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変更事業一覧 【北海道】

新規 変更 中止

該当無し

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由

変更前
基金充当額

（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

1



変更事業一覧 【青森県】

新規 変更 中止

【西北五地域保健医療圏】

21'補正
主要な診療科、救急体
制の充実・確保

圏域に新たに整備する
中核病院の主要な診
療科、救急体制の充
実・確保を図るための
医療機器整備

H22.9
新中核病院に整備予
定の医療機器を、西北
中央病院に整備

眼科常勤医の赴任に
合わせ、前倒しで医療
機器を整備するため

1,332,000 1,232,000 ○

21'補正
重要な診療科の充実・
確保

圏域の重要な疾患（糖
尿病等）に係る診療科
の体制が整い次第、必
要な医療機器を整備

H22.9
新中核病院に整備予
定の医療機器を、西北
中央病院に整備

眼科常勤医の赴任に
合わせ、前倒しで医療
機器を整備するため

200,000 300,000 ○

【青森地域保健医療圏】

21'補正
ＭＦＩＣＵの医療機器整
備

総合周産期センターの
MFICU医療機器整備に
よる受け入れ体制の強
化

H22.11 導入機器の内容精査
導入機器を見直しし、
より充実したものとした
ため

100,000 114,277 ○

21'補正
ＮＩＣＵの増床・機能強
化

総合周産期センターの
NICU増床による受け入
れ体制の強化

H22.11 工事費の精査
増床に係る配置検討の
結果、工事費が増と
なったため

400,000 441,846 ○

21'補正
国立病院機構青森病
院における重症心身障
害児病棟の増床整備

国立病院機構青森病
院の重症心身障害児
病棟の増床

H23.3
肢体不自由児病床の
増床取りやめ

福祉型施設に転換する
県立医療療育センター
に有床診療所を併設す
るため

850,000 355,625 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【青森県】

新規 変更 中止

21'補正

ＮＩＣＵの増床・機能強
化機能強化に係る運営
経費の増加に対する財
政支援

総合周産期センター
NICUの増床による支
出増への財政支援

H22.11
財政支援に係る経費の
精査

Ｈ２２年４月の診療報酬
改定により負担額が減
額となったため

60,000 16,750 ○

21'補正
周産期・障害児医療管
理システムの構築・運
営

周産期センター間にお
ける診療歴等の情報共
有システムの構築

H22.11
導入するシステム内容
の見直し

総合周産期母子医療
センターと同様のシス
テムの導入が困難なた
め

200,000 61,255 ○

21'補正
弘前大学等に対する専
門医確保のための事
業委託

専門医の確保対策とし
ての研究委託

H23.3
新たに障害児医療に係
る研究委託を実施

福祉型施設に転換する
県立医療療育センター
に有床診療所を併設す
ることにより、整形外科
医を確保していく必要
があるため

0 40,000 ○

21'補正
地域周産期母子医療
センター等の医療機器
等整備

地域周産期母子医療
センター等での逆搬送
受け入れ体制の強化

H22.11 事業費の精査
実績に基づく事業費精
査のため

300,000 286,284 ○

21'補正
県立医療療育センター
の福祉型施設への転
換・改修

重症心身障害児施設
を改修し、福祉型施設
への転換

H23.3
診療所併設の福祉施
設に計画変更

肢体不自由児施設とし
ての医療機能の青森
病院への移管につい
て、利用者からの意見
を反映したため

340,000 933,963 ○

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度
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変更事業一覧 【岩手県】

新規 変更 中止

21'補正
岩手県立療育センター
の整備構想の具体化

県内の障害児教育拠点と
しての新たな機能を備え
た新しい岩手県立療育セ
ンターの整備

H24.2
H23再生計画へ計画変
更

今般の大震災を踏まえ、
全県を対象とした災害時
をはじめとする重症心身
障がい児支援ネットワー
クの拠点機能を有する
施設整備が必要となって
いるため。

467,023 1,206 ○

21'補正
モバイル妊婦健診の導
入拡大

産婦人科医不在地域の
助産院等から、胎児心拍
等を測定してリアルタイム
で産婦人科医に伝送し、
妊婦健診等に活用するシ
ステムを導入するもの。

H24.2 （取りやめ）

リアルタイムで対応す
る医療従事者の確保
が難しく、事業の効果
的な運営が見込まれな
いため。

31,400 0 ○

21'補正
周産期電子カルテの導
入

周産期医療情報ネット
ワークシステム「いーは
とーぶ」や院内の分娩監
視装置と連携可能な総合
電子カルテを地域周産期
母子医療センターなど11
機関に順次導入するも
の。

H24.2

セキュリティを向上させ
るための機器を導入す
るなど、より効率的・機
能的に運用するための
対策を講じる。

周産期医療情報ネット
ワーク機能をより強化
するため。

743,608 822,052 ○

21'補正
周産期超音波画像伝
送システムの導入

胎児の超音波診断画像を
リアルタイムで他の医療
機関に伝送し、妊婦健診
や診断時に活用すること
ができるシステムを地域
周産期母子医療センター
などの11医療機関及び分
娩を取り扱う診療所等に
順次導入を図るもの。

H24.2
対象施設を分娩を取扱
う診療所等にも拡大す
るもの。

周産期医療情報ネット
ワーク機能をより強化
するため。

228,419 527,183 ○

21'補正
周産期医療情報ネット
ワークシステム「いーは
とーぶ」の加入拡大

市町村独自の保健システ
ムと周産期医療情報ネッ
トワークシステム「いーは
とーぶ」間のデータ移行を
可能とするもの。

H24.2

市町村独自の保健システ
ムと周産期医療情報ネッ
トワークシステム「いーは
とーぶ」間のデータ移行を
可能とするもの。

各市町村における
「いーはとーぶ」の入力
に対する負担を軽減す
るため。

0 36,000 ○

21'補正
周産期医療情報連携
に係る医療従事者の人
材育成

助産師等の医療従事者
のスキルアップを図るた
め、各種講座等を実施す
るもの。

H24.2
周産期医療情報連携の
先進事例を紹介する各種
講座等を実施するもの。

医療従事者のスキル
アップにより、産科医等
の負担軽減を図るた
め。

0 20,802 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岩手県】

新規 変更 中止

21'補正
新生児の救急搬送体
制の充実

新生児の救急搬送体制
の充実を図るため、総合
周産期センター、地域周
産期センター及び協力病
院に救急搬送用の保育
器等を整備するもの。

H24.2

総合周産期センター、地
域周産期センター及び協
力病院に救急搬送用の
保育器等を整備するも
の。

新生児の救急搬送体
制の更なる充実を図る
ため。

0 45,635 ○

21'補正
ドクターヘリの運航体
制の確立

岩手医科大学附属病院
の移転整備と一体となっ
たヘリポート等の整備、県
内中核病院へのヘリポー
ト整備により、ドクターヘリ
運航体制の基盤整備を図
るもの。

H24.2

ヘリポート等の整備計画
が具体化したことに伴い、
円滑な運航体制の確保を
図るもの。

運航経費についても計画
に盛り込み、基金を活用
することが事業の円滑な
実施に資すること。

789,650 772,222 ○

21'補正
ドクターヘリの運航と連
動した救急搬送体制の
充実

盛岡保健医療圏におい
て、ドクターヘリ運航開始
による救急患者の搬送件
数増が見込まれることか
ら、高規格救急自動車を
整備することにより、救急
患者搬送体制の一層の
充実を図るもの。

H24.2
盛岡保健医療圏における
高規格救急自動車を整備
するもの。

ドクターヘリの運航開始に
あわせ、他圏域からの患
者集中が予想される盛岡
圏域の救急搬送体制充
実に努める必要があるこ
と。

0 35,000 ○

21'補正
看護職員修学資金貸
付の拡充

看護職員需給見通しにお
いて県内で不足する見通
しとなっている看護職員
の確保対策として、看護
師養成施設に在学する者
に対する修学資金の貸付
事業の拡充を行うもの。

