
地域医療介護総合確保基金（医療分）平成３０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

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 320,160 160,080 160,080 43,761

1 病床機能分化・連携推進基盤整備事業
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 ○ ○ 320,160 160,080 160,080 1/2 43,761 二班

・病床機能を転換する医療機関：１０医療機関 ・病床機能を転換する医療機関：２医療機関

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　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 445,029 192,251 252,778 119,414

1 病床機能分化・連携促進調査事業
各医療圏における病床機能や医療提供体制等の調査・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 ○ 67,810 67,810 0 委託 128 企画班

・調整会議の場等で分析結果の提供を受けた病院（病床機能報
告対象）の数：１１２

・調整会議の場等で分析結果の提供を受けた病院（病床機能報
告対象）の数：１１２

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 67,357 二班

・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

3 院内口腔管理体制整備事業
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。

石巻赤十字病院，大崎市
民病院，仙台医療セン

ター，みやぎ県南中核病
院，東北労災病院，東北大
学病院，宮城県歯科医師

会

○ 60,398 40,264 20,134 2/3 35,290 医務班

・歯科衛生士の配置：６病院 ・歯科衛生士の配置：６病院

4 患者搬送体制整備事業
高度急性期・急性期医療を担うことで，構想区域内の病床の機能分化・連携を
図るため，入退院業務の一元化や後方支援医療機関への患者搬送業務を外
部委託により実施するもの。

大崎市民病院，東北大学
病院

○ 25,231 16,820 8,411 2/3 16,639 二班

・後方支援医療機関への搬送件数：８５０件 ・後方支援医療機関への搬送件数：８６１件

Ⅱ　居宅等における医療の提供に関する事業 399,228 366,492 32,736 318,405

5 在宅医療提供体制整備事業
訪問診療・往診に要する医療機器の整備等，在宅医療提供体制の整備に要
する経費を支援する。

宮城県 ○ ○ 31,683 23,683 8,000 委託・1/2 18,712 二班

・訪問診療等で必要な医療機関等の整備　：１６医療機関 ・訪問診療等で必要な医療機関等の整備　：１０医療機関

6 在宅医療連携拠点整備事業
在宅医療を行う医師のバックアップ体制や，広域的な多職種連携体制の構築
に関する施策の検討・運営経費を支援する。

宮城県，医療法人社団やま
と，みやぎ県南中核病院，

宮城県医師会
○ 38,873 32,098 6,775 定額・2/3・10/10 16,433 二班

・バックアップ体制の構築に向けた検討会：１４回
・多職種連携を推進するための会議：４５回

・バックアップ体制の構築に向けた検討会：１２回
・多職種連携を推進するための会議：６８回

7 在宅医療推進協議会設置・運営事業
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地域課題の検討
や研修を行う機会を設定する。

宮城県，仙南地域医療対
策委員会，石巻市医師会，

宮城県医師会
○ 16,628 14,420 2,208 直営・10/10・2/3 10,014 二班

・検討・研修会：６回
・在宅医療推進懇話会：２回

・検討・研修会：４回
・在宅医療推進懇話会：１回

8 在宅医療人材育成事業
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

宮城県，医療法人金上仁
友会，宮城県塩釜医師会，

仙台西多賀病院
○ 24,900 24,321 579 委託・定額・2/3 8,398 二班

・在宅医療・多職種人材育成研修：１０回（参加人数３３６人）
・在宅医療を担う医師の育成を行う医療機関：２ヶ所

・在宅医療・多職種人材育成研修：６回（参加人数６２５人）
・在宅医療を担う医師の育成を行う医療機関：１ヶ所

9 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。④訪問看護師育成支援研修の実施⑤訪問看護コー
ルセンター⑥訪問看護ステーション等巡回相談

宮城県 ○ 11,873 11,873 0 委託 11,872 看護班

・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：３回（受講
者：延べ１０４人）
・訪問看護の役割の普及啓発（講演会等）：２回（受講者：１６０人）

10 看護師特定行為研修支援事業

１，特定行為研修修了看護師の活動周知をする。（住民，医療従事者等）
２ 病院と在宅での医療連携を図り，モデル事業による看護師の特定行為を活
かした在宅医療支援システムの確立
３県内の特定行為研修修了者を確保を図るため，特定行為研修に看護師を
派遣する医療機関等に対し，派遣に伴う経費の補助をする。

宮城県，東北医科薬科大
学病院，登米市

○ 13,680 9,680 4,000 1/2・10/10 5,699 看護班

・特定行為研修修了看護師の活動周知・活動報告会等：４回（参
加者：50人×3回，200人×1回）
・特定行為研修修了看護師による特定行為の実施３～５件
・県内研修受講者の確保　１０人

