 0 10/10
※15～19は「在宅医療推進協議会
設置・運営事業」としてパッケージ化し
て国へ申請

20 7 多職種人材育成研修会【県提案】 多職種での研修会の開催 宮城県 ○ 834 834 0 委託
※20～25は「在宅医療人材育成事
業」としてパッケージ化して国へ申請

21 7
在宅医療従事医師育成事業（旧総合診療
医の育成事業）【県提案】

在宅医療を担う医師の育成を行う医療機関の支
援

宮城県 ○ 27,219 27,212 7 定額
※20～25は「在宅医療人材育成事
業」としてパッケージ化して国へ申請

22 7 在宅医療対応力向上研修【県提案】
在宅医療に関する基礎知識や技術的な研修の
実施

宮城県 ○ 4,130 4,130 0 委託
※20～25は「在宅医療人材育成事
業」としてパッケージ化して国へ申請

23 7 在宅医療に係る医療連携体制の運営 効率的な医療提供のための多職種連携事業
医療法人金上仁
友会

○ 5,289 3,526 1,763 2/3
※20～25は「在宅医療人材育成事
業」としてパッケージ化して国へ申請

24 7 在宅医療研修会
宮城県塩釜医師会が主導となり、この地区の医
師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護職等を対
象とした在宅医療に関する研修会を開催する。

公益社団法人宮
城県塩釜医師会

○ 386 257 129 2/3
※20～25は「在宅医療人材育成事
業」としてパッケージ化して国へ申請
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施設 設備 ソフト 総事業費 基金充当額 事業者負担

個別
事業
番号

国個
票番
号

補助率
等

備考
H30事業費（千円）

事業名 事業概要 事業提案主体 新規
事業性質

25 7
在宅医療関係者の多職種研修事業（在宅
人工呼吸器及び排痰補助装置の取扱いな
ど等）

・往診医と訪問看護ステーションの看護師、理学
療法士、作業療法士、介護支援専門員、ヘル
パーを対象とした研修会の開催

独立行政法人
国立病院機構
仙台西多賀病院

○ 2,000 1,333 667 2/3
※20～25は「在宅医療人材育成事
業」としてパッケージ化して国へ申請

26 8 訪問看護推進事業
①訪問看護推進協議会の開催，②訪問看護事
業所・医療機関看護師相互研修の実施，③訪問
看護の役割の普及啓発

宮城県 ○ 1,035 1,035 0 委託
※26～27は「訪問看護推進事業」と
してパッケージ化して国へ申請

27 8
訪問看護人材確保・育成支援事業【県提
案】

訪問看護に関心のある看護師や潜在看護師の
復職研修，訪問看護の体験実習，育成研修の実
施。コールセンターを開設し，訪問看護師の相談
に対応する。

宮城県 ○ 10,838 10,838 0 委託
※26～27は「訪問看護推進事業」と
してパッケージ化して国へ申請

28 9 看護師特定行為研修支援事業【県提案】 指定研修施設へ職員を派遣する経費への補助 宮城県 新 ○ 8,000 4,000 4,000 1/2
※28～29は「看護師特定行為研修
支援事業」としてパッケージ化して国
へ申請

29 9
特定行為研修修了看護師による特定行為を
活かした効果的地域在宅医療支援システム
の確立事業

特定看護師が病院と在宅等で効率的に特定行
為を実施することや、高いアセスメント力を活かし
患者管理を行える体制を構築する。

登米市 ○ 8,431 8,431 0 １０／１０
※28～29は「看護師特定行為研修
支援事業」としてパッケージ化して国
へ申請

30 10 訪問看護師の育成支援【県提案】 訪問看護未経験の看護師の育成支援 宮城県 ○ 27,784 27,784 0 定額

31 11 在宅歯科医療推進設備整備事業【県提案】 在宅歯科医療を推進するための設備整備 宮城県 ○ 13,500 6,750 6,750 1/2

32 12 在宅歯科医療連携室整備事業
①「みやぎ訪問歯科相談室」の設置・運営，②研
修会の開催，③普及啓発経費

宮城県 ○ 12,500 10,000 2,500 委託・2/3

33 13 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
体制を構築し，在宅支援事業所等からの受入要
請に対応する。