H24.2
看護師養成施設に在学す
る者に対する修学資金の
貸付事業を拡充すること。

釜石圏域をはじめとする
県内全体の看護職員の
供給不足を解消するた
め。

0 180,406 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【宮城県】

新規 変更 中止

21'補正 救急医療機器整備
二次救急医療体制の充実を
図るため，栗原中央病院の設
備整備を行うもの。

H23.8

超音波診断装置，心臓
カテーテルモニタリング
装置，ポータブル撮影
装置を整備するもの。

救急医療体制の強化
を図るため。

0 40,234 ○

21'補正
医療機関ネットワークシステ
ム整備

地域において切れ目のない医
療提供体制を実現するため，
県北地域の３医療圏の中核
病院をネットワークで結び相
互連携を円滑に行うためのシ
ステム整備を行うもの。

H24.2 事業の取りやめ。

予定していた医療圏のうち，
ひとつの医療圏において事業
実施が困難となり，結果的に
事業全体が実施できなくなっ
た。

100,000 0 ○

21'補正 スマイルネット整備

地域において切れ目のない医療提供体
制を実現するため，脳卒中医療の正確
な疫学情報の共有化を図るべく，ネット
ワークで結び相互連携を円滑に行うた
めのシステム整備を行うもの。

H22.9

脳卒中医療の向上のため，患
者診療ＤＢを医療機関で共有
するインターネットシステム
「スマイルネット」を開発した。

地域において切れ目の
ない医療提供体制を実
現させるため。

0 9,838 ○

21'補正 診療所化対応施設改修等

登米医療圏における効率的な
医療提供体制を構築するた
め，米谷病院の診療所化に伴
う病院改修を行うもの。

H23.11
米谷病院の無床診療
所化見送りによる事業
の取りやめ。

米谷病院の無床診療
所化見送りによる減。

10,000 0 ○

21'補正
救急・周産期・感染症等の専
門分野の研究及び専門医の
養成等を担う寄附講座の設置

救急・周産期・感染症の専門
医の養成等のため，東北大学
に寄附講座等を設置するも
の。

H22.4 基金充当額の変更。
計画提出後の大学との
調整による増。

180,000 239,900 ○

21'補正 医師を志す高校生支援
宮城の医師として活躍する志
を持った生徒の育成を行うも
の。

H23.10 基金充当額の変更。
事業期間延長による
増。

2,000 2,823 ○

21'補正
医師等の救急医療対応力の
向上を図るための研修の実施

医師等の救急医療対応力の
向上を図るための研修の実施
するもの。

H22.3 基金充当額の変更。 事業実績による減。 12,000 11,975

21'補正
自宅・特別養護老人ホーム・
老人保健施設等での看取り
率の向上

自宅・特別養護老人ホーム・老人
保健施設等での看取り率の向上
を図るため，医療関係者の資質向
上のための研修等を行うもの。

H23.3
事業実施見送りによる
変更。

事業実施見送りによる
減。

770 0 ○

21'補正
看護師修学資金貸付制度の
拡充

安定した看護師確保のため，
既に実施している修学資金貸
付事業の拡大を図るもの。

H23.3 基金充当額の変更。 事業実績による減。 24,000 12,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【宮城県】

新規 変更 中止

21'補正
患者情報供覧システムの整
備事業

みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病
院の医療連携をスムーズに行い，質の
高い地域医療を実現するため，2病院
間の患者情報を供覧できるシステムを
導入するもの。

H24.3 基金充当額の変更。 計画精査による減。 50,000 47,064 ○

21'補正
医療人養成に対応する地域
医療研修センター整備・運営

｢宮城県医師育成機構｣と連動して，県
内在住医師・看護師・助産師等の医療
技術の向上を図り，医療従事者の復職
やキャリア変化に向けた研修や再教育
等を行うもの。

H24.3 基金充当額の変更。
東日本大震災により工
事費が膨らんだことに
よる。

120,000 144,555 ○

21'補正
地域医療現場医師のネット
ワーク構築

地域医療に従事している自治医科大学
卒業医師等のモチベーションを持続さ
せ，各事業終了後における地域定着を
図るため，東北大学や地元の診療所と
のネットワーク組織を設ける。

H23.3 基金充当額の変更。 事業実績による増。 1,000 1,093 ○

21'補正
地域医療を志す医学生のネッ
トワーク構築

自治医科大学で育成している医学生や
奨学金貸与医学生が本県の地域医療
への理解を深めるため，各施策の壁を
超えた医学生のネットワーク組織を設け
る。

H23.3 基金充当額の変更。 事業実績による増。 2,000 2,187 ○

21'補正
臨床研修病院等のネットワー
ク構築

県内の臨床研修病院を初期研修や後
期研修の場として選択する医師の増加
を図るため，病院間の情報交換や共同
ＰＲ等を行うネットワーク組織を設ける。

H23.3 基金充当額の変更。 事業実績による減。 3,000 1,971 ○

21'補正 女性医師支援事業

女性医師の割合が上昇する中，女性医
師の離職防止，出産・育児等と勤務を
両立できるような環境整備等に資する
事業を実施する。

H23.3 基金充当額の変更。 事業実績による減。 50,000 49,597 ○

21'補正 看護師確保対策

看護師の確保及び復職支援等を行い，
安全で質の高い看護サービスを提供す
るため，看護師の養成・確保及び看護
師の質の向上のための取組を行うも
の。

H24.3 基金充当額の変更。 事業実績による減。 30,000 29,600 ○

21'補正
救急患者退院コーディネー
ター事業

転院や施設間の連携構築を図るための
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを配置し，二次救急医療機
関や救命救急センターにおける患者受
入率の向上を図る。

H24.3 基金充当額の変更。 事業実績による減。 21,248 16,727 ○

21'補正 ドクターヘリの導入検討

ドクターヘリ導入に向けて，関係者によ
り設置場所や効果的・効率的な運営方
法，搭乗するスタッフの確保等について
調査・検討を行うもの。

H24.3 基金充当額の変更。 事業実績による減。 2,000 1,998 ○

21'補正
自宅・特別養護老人ホーム・
老人保健施設等での看取り
率の向上

自宅・特別養護老人ホーム・老人保健
施設等での看取り率の向上を図るた
め，医療関係者の資質向上のための研
修等を行うもの。

H23.3
事業実施見送りによる
変更。

事業実施見送りによる
減。

230 0 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分

7



変更事業一覧 【宮城県】

新規 変更 中止

21'補正 周産期医療体制の充実・強化

極低出生体重児等への対応に係る高
度で専門的な機能について，拠点的な
施設の機能強化を図りつつ，各地域へ
の支援を行っていくもの。

H22.3 基金充当額の変更。
積算見直しによる事業
負担分及び県負担分
の増額。

291,574 292,362 ○

21'補正 在宅医療の推進事業

中核病院と連携して術前及び退院後の
口腔ケアや在宅歯科診療を推進し，在
宅医療を支援する基幹薬局の体制整備
を県内１～２箇所でモデル事業として実
施するもの。

H23.4 基金充当額の変更。

H22年度に予定していた
「保険薬局における在宅
医療に関する調査研究」
事業の取りやめ等によ

69,982 64,993 ○

21'補正
新型インフルエンザ等患者受
入医療機関の施設・設備整備
支援

新型インフルエンザに対する
医療提供体制を確保するた
め，患者受入れを行う医療機
関の施設・設備整備を行う。

H22.3 基金充当額の変更。 事業実績による減。 10,000 9,628 ○

21'補正
計画の策定及び進行管理に
要する経費

地域医療再生計画の適切な
進行管理を行う。 H24.3

会議開催回数の増に
伴う変更。

会議開催回数の増に
伴う増額。

3,048 4,307 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【秋田県】

新規 変更 中止

21'補正
中核病院医療機能高
度化事業

仙北組合総合病院が行う
高度な医療機能を持つ病
院への施設・設備の整備
に対し支援する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