・特定行為研修修了看護師の活動周知・活動報告会等：１回（参
加者：５０人）
・特定行為研修修了看護師による特定行為の実施１６件
・県内研修受講者の確保　３人

11 訪問看護提供体制整備事業
訪問看護師の増加・質の向上を図ることを目的に，新たに看護師を雇用又は
配置した訪問看護ステーションを支援する。

宮城県 ○ 7,784 7,784 0 定額 6,764 二班

・新たに看護師を雇用又は配置する訪問看護ステーション：７ヶ所 ・新たに看護師を雇用又は配置した訪問看護ステーション：8ヶ所

12 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 ○ 13,500 6,750 6,750 1/2 6,723 医務班

・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：９
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：１６
医療機関

13 在宅歯科医療連携室整備事業
在宅歯科医療の相談窓口を設置することにより、在宅歯科診療等に係る相談
体制の充実を図るとともに、県内における障害児・者歯科保健体制の拡充を図
る。

宮城県 ○ ○ 12,500 10,000 2,500 委託・2/3 8,260

健康推
進課

健推一
班

・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：１９５件
・在宅医療・口腔ケア医療機関の紹介件数：１３７件
・在宅歯科診療機器の貸出件数：３０件
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14
在宅患者入院受入体制事業

※平成２６～３０年度計画で一体的に実施
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，医療圏単位で
病院による輪番体制を構築し，空床及び体制確保に要する経費を支援する。

宮城県病院協会 ○ 220,664 220,664 0 10/10 220,381 二班

・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

15 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を，一定期間病院に在籍したまま訪問看護ステー
ションに出向させることにより，①訪問看護ステーションに一定期間のマンパワー
を補充し，②在宅医療に必要な知識・技術の習得という効果が期待できること
から，その際の人件費やコーディネーターの招聘に係る費用に対して補助を行
うもの。

公益社団法人宮城県看護
協会

○ 1,373 1,373 0 10/10 1,302 看護班

・出向看護師　１人
・医療機関と訪問看護ステーションの連携による訪問看護ステー
ションからの退院時カンファレンス参加回数：１回以上

・出向看護師　１人
・医療機関と訪問看護ステーションの連携による訪問看護ステー
ションからの退院時カンファレンス参加回数：１回

16
地域医療推進のための薬局・薬剤師アクション

プラン

地域包括ケアシステムの中で他職種と連携し訪問薬剤管理指導を実施できる
薬局・薬剤師を育成するため、特に、今後増加が見込まれる在宅での認知症・
うつ患者の早期発見と状況に応じた対応を重要課題と捉え、研修会等を実施
する。加えて、在宅での認知症・うつ患者への地域での見守り体制構築に寄与
するため、一般住民を対象とした相談会等の各種イベントを開催する。

一般社団法人　仙台市薬
剤師会

○ 2,254 1,502 752 2/3 1,502
薬務課
監視麻
薬班

・ハートヘルスプラザ薬局新規参加薬局数　５０薬局
・WGの開催　１２回／年
・研修会の開催　７回／年
・一般市民対象イベント：２回／年

・ハートヘルスプラザ薬局新規参加薬局数　３４薬局
・WGの開催　１５回／年
・研修会の開催　１０回／年
・一般市民対象イベント：２回／年

17
在宅および障がい児・者歯科医療連携室推進

事業
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。

一般社団法人宮城県歯科
医師会

○ 3,516 2,344 1,172 2/3 2,344

健康推
進課

健推一
班

・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：１０２名
・多職種連携連絡協議会の開催：３回
・専門的口腔ケア対応件数：５６１回

Ⅳ　医療従事者の確保に関する事業 1,490,891 921,900 568,991 770,432

18 医療従事者育成事業
医師確保の困難な地域等に対して医師派遣等を行うための体制整備とネット
ワーク構築に対する支援を行う。

宮城県 ○ 99,000 66,000 33,000 2/3 48,856 定着班

・配置，派遣医師数：２７人
・派遣先医療機関数：４医療機関

・配置，派遣医師数：２６人
・派遣先医療機関数：３医療機関

19 看護職員等育成支援事業
看護職員の確保，質の向上及び医療関係施設との連携強化を目的とした研修
の実施を支援する。

宮城県看護協会，みやぎ県
南中核病院

○ 6,787 6,706 81 10/10・2/3 6,181 看護班

・対象医療機関：１，５００医療機関
・研修：３２回（のべ６８０人受講）

・対象医療機関：３２０医療機関
・研修：２４回（のべ１，０２６人受講）

20 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 ○ 36,083 36,083 0 直営・委託 29,555 定着班

・平成３1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３１年度から新たに本県で研修を開始する研修医数：１３４
人
・自治体病院等（県立病院を除く）への医師配置数：１１３人

21 周産期医療従事者確保・育成支援事業

・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
るための研修等の実施。
・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