宮城県病院協会 ○ 242,157 242,157 0 10/10

34 14 医療機関からの訪問看護出向事業

病棟・外来などで働く看護師が，一定期間病院に
在籍したまま訪問看護ステーションに出向するこ
とで，在宅に必要な知識・技術を習得。また，訪
問看護ステーションに一定期間のマンパワーを補
充する。

公益社団法人宮
城県看護協会

新 ○ 1,425 1,425 0 10/10

35 15
地域医療推進のための薬局・薬剤師アクショ
ンプラン

薬局における認知症予備軍の早期発見，多職種
連携の強化，地域での見守り体制への参加等。

一般社団法人
仙台市薬剤師会

○ 2,254 1,502 752 2/3

36 16
在宅および障がい児・者歯科医療連携室推
進事業

①医療・介護多職種連携連絡協議会の開催，②
障がい児・者歯科医療の推進に関する多職種連
携研修会の開催。

一般社団法人宮
城県歯科医師会

○ 4,478 2,985 1,493 2/3

1,508,514 969,835 538,679Ⅳ　医療従事者の確保
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施設 設備 ソフト 総事業費 基金充当額 事業者負担

個別
事業
番号

国個
票番
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補助率
等
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H30事業費（千円）

事業名 事業概要 事業提案主体 新規
事業性質

37 17 地域医療提供体制整備支援事業【県提案】
地域の医療機関に対する内科医等の派遣に係る
支援。

宮城県 ○ 57,000 38,000 19,000 2/3
※37～38は「医療従事者育成事業」
としてパッケージ化して国へ申請

38 17 小児科医師育成事業【県提案】 小児科医の養成・配置に係る支援。 宮城県 ○ 42,000 28,000 14,000 2/3
※37～38は「医療従事者育成事業」
としてパッケージ化して国へ申請

39 18 かかりつけ医で働く看護職への研修事業
かかりつけ医（診療所）で働く看護職員を対象とし
た研修会の開催

公益社団法人宮
城県看護協会

○ 1,215 1,215 0 10/10
※39～43は「看護職員等育成支援
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

40 18 医療機関等の看護管理機能向上支援
医療機関の看護管理者（看護師長相当以上）を
対象とした研修会の開催。

公益社団法人宮
城県看護協会

○ 1,500 1,500 0 10/10
※39～43は「看護職員等育成支援
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

41 18
高齢者ケア施設・在宅領域で働く看護職員
研修事業

①高齢者ケア施設で働く看護管理者・看護職員
研修会の開催，②病院と高齢者ケア施設間の研
修の開催

公益社団法人宮
城県看護協会

○ 2,608 2,608 0 10/10
※39～43は「看護職員等育成支援
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

42 18 准看護師のキャリアUP支援事業
①准看護師を対象としたキャリアアップ研修の開
催，②相談及び情報提供事業

公益社団法人宮
城県看護協会

○ 1,530 1,530 0 10/10
※39～43は「看護職員等育成支援
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

43 18
医療機関と連携した看護・介護職員の資質
向上を図るための研修

・圏域の他職種を対象にした「地域公開講座」の
開催
・圏域の他職種と対象にした「出張講座」の開催

みやぎ県南中核
病院

○ 250 166 84 2/3
※39～43は「看護職員等育成支援
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

44 19 医科歯科連携事業

①がん患者及び糖尿病患者と歯科との関連に係
る講習会の実施②大学病院等と連携し，がん拠
点病院のない地域における医科歯科連携システ
ムを整備する。

一般社団法人宮
城県歯科医師会

○ 4,197 2,798 1,399 2/3

45 20 医師育成機構運営事業
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，各医師のキャリア形成に
配慮したモデルプランの作成。