中核病院としての機能強
化のため、県単独費で整
備する予定であった機器
の一部へ基金財源を充当
するため。

1,300,000 1,598,810 ○

21'補正
緩和ケア病棟従事者育
成事業

緩和ケア病棟の開設にあ
たり、準備チームを設置
するとともに、実地研修等
によりスタッフの養成を図
るための経費を支援する

H24.8

スタッフ養成の前倒し及
び院内病床による実践的
な研修の実施に伴う実施
期間及び金額の変更

より質の高い緩和ケア
サービスを提供するため
に、院内病床において実
践的な実地研修を行う必
要があるため。

6,220 11,299 ○

21'補正
病床機能分化・連携促
進事業

市立角館総合病院が回
復期患者を受け入れる病
床の整備に伴う一時的な
収入減に支援する

H24.8
計画後の状況変化に伴う
事業中止

対象施設の移転改築計
画の話が出てきたことに
伴い、当該病床整備を行
えない見込みのため。

39,780 0 ○

21'補正
回復期リハビリテーショ
ン機能強化事業

市立角館総合病院の回
復期リハビリテーション病
棟の整備に対し補助する

H24.8
計画後の状況変化に伴う
事業中止

対象施設の移転改築計
画の話が出てきたことに
伴い、当該病棟整備を行
えない見込みのため。

84,000 0 ○

21'補正
地域医療連携体制調
整事業

地域の医療機関等の連
携体制を構築するため地
域医療支援センターを設
置し、連携推進のための
検討を行う

H24.8
基金以外の歳入状況に
伴う金額の変更

事業費全体のうち、半額
が国庫補助金として入る
計画だったが、予定どおり
配分されなかったため。

9,460 10,213 ○

21'補正
地域連携クリティカル
パス導入事業

脳卒中に係る連携体制を
構築するため、そのツー
ルとなる地域連携クリティ
カルパスの導入を支援す
る

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 3,000 2,317 ○

21'補正 在宅医療推進事業

専門職が多職種協働の
チームを形成し、在宅医
療を推進する各種事業に
支援する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 16,250 3,140 ○

21'補正
在宅療養支援（歯科）
診療所強化事業

地域の在宅医療の拠点と
して、在宅療養支援に取
り組む診療所に対し、そ
の施設設備の整備に対し
助成する

H24.8
施設設備の整備完了及
び未整備に伴う事業金額
の変更

計画していた事業の実施
を見送る事業所があった
こと、及び決算見込み額
に基づく変更

20,000 12,539 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【秋田県】

新規 変更 中止

21'補正
有床診療所短期入院
病床確保事業

有床診療所が短期入院
可能な病床を確保するた
めの体制整備をする場合
に助成を行う

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

夜勤看護職員の配置等
が困難なため医療機関と
調整中

20,030 2,000 ○

21'補正
訪問看護ステーション
整備事業

在宅医療の増加に対応す
るため、訪問看護ステー
ションの整備運営に対し
支援する

H24.8
事業開始年度の変更に
伴う金額の変更

立ち上げ費用として整備
費と運営費を見込んでい
たが、事業実施が先送り
となり、運営費対象期間
が減ったため

31,525 10,545 ○

21'補正
医療情報ネットワーク
システム整備事業

患者基本情報、画像情
報、画像診断情報、検査
結果等を共有するWANに
よる医療情報ネットワーク
の構築に対し支援する

H24.8 見積額に伴う金額の変更 事業実績見込みによる 90,000 87,767 ○

21'補正
診療所医師診療参加
支援事業

休祭日救急医療センター
で大曲仙北医師会の会員
が当番制で行う診療応援
に対し、助成を行う

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 6,604 2,747 ○

21'補正 救急勤務医支援事業

休日及び夜間において救
急医療に従事する医師へ
の、救急告示病院が行う
救急手当の支給に対し助
成する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 33,972 17,577 ○

21'補正
医療シミュレーションセ
ンター整備事業

秋田大学医学部の「医療
シミュレーションセンター」
の整備を支援する

H24.8
施設が完成したことに伴う
事業金額の変更

事業実績見込みによる 500,000 482,616 ○

21'補正
地域勤務手当支給事
業

県の要請により医師不足
地域における医療機関の
診療に従事する非常勤医
師に対し、地域勤務手当
を支給する

H24.8
派遣医療機関、派遣医師
数の見込み減による金額
の変更

医師の派遣元も容易でな
いことと、医師の派遣を受
けていた地域の医療機関
も独自の医師確保に取り
組むなどしているため。

176,000 21,100 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【秋田県】

新規 変更 中止

21'補正
医師配置計画等策定
事業

各二次医療圏における診
療科ごとの必要医師数を
調査・把握し、医師配置計
画を策定する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

調査委託業務が当初予
定金額より廉価で実施で
きたため。

25,726 19,612 ○

21'補正 院内保育所整備事業

女性医師等の離職を防止
するとともに、早期の職場
復帰を促進するため、病
院内保育所の整備に助
成する

H24.8
計画後の状況変化に伴う
事業中止

病院並びに地域住民の両
方のニーズを踏まえ、地
元市町村の市街地再開
発計画により認可保育所
の設置を行う予定となっ
た。

40,377 0 ○

21'補正
医療秘書等配置促進
事業

医療秘書等の資格取得
に向けて講座を受講する
者の給料及び受講料の
一部を助成し、医療秘書
等の配置を促進する

H24.8
医療秘書の補助対象人
数増による、金額の変
更。

医師のより一層の負担軽
減を図るため、医療秘書
の増員を促進する必要が
あるため。

47,178 169,556 ○

21'補正
救急医療の適正受診
の普及・啓発事業

軽症患者の時間外受診、
救急外来受診の自重や
在宅での応急措置など、
テレビＣＭ等を活用し、広
く県民に普及・啓発を行う

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

ＣＭ等の政策経費が軽減
されたことによる決算見込
み額。

5,745 5,544 ○

21'補正 認定看護師養成事業

医療機関等が認定看護
師養成研修へ看護師を派
遣し、受講料等を負担し
た場合、経費を支援する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

認定看護師養成への教
育課程への参加実績及
び実績見込みによる

10,800 9,285 ○

21'補正
医療資源集約化支援
事業

北秋中央病院と公立米内
沢総合病院の医療資源
の集約化に伴い必要とな
る経費に対する助成

H24.8
医師等住宅の整備、院外
再来受付機の設置に伴う
金額の変更

医療資源集約化に伴う医
師等の地域定住促進、地
域格差のない医療サービ
ス提供のため

312,800 483,427 ○

21'補正
診療情報共有化システ
ム導入事業

医療圏における病診連携
を強化するための診療情
報共有化システム導入に
対する助成

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

当初予定していた事業進
捗が進まないことによる

164,900 10,300 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【秋田県】

新規 変更 中止

21'補正
救急医療体制整備事
業

大館市立総合病院の高
度な救急医療体制整備に
対する助成

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

県北部の救命救急体制を
強化するための事業実績
見込みによる

321,440 354,654 ○

21'補正 救急勤務医支援事業

北秋田市民病院に勤務す
る医師に対する救急勤務
医手当の支給及び非常
勤医師確保に対する助成

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 71,548 19,861 ○

21'補正 病診連携推進事業
地域の診療所医師が行う
中核病院の休日診療支
援に対する助成

H24.8
計画後の状況変化に伴う
事業中止

地域における輪番制の夜
間診療等により病診連携
体制が確立され、助成実
施の見込みがないため

6,604 0 ○

21'補正
地域医療支援センター
設置事業

過疎地域の在宅医療を強
化するため北秋田市民病
院内に地域医療支援セン
ターを設置運営に対して
助成

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 82,968 71,555 ○

21'補正
訪問診療体制強化事
業

在宅医療を強化するため
に必要な訪問診療車等の
整備に対する助成

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

決算額に基づく変更及び
患者輸送車両の整備追
加のため

41,676 34,521 ○

21'補正
訪問看護体制強化事
業

過疎地域の訪問看護体
制の整備に必要とする経
費に対する助成

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 157,980 29,424 ○

21'補正
遠隔診療システム研究
事業

過疎地域の医療体制を強
化するため有効な遠隔診
療について検討を実施

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

遠隔診療機器の導入方
法等について関係者と調
整中のため

14,720 1,000 ○

21'補正
無菌製剤設備導入推
進事業

医療圏における無菌製剤
を可能とする設備整備に
要する助成

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 5,666 2,859 ○

21'補正
地域医療連携寄付講
座設置事業

秋田大学に地域医療連
携寄附講座を設け、地域
医療研究を進めるととも
に、県内中核病院への診
療支援体制を整備する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