宮城県 ○ 211,794 79,798 131,996 1/3・2/3・委託 53,045
一班

環境班

・分娩手当支給者数：１１０人（施設数：４２医療機関）
・医師等の医療業務補助者の追加配置：１０人（各施設１名）
・研修受講者数：５０人，回数：４回

・分娩手当支給者数：３５０人（応援医師の重複含む）
　（施設数：２４医療機関）
・医師等の医療業務補助者の追加配置：５人（各施設１名）
・研修受講者７２人・講演会受講者３０４人
・研修実施回数４回・講演会実施回数３回

22 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 1,018 一班

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

・外傷に係る専門領域研修の実施：１回（累計受講者数：３８８人）
・小児救急に係る専門領域研修の実施：１回（累計受講者数：７０
人）

23 助産師人材確保・養成事業
・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

宮城県 ○ 6,074 4,114 1,960 委託・1/2 2,435 看護班

・新人助産師合同研修の開催：１回６時間程度を５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）
・助産師出向：４件

・新人助産師合同研修の開催：１回６時間程度を５回（延べ１４４
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（延べ１
２８人）
・助産師出向：３件

24 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 21,680 環境班

・支援実施医療機関数：４医療機関 ・支援実施医療機関数：６医療機関

25 専任教員養成講習会事業
看護教育の内容充実を図るため，看護師等養成所専任教員の資格要因とな
る講習会を行う。

宮城県 ○ 16,749 10,199 6,550 直営 9,763 看護班

・受講予定者：３０人
・受講単位：３４単位

・受講者：３０人
・受講単位：３４単位

26
看護師等養成所運営費補助

※平成２６～２８，３０年度計画で一体的に実施
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 ○ 162,094 162,094 0 定額 161,947 看護班

・対象施設：１０施設 ・対象施設：１１施設
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27 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 ○ 3,564 3,564 0 委託 3,564 看護班

・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：６５人）
・実習指導者講習会（特定分野）の開催：９日間（受講者：１６人）

28 潜在看護師等人材確保促進事業
離職した潜在看護職員に対する再就業に向けた支援や，多様な就業形態導
入を支援する。

宮城県 ○ 30,477 23,457 7,020 1/2・委託 17,740 看護班

・ナースセンターにおける普及相談員の配置：４人
・短時間勤務看護職員の雇用：１５人

・ナースセンターにおける普及相談員の配置：４人
・短時間勤務看護職員の雇用：４人

29 認定看護師課程派遣助成事業
県内の医療機関が，所属する看護師等を認定看護師課程に派遣する際に負
担する受講料及び旅費を対象に支援を行い，認定看護師の資格取得を促進
するもの。

宮城県 ○ 18,430 9,215 9,215 1/2 2,599 看護班

・認定看護師の資格を取得する看護師：２３人 ・認定看護師の資格を取得する看護師：８人

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 ○ 33,400 20,304 13,096 1/2・委託・直営 10,934 看護班

・新人看護職員研修実施病院等：２３施設・参加人数：２９６人
・研修責任者研修実施回数：５回（対象人数：４５０人，各回３０人
程度定員）
・新人看護職員合同研修実施回数：１０回（参加人数３００人，各
回３０人程度定員）

・新人看護職員研修実施病院等：１６施設・参加人数：２０２人
・研修責任者研修実施回数：５回（受講人数：５５９人）
・新人看護職員合同研修実施回数：１０回（参加人数４２７人）

31 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 ○ 1,255 1,255 0 直営 452 看護班

・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：９８人）
・病院見学ツアーの開催回数：１回（参加者数：５人）
・看護職員確保対策等検討会の開催回数：１回

32 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 ○ ○ 127,591 42,105 85,486 0.33 42,105 環境班

・対象施設：１施設 ・対象施設：１施設

33 勤務環境改善事業
・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

宮城県 ○ 225,131 151,691 73,440 委託・2/3 130,391 環境班

・支援対象となる医療業務補助者の配置：１０２人 ・支援対象となる医療業務補助者の配置：９１人

34
院内保育所施設整備・運営事業

※平成２９～３０年度計画で一体的に実施
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。

宮城県 ○ ○ ○ 272,489 133,066 139,423 0.33・2/3 94,055 環境班

・対象施設数（整備）：　２施設
・対象施設数（運営）：２９施設

・対象施設数（整備）：　１施設
・対象施設数（運営）：２７施設

35 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 ○ 34,457 33,948 509 2/3・委託 33,935 一班

・実施市町村：１市 ・実施市町村：１市

36 医学生交流支援事業
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 ○ 1,000 1,000 0 直営 231 定着班

・講演会及びワークショップ：４回 ・講演会及びワークショップ：１回

37 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 ○ 4,500 4,500 0 直営・委託 3,227
高校教
育課

・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：３回（各回受講者２００人）
・医学特講ゼミ（ｅ-ラーニング）の開催：１回（受講者４０人）