宮城県 ○ 36,083 36,083 0 直営・委託

46 21
周産期医療医師確保・配置支援事業【県提
案】

産科医の育成機能を担う東北大学病院の機能
強化を進め，医師配置を維持・継続するため，総
合周産期母子医療センターの運営を補助するも
の。

宮城県 新 ○ 61,113 20,371 40,742 1/3
※46～51は「周産期医療従事者確
保・育成支援事業」としてパッケージ化
して国へ申請

47 21
医師事務作業補助者配置支援（周産期）
【県提案】

周産期母子医療センターにおける医師事務作業
補助者の配置に要する経費を支援する。

宮城県 ○ 21,600 14,400 7,200 2/3
※46～51は「周産期医療従事者確
保・育成支援事業」としてパッケージ化
して国へ申請

48 21 産科救急勤務医支援事業【県提案】
周産期母子医療センター等に勤務する産科医，
小児科医（新生児科医）の処遇改善を行い，医
師の定着を図るもの

宮城県 新 ○ 14,001 4,667 9,334 1/3
※46～51は「周産期医療従事者確
保・育成支援事業」としてパッケージ化
して国へ申請

49 21 新生児医療担当医確保支援事業【県提案】
NICUにおいて新生児医療に従事する医師の処遇
改善を行い，医師の定着を図るもの

宮城県 新 ○ 12,081 4,027 8,054 1/3
※46～51は「周産期医療従事者確
保・育成支援事業」としてパッケージ化
して国へ申請

50 21
周産期医療従事者育成・再教育事業【県提
案】

分娩取扱い，産科救急の実技トレーニングプログ
ラム，新生児蘇生トレーニングプログラム，胎児心
エコー実技講習の実施により周産期医療関係者
の対応力の向上を図る。

宮城県 ○ 3,000 3,000 0 委託
※46～51は「周産期医療従事者確
保・育成支援事業」としてパッケージ化
して国へ申請
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51 21 産科医等確保支援事業
産科医等に対し，給与規定上，分娩手当の支給
をしている医療機関に補助を行うことで，産科・産
婦人科医師の定着を図る。（通常分娩の場合）

宮城県 ○ 99,999 33,333 66,666 1/3
※46～51は「周産期医療従事者確
保・育成支援事業」としてパッケージ化
して国へ申請

52 22 救急医療専門領域研修
二次救急医療機関の医師の対応力向上に向け
た研修を実施する。

宮城県 ○ 1,761 1,761 0 委託

53 23 新人助産師多施設合同研修事業
単独で新人助産師研修が実施困難な病院等の
新人助産師を対象に合同で研修を行い，助産技
術の向上等を図る。

宮城県 ○ 1,008 1,008 0 委託
※53～55は「助産師人材確保・養成
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

54 23
助産師人材育成・再教育研修事業【県提
案】

助産師を対象に，周産期医療に必要な技術の習
得及び向上を図るための研修を開催する。

宮城県 ○ 1,146 1,146 0 委託
※53～55は「助産師人材確保・養成
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

55 23 助産師出向助成事業【県提案】
助産師の助産実践能力強化を図るために行う人
材交流又は出向事業について，その費用を補助
する。

宮城県 ○ 3,920 1,960 1,960 1/2
※53～55は「助産師人材確保・養成
事業」としてパッケージ化して国へ申
請

56 24 女性医師等就労支援事業
女性医師の当直・休日勤務免除等に対する代替
職員の人件費及び復職を希望する女性医師へ
の復職研修に要する経費を補助する。

宮城県 ○ 44,560 22,280 22,280 1/2

57 25 専任教員養成講習会事業
看護師養成所の教員資格を取得するための講
習会

宮城県 新 ○ 33,171 20,199 12,972 直営

58 26 看護師等養成所運営費補助 県内看護師等養成所に対する補助 宮城県 ○ 170,062 170,062 0 定額

59 27 看護師等実習指導者講習会
看護学生の臨地実習を受け入れる病院等の実
習指導者の養成

宮城県 ○ 3,600 3,600 0 委託

60 28
短時間勤務看護職員雇用促進補助事業
【新規事業】

短時間勤務看護職員を雇用した医療機関に対
する助成を行い、多様な就業形態導入及び勤務
環境改善を促進する。

宮城県 新 ○ 14,040 7,020 7,020 1/2
※60～62は「潜在看護師等人材確
保促進事業」としてパッケージ化して
国へ申請

61 28
看護師等届出制度の運用（旧改正看護師
等人材確保促進事業）

届出制度の周知、ニーズ把握と復職支援 宮城県 ○ 15,207 15,207 0 委託
※60～62は「潜在看護師等人材確
保促進事業」としてパッケージ化して
国へ申請

62 28 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支援 宮城県 ○ 1,230 1,230 0 委託
※60～62は「潜在看護師等人材確
保促進事業」としてパッケージ化して
国へ申請

63 29 認定看護師課程派遣助成事業【県提案】 認定看護師課程派遣に伴う経費の補助 宮城県 新 ○ 18,430 9,215 9,215 1/2

64 30 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 ○ 26,192 13,096 13,096 1/2
※64～68は「新人看護職員研修事
業」としてパッケージ化して国へ申請