開設初年度予定していた
10名の医師を確保できな
かったことによる減額

520,000 472,794 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【秋田県】

新規 変更 中止

21'補正 ドクターヘリ導入事業
救急医療体制を強化する
ドクターヘリ導入に必要な
設備整備等に対する助成

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

運航経費の増額及び国
庫補助金が予定どおり配
分されなかったことによる
基金充当額の見直し

503,048 722,955 ○

22'補正
ヘリポート整備推進事
業

ドクターヘリの搬送受入
病院となる三次医療機関
等のヘリポート整備を推
進する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績及び秋田県救
急・災害医療計画の策定
に伴う事業者負担分への
基金充当による

223,162 307,987 ○

22'補正
高度救急医療機関機
能強化事業

ドクターヘリ患者の搬送
受入病院となる三次医療
機関の医療機能の確保
に必要な設備整備を促進
する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 455,857 365,374 ○

22'補正
災害・救急医療システ
ム高度化事業

災害・救急医療システム
について、ドクターヘリ導
入に伴って必要となる項
目を加えるなど、その内
容を高度化する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

システム稼働安定化まで
の間の維持管理経費とし
て、平成２５年度運営費へ
の基金充当による

78,458 98,130 ○

22'補正
周産期母子医療セン
ター医療機能強化事業

総合周産期母子医療セン
ター及び地域周産期母子
医療センターの医療機能
を強化する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 210,386 203,062 ○

22'補正
新生児担当医支援事
業

ＮＩＣＵにおいて新生児を
担当する医師の処遇改善
のため、新たに新生児医
師手当を支給する医療機
関への助成

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

補助予定先の医療機関
において、新生児担当医
手当に該当する手当がな
かったため

1,500 1,000 ○

22'補正
ＮＩＣＵ入院児支援体制
強化事業

総合周産期母子医療セン
ターに、新たにＮＩＣＵ入院
児支援コーディネーターを
配置する

H24.8
計画後の状況変化に伴う
事業中止

NICU入院児支援コーディ
ネーターの配置につい
て、再検討しているため

7,348 0 ○

22'補正
リハビリテーション施設
設備整備事業

回復期リハビリテーション
病棟や心臓リハビリテー
ション設備、訪問・通所リ
ハビリテーション設備の整
備を推進する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