・医学部研究講座の開催：１回（受講者３４人）
・医学部体験会の実施：１回（参加者４７人）
・医師会講演会の実施：１回（参加者８３人）
・病院見学会の実施：１回（参加者３３人）
・合同学習合宿の開催：１回（受講者３０人）
・医学特講ゼミの開催：３回（各回受講者７２人）
・医学特講ゼミ（ｅ-ラーニング）の開催：１回（受講者２６人）

38 糖尿病対策に係る医療従事者養成事業

宮城県糖尿病療養指導士等の養成研修会の開催により，糖尿病対策にかか
る医療従事者を確保する。
また，糖尿病対策に係る連携会議等を開催し，かかりつけ医と糖尿病専門医と
の連携強化により，糖尿病重症化予防対策にかかる質の高い医療従事者の確
保を図る。

宮城県 ○ 10,000 10,000 0 委託 6,201

健康推
進課

健推二
班

・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３回（研修会兼）
・全体連絡会議：全１回

39 てんかん地域診療連携体制整備事業

・てんかんに特化した医療機関が少ないことから，てんかん診療機関に勤務す
る医師や全ての医療業種を対象とした検討会，講演を開催し，てんかん診療に
係る医療従事者の養成・確保を行う。
・てんかん長期脳波ビデオ同時記録検査等の症例検討により，専門医等の診
断や治療における質の維持・向上を図る。
・てんかん診療拠点病院を中心に，医療機関相互のネットワークを構築し，医
療関係者の教育や情報交換を行う。

宮城県 ○ 2,500 2,500 0 委託 2,499
精神保
健推進

室

・入院患者の受入件数：年３６０件
・患者や家族，学校・職場・地域社会からの相談受付件数：年６０
０件

・入院患者の受入件数：年５２９件
・患者や家族，学校・職場・地域社会からの相談受付件数：年３３
４件
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40 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 ○ 6,400 6,400 0 直営・委託 4,752
薬務課
薬事温
泉班

・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　１７人）
・薬剤師過疎地域（被災地含む）修学ツアー：２回（参加人数　７３
人）

41 小児医療従事者確保・育成支援事業

・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
・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及び発達障害に係る研修会の開催

東北大学病院 ○ 71,740 47,826 23,914 2/3 42,523 二班

・小児科専攻医の確保　2～4名
・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
500回以上/年
・一般小児科医を対象とした小児救急医療及び発達障害に係る
研修会の開催：10回

・小児科専攻医の確保　2名
・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
890回/年
・一般小児科医を対象とした小児救急医療及び発達障害に係る
研修会の開催：6回

42 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 環境班

・育成した救急科専門医の県内病院への配置：１人 ・育成した救急科専門医の県内病院への配置：１人

43 フライトドクター・ナース養成事業 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。
独立行政法人国立病院機

構仙台医療センター
○ 1,476 982 494 2/3 861 一班

・フライトドクターとして養成した医師：１３人
・フライトナースとして養成した看護職員：１４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：１０人

44 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
一般社団法人　宮城県歯

科技工士会
○ 1,263 842 421 2/3 842 医務班

・新卒者を対象とした歯科技工士研修：１２０人 ・新卒者を対象とした歯科技工士研修：１５９人

45 歯科衛生士復職支援並びに離職防止事業
・未就業の歯科衛生士に対する講習会・実習の開催
・在職の歯科衛生士に対するセミナーの開催

一般社団法人宮城県歯科
医師会

○ 3,696 2,464 1,232 2/3 1,296 医務班

・未就業の歯科衛生士に対する講習会・実習：８０人
・在職の歯科衛生士に対するセミナー：１２０人

・未就業の歯科衛生士に対する講習会・実習：３９人
・在職の歯科衛生士に対するセミナー：４１人

46 医療・介護人材及び指導者養成事業

本県の医療及び介護従事者の知識・技術向上を図るため，東北大学が所有す
る施設等において，選任教員スタッフが医師・看護師・コメディカルに対してチー
ム医療の推進や医療技術の取得を目的とした研修を行うとともに，医療的ケア
をテーマにした介護従事者向け講演・研修会の実施に要する経費を支援する。
また，シミュレーション医学教育の指導者を育成するための講習会等の実施に
要する経費を支援する。

東北大学病院 ○ 37,720 25,146 12,574 2/3 25,146 二班

・医療従事者を対象とした技術講習会：１２０人（６回/年）
・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
０人（２４回/年）
・介護従事者を対象とした医療的ケアに関する講習会：６０人(３階
／年)

・医療従事者を対象とした技術講習会：１０５７人（３３回/年）
・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　：１，
６２８人（９７回/年）
・介護従事者を対象とした医療的ケアに関する講習会：２９９人（１
５回/年）
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