65 30 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 ○ 1,222 1,222 0 委託
※64～68は「新人看護職員研修事
業」としてパッケージ化して国へ申請
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66 30 新人看護職員多施設合同研修事業

単独で新人看護職員研修が実施困難な中小規
模病院等の新人看護職員を対象に各地域で研
修会を開催し，看護の質向上と新人看護職員間
の交流を深め，早期離職防止を図る。

宮城県 ○ 1,640 1,640 0 委託
※64～68は「新人看護職員研修事
業」としてパッケージ化して国へ申請

67 30 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，多様な
勤務形態の普及啓発を図る。

宮城県 ○ 1,310 1,310 0 委託
※64～68は「新人看護職員研修事
業」としてパッケージ化して国へ申請

68 30 看護職員需給見通し策定事業【県提案】
2025年における看護職員需給見通しを，検討会
を開催し，幅広い意見をもらいながら策定する。

宮城県 ○ 3,036 3,036 0 直営
※64～68は「新人看護職員研修事
業」としてパッケージ化して国へ申請

69 31 看護職員県内定着促進事業【県提案】
看護職員の地域偏在解消のための事業及び検
討会の開催

宮城県 ○ 1,255 1,255 0 直営

70 32 看護師勤務環境改善施設整備事業

ナースステーションの拡充，処置室及びカンファレ
ンスルーム等の拡張や新設等看護職員が働きや
すい合理的な病棟づくりなど勤務環境改善整備
に対し補助するもの。

宮城県 ○ ○ 127,591 42,105 85,486 0.33

71 33
医療勤務環境改善支援センターの設置・運
営【県提案】

①医療業務補助者の配置に要する経費支援，
②研修会参加経費支援，③勤務環境改善相談
窓口業務，④勤務環境改善に関する調査，周
知，啓発等の実施

宮城県 ○ 4,811 4,811 0 委託

72 33 医療業務補助者配置支援【県提案】
医師・看護師等の業務を補助する医療業務補助
者の配置に要する経費を支援する。

宮城県 ○ 220,320 146,880 73,440 2/3

73 34 病院内保育所施設整備事業
病院及び診療所に従事する職員のために保育施
設を整備する事業に対して補助するもの。

宮城県 ○ ○ 42,261 13,946 28,315 0.33
※73～74は「院内保育所施設整備・
運営事業」としてパッケージ化して国
へ申請

74 34 病院内保育所運営事業
病院及び診療所に従事する職員のために保育施
設を運営する事業に対して補助するもの。

宮城県 ○ 189,140 126,093 63,047 2/3
※73～74は「院内保育所施設整備・
運営事業」としてパッケージ化して国
へ申請

75 35 小児救急医療体制整備事業
市町村が実施する小児救急医療支援事業に対
し補助するもの

宮城県 ○ 1,527 1,018 509 2/3
※75～76は「小児救急医療体制整
備事業」としてパッケージ化して国へ
申請

76 35 小児救急電話相談事業
小児患者の保護者等向けの電話相談体制の整
備

宮城県 ○ 32,930 32,930 0 委託
※75～76は「小児救急医療体制整
備事業」としてパッケージ化して国へ
申請

77 36 医学生交流支援事業【県提案】
東北医科薬科大学医学生の本県の地域医療に
対する意識醸成・ネットワーク形成をはかり、県内
定着を推進する。

宮城県 新 ○ 1,000 1,000 0 直営

78 37 医師を志す高校生支援事業【県提案】

医師不足解消のため，将来，本県の医師として
活躍する志を持った人材の育成を目的に，医学
部入学に対応した志の育成，学力の向上に向け
た事業

宮城県 ○ 4,500 4,500 0 直営・委託
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79 38
糖尿病対策に係る医療従事者養成事業【県
提案】

糖尿病重症化予防に関して必要な知識や技能を
習得するために必要な研修及び会議等を開催す
る。

宮城県 ○ 10,000 10,000 0 委託

80 39 てんかん地域診療連携体制整備事業

てんかん患者が地域で専門医療に結びつくよう，
地域の医療機関や住民からの相談窓口を設置
する。
てんかん診療拠点病院を中心とした診療ネット
ワークを構築し，関係機関間における情報提供・
連携を図る。