補助先の整備計画に伴
う、事業実績見込みによ
る

125,000 113,348 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【秋田県】

新規 変更 中止

22'補正
脳卒中地域連携クリ
ティカルパス導入推進
事業

脳卒中に係る連携体制の
構築のため、地域連携ク
リティカルパスの導入や、
地域における標準化を進
める

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績及び実績見込
みによる

5,000 1,953 ○

22'補正
総合診療・家庭医育成
事業

県内の地域医療を担う総
合医を養成するため、研
修センターの施設・設備
整備を行い、研修を行う

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

在宅医学会認定専門医
の受験資格も取れるよう
プログラムに追加するとと
もに、センター施設・設備
機能の強化を行うため

161,260 222,005 ○

22'補正
がん早期治療推進事
業

がんの早期発見・早期治
療による治療成績の向上
を目指し、無料検診制度
の導入や検診車の整備を
行う

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績及び実績見込
みによる

198,816 179,671 ○

22'補正
がん診療連携拠点病
院等機能強化事業

がん診療連携拠点病院
等が行う放射線治療機器
の整備に対して助成する

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績及び実績見込
みによる

125,992 135,992 ○

22'補正
緩和ケア病床整備推進
事業

新たに緩和ケア病床を整
備して緩和ケア治療を推
進しようとする医療機関に
対し、その施設・設備整備
への助成を行う

H24.8
事業実施状況に伴う金額
の変更

事業実績見込みによる 150,000 114,257 ○

22'補正
医療ネットワーク整備
事業

高度専門的医療機関と地
域の病院・診療所との連
携体制を強化するため、
医療情報ネットワークの
構築を行う

H24.8 実施主体の変更

県医師会への助成を想定
していたが、システム構築
は県の事業として行うこと
となったため

264,800 264,800 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【山形県】

新規 変更 中止

22'補正
中央病院医師公舎整
備事業

県立中央病院北側敷
地に、単身用20戸の共
同住宅を新築する。

H24.1
国庫補助金の充当によ
る減額。

国庫補助金の交付が
見込まれるため。

124,451 121,526 ○

22'補正
中央病院会議研修棟
整備事業

県立中央病院北側駐
車場敷地内に会議研
修棟（鉄骨造・２階建）
を建設する。

H24.3

当初計画を見直し、宿
直室等の部屋を追加。
（延床面積約200㎡→
約390㎡）

中央病院のスペース不
足を解消するため。

15,288 84,251 ○

22'補正
鶴岡病院改築整備事
業

県立鶴岡病院の改築
整備を行う。

H24.4
他事業の基金充当額
変更に伴う減額。

他事業の基金充当額
変更に伴う減額。

1,294,000 1,227,962 ○

22'補正
発達障がい児（者）医
療連携体制強化事業

協力医療機関等と県総
合療育訓練センター
（本所・支所）との医療
連携体制の強化を推
進する。

H24.9

協力医療機関及び地
域療育支援機関に拡
充し、連携体制の円滑
化・強化を図る。

療育相談支援体制の
整備に対する医療機関
からのニーズが高いた
め

20,000 20,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分

15



変更事業一覧 【福島県】

新規 変更 中止

21'補正
看護教員・実習指導者
育成支援事業

会津・南会津の看護師
養成所の職員が看護
教員や保健師助産師
を養成するための講習
会を受講する経費を補
助。

H23.1

会津・南会津の看護師
養成所の職員が看護
教員や保健師助産師
を養成するための講習
会を受講する経費を補
助。

国の有識者会議の提
言を受け、会津・南会
津医療圏における看護
師の確保及び資質向
上の施策を盛り込んだ
もの。

0 1,314 ○

21'補正
看護師養成所教員体
制支援事業

会津・南会津の看護師
養成所において、指定
規則の定員を超えて専
任職員を配置する場合
にその人件費を補助。

H23.1

会津・南会津の看護師
養成所において、指定
規則の定員を超えて専
任職員を配置する場合
にその人件費を補助。

国の有識者会議の提
言を受け、会津・南会
津医療圏における看護
師の確保及び資質向
上の施策を盛り込んだ
もの。

0 17,730 ○

21'補正
看護師養成所設備整
備支援事業

会津・南会津の看護師
養成所において、養成
定員の増に伴い新たに
設備を整備する場合に
補助。

H23.1

会津・南会津の看護師
養成所において、養成
定員の増に伴い新たに
設備を整備する場合に
補助。

国の有識者会議の提
言を受け、会津・南会
津医療圏における看護
師の確保及び資質向
上の施策を盛り込んだ
もの。

0 4,972 ○

21'補正
地域医療看護師等修
学資金貸与事業

定員増を行う会津・南
会津の養成所に在籍
し、卒業後会津・南会
津の病院に勤務しよう
とする者に対する修学
資金。

H23.1

定員増を行う会津・南
会津の養成所に在籍
し、卒業後会津・南会
津の病院に勤務しよう
とする者に対する修学
資金。

国の有識者会議の提
言を受け、会津・南会
津医療圏における看護
師の確保及び資質向
上の施策を盛り込んだ
もの。

0 6,480 ○

21'補正
認定看護師育成支援
事業

会津・南会津の医療機
関における認定看護師
の養成に係る経費を補
助。

H23.1

会津・南会津の医療機
関における認定看護師
の養成に係る経費を補
助。

国の有識者会議の提
言を受け、会津・南会
津医療圏における看護
師の確保及び資質向
上の施策を盛り込んだ
もの。

0 5,334 ○

21'補正
産科・小児科海外学会
研修等支援事業

産婦人科医・小児科医
が海外学会等に出席
する際の代診医に係る
経費を補助するととも
に、研究資金を貸与す
る。

H22.4

代診医に要する経費
は、病診連携産科小児
科支援事業に組み込
んで補助事業とした。

事業実施段階での精
査の結果、病診連携産
科小児科支援事業に
組み込んだ対応が望ま
しいとみなされたため。

22,000 0 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【福島県】

新規 変更 中止

21'補正
精神科診療拠点緊急
整備支援事業

相双地域に新たに開設
する精神科クリニックに
おいて、必要な往診用
車両や医療備品等の
整備を実施する場合に
補助。

H23.11

相双地域に新たに開設
する精神科クリニックに
おいて、必要な往診用
車両や医療備品等の
整備を実施する場合に
補助。

東日本大震災により相
双医療圏の精神科医
療が壊滅的な打撃を受
け、診療拠点の整備が
必要になったため。

0 12,262 ○

21'補正
修学資金修学生支援
事業

修学資金貸与事業の
修学生に対し、県内へ
の定着を図るため説明
会や研修会を実施。

H23.4

修学資金貸与事業の
修学生に対し、県内へ
の定着を図るため説明
会や研修会を実施。

修学資金貸与事業の
一環で、修学生に対す
る県内定着を図るため
の働きかけが必要に
なったため。

0 576 ○

21'補正
医師研修・研究資金貸
与事業

県外からの医師招へい
及び県内の医師定着を
図るため、研修や研究
に必要な資金を貸与す
る。

H24.4

県外からの医師招へい
及び県内の医師定着を
図るため、研修や研究
に必要な資金を貸与す
る。

医師確保に係る既存の
取組の拡充が必要に
なったため。

0 20,000 ○

21'補正
臨床研修病院合同ガイ
ダンス事業

県外大学の医学部生
が県内の臨床研修病
院の研修内容や雰囲
気を感じてもらう機会を
提供するため、交通費
を補助する。

H24.4

県外大学の医学部生
が県内の臨床研修病
院の研修内容や雰囲
気を感じてもらう機会を
提供するため、交通費
を補助する。

臨床研修病院群の取
組の拡充が必要になっ
たため。

0 5,762 ○

21'補正
地域医療支援センター
運営事業

地域医療支援センター
を設置し、医師不足及
び地域偏在を解消する
ための施策等の企画・
検討を行う。

H23.6

地域医療支援センター
を設置し、医師不足及
び地域偏在を解消する
ための施策等の企画・
検討を行う。

国の補助事業に合わ
せて地域医療支援セン
ターを設置することが
必要になったため。

0 31,154 ○

21'補正
保健師等修学資金貸
与事業

東日本大震災で被災し
た、公立双葉准看等に
在籍している者に対す
る特別貸与を行う。

H23.6

東日本大震災で被災し
た、公立双葉准看等に
在籍している者に対す
る特別貸与を行う。

東日本大震災による看
護学生等に対する修学
継続等への支援が必
要になったため。

0 25,080 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【福島県】

新規 変更 中止

21'補正
ふくしま地域医療の担
い手育成事業

医学部進学を希望する
高校2年生に対し、地
域医療の現場に触れる
機会を設け、医学や地
域医療に対する関心と
学習意欲を高める。

H24.4

医学部進学を希望する
高校2年生に対し、地
域医療の現場に触れる
機会を設け、医学や地
域医療に対する関心と
学習意欲を高める。

医師確保に係る取組の
一環で、高校生に対す
る働きかけが必要に
なったため。

0 8,468 ○

21'補正
短時間正規雇用支援
事業

短時間勤務制度を導
入し、それに伴い代替
医師を確保する病院に
対し、その人件費を補
助。

H22.4 実施していない。

平成21年度限りで国庫
補助事業が廃止され、
平成22年度から、診療
報酬において、病院勤
務医の負担軽減に対
する措置が取られるこ
とになったため。

17,040 0 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【茨城県】

新規 変更 中止

21'補正
医学生に対する修学資
金貸与事業

県内外の大学に地域
枠を追加し、医学生に
対する修学資金を貸与

H24.4
地域枠増員による貸与
対象者の増

地域枠医学生を増員
し、将来、本県の地域
医療に従事する医学生
を確保する。

126,000 174,150 ○

21'補正
医学生に対する修学資
金貸与事業

修学資金の対象外と
なっていた筑波大学医
学生に対して修学資金
を貸与する

H23.4

県内定着率が落ちてき
ている筑波大学医学生
に修学資金を貸与し
て、県内定着を図る

県に唯一の筑波大学
医学生の県内定着を
促進するため

0 18,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【栃木県】

新規 変更 中止

21'補正
看護教員養成講習会
開催事業費

　看護教員の確保につ
いては、これまで国や
他都道府県で実施して
いる養成講習会に派遣
参加することにより対
応してきたところである
が、団塊の世代の退職
等に伴い看護教員が
不足することから、時限
的に養成講習会を実施
し、県内看護教員の確
保を図る。

H24.11
　事業を拡充し、看護
教員の確保を図る。

　看護教員の不足は県
政の 重要課題の一
つであり、地域医療の
維持・充実のための措
置が必要である。この
ため、看護教員の確保
が図れるよう本事業の
拡充を図りたい。

20,000 31,987 ○

21'補正
災害拠点病院医療体
制支援事業

　災害医療センターとし
て必要な医療機器等の
備品購入を支援すると
ともに、災害派遣医療
チーム（ＤＭＡＴ）の体
制整備に必要な災害
派遣用医療機器等の
購入を支援する。

H24.11

　災害時における医療
救護活動の中心的役
割を担う県医師会、及
び、災害医療コーディ
ネーターを有する地域
中核病院に衛星携帯
電話を整備する。

　災害時における医療
救護活動の中心的役
割を担う県医師会等に
おいては、現時点で衛
星携帯電話が未整備
であり、早急に整備を
図る必要がある。

224,120 232,352 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【群馬県】

新規 変更 中止

21'補正
群馬大学地域医療枠
学生への修学資金貸
与

・群馬大学地域医療枠
入学者に修学資金を貸
与。

H23.4
貸与者数を1学年あた
り12名から13名に拡充

計画策定後のH23にお
いて、群馬大学医学部
定員増を行うこととした
ため

229,536 235,782 ○

21'補正
医学生(5,6年生）修学
資金貸与

・地域医療枠学生が卒
業するまでの間の医師
確保を図るため、県内
外の医学生（5，6年生）
に修学資金を貸与。

H22.9
貸与者数を延べ10名
分拡充

貸与希望者が想定より
も多かったため

207,000 225,000 ○

21'補正
ぐんまレジデントサポー
ト推進事業

・研修医確保及び県内
定着を図るため、研修
医を対象とした実践的
なセミナーや、医学生と
研修医との意見交換会
等を開催。

H23.9
医師確保対策として新
たに追加

医師確保対策の拡充
が必要であるため

0 6,453 ○

21'補正 医師Ｕターン推進事業

・県外から転入し県内
基幹病院で勤務を開始
する産科医、小児科医
等に対し研究資金を貸
与。(200万円貸与→2
年勤務で免除)

H24.4
医師確保対策として新
たに追加

医師確保対策の拡充
が必要であるため

0 3,000 ○

22'補正
高崎市がんセット検診
及びＸ線システムの連
携事業

Ｘ線システムの構築及
び検診データを集約す
るためのPACSサー
バーの設置

H24.3
対象事業の実施者の
変更

機器設置に係る契約当
事者が変更されたため

7,000 7,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【群馬県】

新規 変更 中止

21'補正 救急適正利用啓発

・コンビニ受診抑制、救
急勤務医の疲弊防止
のため、適正利用の周
知・普及活動。

事業費の減

適正利用の周知のた
めの小児救急医療講
習会の実施回数を減ら
したため

5,000 4,904 ○

21'補正
医師確保修学資金貸
与（総合医）（東毛分）

・群馬大学の後期研修
プログラム「総合医育
成コース」を選択する研
修医に修学資金を貸
与

配分額の調整
西毛分と配分額を調整
し増額したため

13,260 15,915 ○

21'補正
医師確保修学資金貸
与（総合医）（西毛分）

・群馬大学の後期研修
プログラム「総合医育
成コース」を選択する研
修医に修学資金を貸
与。

貸与者数の減
貸与希望者が想定より
も少なかったため

15,540 3,885 ○

21'補正 救急担当医療クラーク

・救急医療情報システ
ムにリアルタイムで救
急患者受入情報を入
力するための職員配
置。

事業費の減

1病院において事業開
始が半年遅れたため。
また当初の想定より安
価で配置できたため。

126,000 106,751 ○

21'補正 画像情報システム整備

・地域内の救急医療機
関間及び消防との効果
的な連携を図るための
救急医療情報ネット
ワーク整備。

事業費の減 入札差金が生じたため 360,000 359,100 ○

（以下は結果的に計画時の基金充当額と実際（見込み含む）の基金充当額が異なるものを参考に記載。実質的な計画の変更ではないため内訳書の記載は省略します）

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【埼玉県】

新規 変更 中止

21'補正
民間主催の合同説明
会参加事業

民間会社が主催する全国
の医学生を対象とした臨
床研修病院合同説明会
への参加

H24.2

民間会社が主催する全国
の医学生を対象とした臨
床研修病院合同説明会
への参加

県内への医師誘導・定
着を図るため

0 13,834 ○

変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要
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変更事業一覧 【千葉県】

新規 変更 中止

21'補正
【香取海匝】
地域医療支援病床の
確保

地域医療連携を図るた
め、圏域内の地域連携
病院も共同利用できる
「地域医療支援病床」
を整備するための経費
の一部を助成する。

H24.8

事業が完了したことか
ら事業費を減額する。
（「大学等との提携によ
る医療スタッフの確保、
共同研究等」事業へ振
り替え）

平成２３年度に「地域医
療支援病床（３３床）」を
整備し、事業が完了し
たことから、同目的（拠
点機能の強化）の事業
の充実を図るため変更
するもの。

40,000 11,000 ○

21'補正

【香取海匝】
大学等との提携による
医療スタッフの確保、
共同研究等

大学医学部との提携等
により、医療スタッフを
確保するための経費の
一部を助成する。

H24.8

旭中央病院の拠点機
能の維持するため事業
費を増額する。
（「地域医療支援病床
の確保事業」、「地域連
携病院へ派遣される医
師に対する手当の助成
事業」からの振り替え）

旭中央病院における拠
点機能を維持する必要
があることから、救急医
を確保するための経費
を拡充するため変更す
るもの。

100,000 165,000 ○

21'補正

【香取海匝】
医師派遣・かかりつけ
医連携経費
（地域連携病院へ派遣
される医師に対する手
当の助成）

旭中央病院から地域連
携病院へ医師を派遣す
るため、派遣される医
師へのインセンティブと
して、支給される手当
の一部を助成する。

H24.8

当初見込みより事業費
が少なくなる見込みの
ため、事業費を減額す
る。
（「大学等との提携によ
る医療スタッフの確保、
共同研究等」事業へ振
り替え）

計画期間が短くなった
こと、また、派遣する医
師数も事業総額より少
ない額で足りる見込み
となったことから、他事
業の充実を図るため変
更するもの。

65,000 29,000 ○

21'補正

【香取海匝】
医師派遣・かかりつけ
医連携経費
（かかりつけ医機能強
化）

医療機能の役割分担
を推進する上で重要な
役割を担うかかりつけ
医の機能強化を図るた
め、研修会、情報交換
会等の開催等に係る経
費を助成する。

H24.8

・民間事業者への業務
委託により、基礎調
査、かかりつけ医普及
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ及びかかりつ
け医支援事業を実施す
る。
・事業開始を平成22年
度から平成24年度に変
更する。

・かかりつけ医の機能
強化を図るため、より
効果的な方策を検討し
た結果、研修会開催等
経費への助成ではな
く、民間事業者への業
務委託により事業を進
めることとなったため。
・事業の検討に時間を
要したため。

40,000 40,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【千葉県】

新規 変更 中止

21'補正
【香取海匝】
地域医療再生プログラ
ムフォローアップ事業

地域住民・医療関係者
のニーズの把握や第三
者の医療専門家など有
識者の参画を通じ、地
域医療再生プログラム
の客観的評価とフォ
ローアップを行うための
事業を実施する。

H24.8

評価等に係る経費が当
初の見込みより増える
こととなったため増額す
る。
事業費を2,000千円増
額する。

事業の評価等に当たっ
て、評価作業に係る業
者の委託に加え、地域
医療再生本部会議等
に係る経費が当初の見
込みより増えたため。

8,000 10,000 ○

21'補正

【山武長生夷隅】
圏域における救急医療
体制の底上げ（初期・２
次救急）
＜夜間急病診療所設
備整備事業（山武）＞

夜間急病診療所の設
備整備

H24.8
基金額（補助額）の減
額

入札の結果、整備費が
軽減されたため

6,000 4,400 ○

21'補正

【山武長生夷隅】
圏域における救急医療
体制の底上げ（初期・２
次救急）
＜初期救急医療医師
確保支援事業（山武）
＞

夜間急病診療所への
臨時医師等の招聘

H24.8
夜間急病診療所に招
聘する医師数（回数）の
増

夜間、小児を診療する
医療機関が少なく、診
療体制の強化を図るた
め。

11,700 17,800 ○

21'補正

【山武長生夷隅】
圏域における救急医療
体制の底上げ（初期・２
次救急）
＜在宅当番医体制強
化事業（夷隅）＞

在宅当番医等を担う臨
時医師の招聘

H24.8
夜間、消防本部に常駐
する臨時医師の招聘に
対する支援を実施

夜間の二次救急医療
体制の強化が喫緊の
課題であるため、事業
費を振り替える。

29,400 12,792 ○

21'補正

【山武長生夷隅】
圏域における救急医療
体制の底上げ（初期・２
次救急）
＜二次輪番病院施設
整備事業（長生）＞

二次輪番病院の施設
（救急棟）整備

H24.8
基金額（補助額）の増
額

救急棟の整備費が高
額であるため

180,000 184,500 ○

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月
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変更事業一覧 【千葉県】

新規 変更 中止

21'補正

【山武長生夷隅】
圏域における救急医療
体制の底上げ（初期・２
次救急）
＜二次輪番病院設備
整備事業（夷隅）＞

二次輪番病院の設備
（医療機器）整備

H24.8
補助対象先を１医療機
関から３医療機関に拡
大

輪番参加病院から設備
の要望があったため

20,000 30,500 ○

21'補正

【山武長生夷隅】
圏域における救急医療
体制の底上げ（初期・２
次救急）
＜二次輪番病院体制
強化事業（夷隅）＞

救急医療に従事する医
師等の招聘

H24.8
基金額（補助額）の増
額

病院群輪番を強化する
にあたり、当初想定より
医師の増員を図る必要
があったため

83,400 94,008 ○

21'補正

【山武長生夷隅】
圏域における救急医療
体制の底上げ（初期・２
次救急）
＜後期研修病院支援
事業＞

後期研修医の指導医
の人件費に対する支援

H24.8 事業の中止
指導医の不在など、指
導医に対する支援が困
難であるため

13,500 0 ○

21'補正

【山武長生夷隅】
救急医療のコーディ
ネートシステムの構築
＜山武長生夷隅救急
コーディネート事業（救
急医療センター整備）
＞

県救急医療センターの
施設・設備整備

H24.8
施設整備の中止による
基金額（補助額）の減
額

平成２５年度までに施
設整備に着手するのが
困難であるため

180,000 100,000 ○

21'補正

【山武長生夷隅】
救急医療のコーディ
ネートシステムの構築
＜山武長生夷隅救急
コーディネート事業（救
急システム）＞

コーディネートシステム
（空床情報等）の開発

H24.8
基金額（補助額）の減
額

開発費が低廉であるた
め

130,000 25,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【千葉県】

新規 変更 中止

21'補正

【山武長生夷隅】
救急コーディネートシス
テムの構築
＜山武長生夷隅救急
コーディネート事業
（コーディネート参加医
療機関設備整備）＞

コーディネートに参加す
る医療機関の設備整
備

H24.8

県救急医療センターの
ほか、コーディネートに
参加する医療機関の設
備整備にも支援を実施

コーディネート対象患
者の受入れを強化する
ため

0 180,000 ○

21'補正

【山武長生夷隅】
救急医療のコーディ
ネートシステムの構築
＜救急医療のコーディ
ネートシステムの構築
（救急医療啓発事業）
＞

救急フォーラムを開催
し、あるべき救急医療
のすがたや適切な利用
について、地域住民や
医療関係者とともに考
え、そこで提案されたこ
とを広く住民に普及さ
せるための、県民参加
型の広報を広く実施す
ることで、県民の意識を
改善し、需要側からの
救急資源の適正利用
を図る。