宮城県 新 ○ 2,500 2,500 0 委託

81 40 薬剤師確保対策事業【県提案】
薬学生に対する県内就業促進，中高生に対する
薬剤師地域偏在対策のための人材育成事業

宮城県 ○ 6,400 6,400 0 直営・委託

82 41
新生児医療研修センターの設置による新生
児科指導医の養成

①教育セミナー受講，②メディカル・コーチングの
トレーニング・コース履修，③専門医資格取得に
向けた勤務，⑤学位取得に向けた研究の実施。

東北大学病院 ○ 33,340 22,226 11,114 2/3
※82～83は「小児医療従事者確保・
育成支援事業」としてパッケージ化し
て国へ申請

83 41
小児救急医療と発達障害診療の充実をめざ
す診療支援及び研修事業

医療提供体制の構築が遅れている小児医療救
急と発達障害診療を重点的に充実させることを
目的とし，これらに関する研修事業を実施する拠
点を設置する。

東北大学病院 ○ 38,500 25,666 12,834 2/3
※82～83は「小児医療従事者確保・
育成支援事業」としてパッケージ化し
て国へ申請

84 42 救急科専門医養成・配置事業

①救急・集中治療に携わる若手医師を育成し，
救急科専門医の資格取得を推進する。②救急科
専門医を取得した医師を県内の救命救急セン
ターに派遣する。

東北大学病院 ○ 18,900 12,600 6,300 2/3

85 43 フライトナース養成事業
フライトナースの人材確保及び養成のため，資格
取得を支援する。

独立行政法人国
立病院機構仙台
医療センター

○ 814 542 272 2/3
※85～87は「フライトドクター・ナース
養成事業」としてパッケージ化して国
へ申請

86 43 フライトドクター養成事業
フライトドクターの人材確保及び養成のため，資格
取得を支援する。

独立行政法人国
立病院機構仙台
医療センター

○ 452 301 151 2/3
※85～87は「フライトドクター・ナース
養成事業」としてパッケージ化して国
へ申請

87 43 フライトドクター・ナース養成事業
フライトドクター・ナースの人材確保及び養成のた
め，資格取得を支援する。

東北大学病院 ○ 208 138 70 2/3
※85～87は「フライトドクター・ナース
養成事業」としてパッケージ化して国
へ申請

88 44
県内における　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
実施
県内歯科技工士を対象とした総合的歯科技工研
修会の実施

一般社団法人
宮城歯科技工士
会

○ 5,002 3,334 1,668 2/3

89 45 歯科衛生士復職支援並びに離職防止事業
①復職・就業を希望する歯科衛生士の実態調査
等，②未就業の歯科衛生士を対象とした研修会
の開催。

一般社団法人宮
城県歯科医師会

○ 4,400 2,933 1,467 2/3

90 46 医療・介護人材及び指導者養成事業
①医療・介護従事者を対象とした講習会の開
催，②指導者育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
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91 47 大崎市民病院患者搬送業務
急性期を脱した患者において，機能分化を図るた
め，地域医療機関へ介護タクシーで転院搬送す
るための経費

大崎市民病院 ○ 2,167 1,445 722 2/3
※91～92は「患者搬送体制整備事
業」としてパッケージ化して国へ申請

92 47
入退院センターと後方支援機関への患者搬
送体制の整備

後方支援機関の患者受入を円滑に行うため，
MSWの早期段階での介入と，民間患者搬送サー
ビス業者を利用した患者搬送体制の整備を行う。

東北大学病院 ○ 23,064 15,376 7,688 2/3
※91～92は「患者搬送体制整備事
業」としてパッケージ化して国へ申請

2,472,589 1,629,007 843,582

＜参考＞

施設 設備 ソフト 総事業費 基金充当額 事業者負担

320,160 160,080 160,080

281
病床機能分化・連携推進基盤整備事業
(H28計画）【県提案】

病床の機能分化・連携を推進するための施設整
備事業。

宮城県 ○ ○ 320,160 160,080 160,080 1/2 平成28年度の交付金を活用して実施

320,160 160,080 160,080

事業性質

地域医療介護総合確保基金（医療分）平成２８年度計画事業一覧

個別
調書
番号

事業概要 事業提案主体 新規

Ⅰ　病床の機能分化・連携

H30事業費（千円）
補助率

等
備考
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