H24.8

・地域医療再生プログ
ラムの客観的評価及び
フォローアップ並びに
地域医療再生本部会
議へのフィードバックに
ついて、計画本文へ記
載を追加する。

・山武長生地域医療圏
の計画において、地域
医療再生プログラムの
客観的評価及びフォ
ローアップ並びに地域
医療再生本部会議へ
のフィードバックが、当
事業の中で行われてい
ることを明確にするた
め。
・地域医療再生本部会
議等に係る経費が、当
初より増える見込みで
あるため。

50,000 52,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【千葉県】

新規 変更 中止

21'補正

【山武長生夷隅】
地域病院への医師派
遣を目的とした寄附講
座設置事業

千葉大学に「救急医療
と関連が強い診療科に
関する寄附講座」を設
置し、山武長生夷隅医
療圏の地域病院に救
急医の派遣を行う。

H24.8

千葉大学等に寄附又
は補助し、山武長生夷
隅医療圏の地域病院
に救急医療又は地域
医療を行う医師の派遣
を行う。

当初、寄附講座を設置
することとしていたが、
千葉大学と協議した結
果、寄附講座は設置せ
ずに奨学寄附金で対応
することとなった。
また、雇用する医師は
４診療科（救急・麻酔・
小児・産婦人科）で２０
名を想定していたが、
千葉大学での雇用は２
診療科（外科・産婦人
科）で６名にとどまって
おり、千葉大学以外の
病院等へも補助するこ
とで、救急医療又は地
域医療を行う医師派遣
の拡充を図る。

320,000 320,000 ○

21'補正

【全県的事業】
「千葉県共用地域医療
連携パス」の管理・評
価見直し

　医師会、かかりつけ
医の代表者（県医師会
関係者）や急性期病
院、回復期病院等の関
係者から構成される
ワーキンググループを
疾病ごとに設置し、下
記事業を実施する。
・千葉県共用地域医療
連携パスの地域での使
用状況の調査
・同パスへの医療関係
者の意見調査
・上記調査状況の分析
・同パスの改訂の検討

H24.8

基金負担分０．０５億円
（＝０．０２５億円×２）
→　０億円（事業総額
は０．０５億円で変更な
し）

事業の進捗状況を踏ま
え、本事業は県単独予
算で実施し、基金負担
分は「千葉県共用地域
医療連携パス」の普及
事業に振り替える。

5,000 0 ○

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月

変更後
基金充当額

（千円）
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変更事業一覧 【千葉県】

新規 変更 中止

21'補正

【全県的事業】
「千葉県共用地域医療
連携パス」の使用医療
機関への情報管理業
務量調査

　香取海匝及び山武長
生夷隅保健医療圏の
拠点病院等・サテライト
病院・かかりつけ診療
所等において、千葉県
共用地域医療連携パ
スを使用するための情
報管理業務に関する業
務量調査を実施し、普
及に必要なインセンティ
ブの創設等に関する基
礎調査を実施する。

H24.8

事業期間　平成22年度
～平成23年度
→　平成25年度
事業総額　０．１億円
（＝０．０５億円×２）
→　０．０５億円
（＝０．０２５億円×２）
基金負担分０．１億円
→　０．０５億円

調査対象医療機関を２
圏域から全県に変更。

２圏域において共用パ
スを使用している医療
機関が少ない状況から
事業を見直す。

10,000 5,000 ○

21'補正
【全県的事業】
「千葉県共用地域医療
連携パス」の普及

　「千葉県共用地域医
療連携パス」の普及を
図るため、取り扱い方
法や使用上のメリット及
び地域での普及状況
等について研修会等を
開催する。
　二次医療圏ごとに、
病院の地域医療連携
室等の連絡会議を開
催し顔の見える関係の
構築を図る。
　地域医療連携パスに
係る診療技術移転を推
進し、開業医の診療技
術の向上を図る。
　平成２０年度に開設し
た「千葉県共用地域医
療連携パスのホーム
ページ」の運営管理を
千葉県医師会に委託
する。

H24.8

事業総額　０．０５億円
（＝０．０２５億円×２）
→　０．０７億円
（＝０．０３５億円×２）
基金負担分０．０５億円
→　０．０７億円

ホームページの運営管
理は、県単独予算で実
施。

「千葉県共用地域医療
連携パス」の普及促進
を強化するため、事業
費を他事業から振り替
える。

5,000 7,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【千葉県】

新規 変更 中止

千葉大学附属病院の
一部を改修し、ｼﾐｭﾚｰ
ｼｮﾝ機器等を備えたセ
ンターを整備する

H24.8 事業総額の変更
医療技術研修に使用
するｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ機器等
を追加整備する。

250,000 268,000 ○

各種システムを整備
し、医療技術研修や研
修機関等の情報情報
提供等を実施

H24.8

病院間相互研修は実
施困難なため、スキル
ズセンターを活用した
医療技術研修へ変更、
及び、事業総額の変更

病院相互研修は実施
困難であること、及び、
国庫補助事業「地域医
療支援センター事業」
に採択されたため、運
営費を減額する。

250,000 190,000 ○

21'補正

【全県的事業】
地域医療に従事する医
師確保のための新たな
奨学金制度

・卒後に地域医療に従
事する医学生に対し、
修学資金を貸与
・卒後に地域医療に従
事する大学院生に対
し、修学資金を貸与

H24.8
・貸与の対象を10名か
ら20名に拡充
・事業総額の変更

・H22年度7名、H24年
度3名分の地域枠に加
え、H21年度地域枠10
名分の内H22年度以降
に新規貸し付け分を加
えるため。
・制度の広報等に努め
たが、貸付希望者が見
込めないため。

260,000 332,000 ○

21'補正

【全県的事業】
看護職員のレベルに応
じた研修の実施
看護師の県内定着を
図るための修学金制度
の拡充

・看護職員の定着促進
を図るため、看護職員
のレベルに応じた看護
技術研修を実施
・卒後に県内の特定病
院に勤務する看護学生
に対し、修学資金を貸
与

H24.8 事業総額の変更

・研修事業費が減少す
る見込みのため。
・貸付希望者が減少す
る見込みのため。

100,000 74,000 ○

22'補正
救命救急センター等整
備事業≪既存分≫

救命救急センターの施
設・設備整備（医療機
器、格納庫等）

H24.8
設備整備の増による基
金額（補助額）の増額

ドクヘリの格納庫、デジ
タル無線機の整備費が
増額となったため

640,000 752,000 ○

【全県的事業】
千葉県医師キャリア
アップ・就職支援セン
ターの設置・運営

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分

21'補正
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変更事業一覧 【千葉県】

新規 変更 中止

22'補正 ドクターカー事業
ドクターカーの運営費
（人件費）に対する支援

H24.8
運行時間の短縮等によ
る基金額（補助額）の
減額

ドクターカーに同乗する
医療関係者の配置が２
４時間帯制で行うこと
が困難であるため

180,000 68,000 ○

22'補正
看護師学校の新設・定
員増に伴う施設・設備
整備事業

看護師養成数の拡大
を図る。新設3校、定員
増1校

H24.8
新設4校、定員増1校に
増加

看護系大学の新設計
画の追加があったため

1,780,000 1,880,000 ○

22'補正
看護教員養成支援事
業

看護教員養成講習会
への参加経費等の補
助

H24.8
本県での看護教員養
成講習会を開催を追加

他県で実施する看護教
員養成講習会へ参加
できない教員の資質向
上を図るため

162,000 162,000 ○

22'補正
看護師・助産師定着促
進事業

看護師宿舎、院内保育
所等の施設整備補助
（国庫補助不採択分）

H24.8 基金事業対象の減少
Ｈ２４年度は既存の国
庫補助事業で採択され
たため

244,200 144,200 ○

事業区分
変更年月 変更概要 変更理由

変更前
基金充当額

（千円）

変更後
基金充当額

（千円）
計画年度 事業名 事業概要
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変更事業一覧 【東京都】

新規 変更 中止

該当無し

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分

32



変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正
地域周産期医療体制
確保事業

身近な地域における出
産の場を確保するた
め、分娩取扱施設の新
規開設の支援を図る。

H24.3
分娩取扱施設の開設６
カ所に対する補助想定
を３カ所に変更した。

新規開設の分娩取扱
診療所が当初見込み
より少なくなったため。

188,170 96,714 ○

H24.3

公的医療機関に係る再
整備を取りやめ、セミ
オープンシステムにつ
いても設備整備事業に
対する補助を削減する
とともに、対象経費を医
師・看護師雇上経費か
ら連携運営費・連携推
進費に変更した。

公的医療機関に係る再
整備が中止になったた
め。また、実施医療機
関の選定にいたらな
かったため。

296,832 36,499 ○

H24.9

セミオープンシステム
の実施に伴う設備整備
事業に対する補助につ
いては実施しない。

セミオープンシステム
の実施に伴う施設整備
事業の事業実施ニーズ
が当初想定よりも少な
く、諸経費（連携運営
費・連携推進費）の補
助だけでも、事業目的
が達成できるため。

36,499 10,480 ○

21'補正
周産期後方支援病床
等整備事業

ＮＩＣＵ・ＧＣＵや重症心
身障害児施設等の増
床による後方支援体制
の整備に対し、緊急的
に支援を行う。

H24.3
病床拡充の施設・設備
整備への補助を８床か
ら20床へ変更した。

関東厚生局との事前調
整を行った際、20床以
上の増床でないと許可
ができない旨指摘を受
け、県としても事業効
果の拡大が期待される
ことから、それに合わ
せた対応を行うこととし
たため。

95,640 240,115 ○

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月

21'補正
周産期母子医療強化
対策事業

公的医療機関において
周産期母子医療機能
の強化を図る。また、セ
ミオープンシステムの
実施に係る設備整備及
び諸経費に対し補助を
行う。
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正 NICU機能整備事業

周産期医療体制整備
指針の改正に伴い、新
たに必要となる看護
師・等関連職種の配置
に対し支援を行うことに
より、周産期医療体制
の整備を図る。

H24.3

総合周産期母子医療
センター３カ所、地域周
産期母子医療センター
11カ所に対する補助を
予定していたが、実際
には平成23年度から６
カ所での実施に変更し
た。

計画開始当初から各医
療機関において、人員
が確保できなかったた
め。

86,302 69,096 ○

21'補正
新生児眼科医療機器
設備整備支援事業

未熟児網膜症等の診
断に対応可能な機器
（広角眼底カメラ）の整
備に対して補助を行
う。

H24.3 新規事業

NICU入院児の眼科診
療回数及び期間の短
縮を図り、NICU入院児
の早期退院及びNICU
病床の円滑な循環につ
なげるため。

0 39,890 ○

H24.3

県外からの戻り患者数
について１人あたり50
万円程度の補助から、
県内受入病院が行う患
者受入調整に対する補
助（１件69千円）と県内
受入病院、県外医療機
関との調整を行う基幹
病院を対象とする補助
（１件138千円）とを設け
て実施することとした。

詳細な制度設計に伴
い、補助単価を減らす
とともに、年間見込み
件数を70名から20名に
変更したため。

114,759 22,093 ○

H24.9
継続して同様の補助を
実施する。

事業実施ニーズが当初
想定よりも少なく実績
は多くないものの、事
業目的の達成には影
響しないため。

22,093 3,105 ○

21'補正
周産期救急県外搬送
患者戻り搬送受入確保
事業

県外搬送された救急患
者を県内医療機関で受
入れた場合に受入経
費等に対して補助を行
う。

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

H24.3

１床１日当たりの経費
を補助することを想定し
ていたが、受入１件当
たりに改めた。

搬送受入基準が定まら
なかったことから、救急
隊から搬送される妊産
婦の受入について医療
機関への徹底が図れ
ず、当初見込みより申
請実績が少なかったた
め。

29,111 20,785 ○

H24.9
継続して同様の補助を
実施する。

事業実施ニーズが当初
想定よりも少なく実績
は多くないものの、事
業目的の達成には影
響しないため。

20,785 3,580 ○

21'補正
周産期救急医療患者
搬送機能強化事業

ドクターカーを整備する
費用又は既存の救急
車にドクターカー機能を
持たせるために搭載す
る医療機器等を整備す
る費用に対し補助す
る。

H24.9 新規事業

周産期救急医療システ
ム受入病院において、
ドクターカーの整備を
進め、他院への転院を
円滑化することで空床
を確保し、重症患者を
円滑に受け入れ、救命
率の向上を図る。

0 84,102 ○

21'補正
医療施設発電設備設
置事業【東部】

①地域医療支援病院
②地域周産期母子医
療センター③人工透析
実施医療機関④災害
拠点病院の自家発電
設備の整備に対して補
助を行う。

H24.3 新規事業

自家発電設備の整備
を進め、地域の基盤強
化を図り、災害時等に
おいても安定した医療
の提供が行える体制の
構築を目指す。

0 139,694 ○

21'補正
県民救急理解推進事
業【東部】

地域医療を支える団体
が主体的に行う取組み
（地域医療への理解を
進めるための調査研
究・広報）に対し支援す
る。

H24.3 新規事業

緊急性がない受診の
抑制等を促進し、医療
従事者及び医療機関
の負担軽減を図ること
により、医療体制の安
定的な運営につなげ
る

0 3,568 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要

21'補正
周産期救急医療システ
ム強化モデル事業

救急隊により受入困難
事案患者を直接搬送さ
れた妊婦の受入実績
に応じて補助を行う。
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正
地域医療再生計画推
進事業

地域医療再生計画に
位置づけた施策・事業
の普及啓発を実施する
とともに、検証・評価に
よる事業継続の検討を
行う会議等を開催する
ことにより、地域医療再
生計画の推進を図る。

H24.3 会議開催経費等の減。
既存会議を利用するな
どして効率化したため。

26,389 18,398 ○

21'補正
地域医療医師修学資
金貸付事業

将来県内の医療機関
において、地域医療を
担う医師を確保・育成
するため、修学資金の
貸付を実施する。

H24.3
１学年の貸付人数を１
大学５人から３大学13
人へ改めた。

大学による定員増の実
施が１大学から３大学
に増え、それに伴い貸
付人数も５人から１３人
へ増加したため。

58,369 88,800 ○

21'補正
大学医学教育環境改
善緊急支援事業

医学部定員増等に伴う
教育環境の改善を図
る。

H24.3
平成22年度の実績に
基づき、計画額を減少
させた。

平成22年度について、
３大学の実施に留まっ
たため。

155,650 150,000 ○

21'補正
後期研修医等確保支
援事業

大学等が行う後期研修
医等の確保活動の支
援を行うことにより、病
院勤務医の確保を図
る。

H24.3

平成22、23年度の実績
に基づき、計画を減少
させるとともに、１大学
当たり年600万円の支
援から年500万円の支
援に変更した。

平成22、23年度につい
て計画策定後間もな
かったことから４大学に
おいても十分に対応で
きなかったため。

97,281 69,901 ○

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（①産科
等研修医手当支援事
業）【東部】

産婦人科等専門医を
目指す専攻医を受入れ
ており、かつ専攻医の
処遇改善を目的とした
手当（研修医手当等）
の支給を行う医療機関
に対して補助する。

H24.3

国庫補助金（医療提供
体制推進事業費補助
金）の事業として実施し
ていたが、補助金が減
少したことから平成23
年度以降は基金事業と
して実施することとし
た。

同左 0 4,983 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（②産科
医師等分娩手当支援
事業）【東部】

産科医師及び助産師
に対する分娩手当制度
が設置されており、か
つ一般的な分娩費用
が50万円未満の分娩
取扱機関に対し補助す
る。

H24.3

国庫補助金（医療提供
体制推進事業費補助
金）の事業として実施し
ていたが、補助金が減
少したことから平成23
年度以降は基金事業と
して実施することとし
た。

同左 0 124,072 ○

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（③新生
児担当医手当支援事
業）【東部】

新生児医療担当医の
処遇を改善するため、
出産後NICUに入室す
る新生児を担当する医
師に対し、手当の支給
を行う医療機関に対し
て補助する。

H24.3

①手当を創設し実施す
る医療機関における件
数の想定を年間1,600
件から890件へ変更。
②平成22年度は国庫
補助金（医療提供体制
推進事業費補助金）の
事業として実施したが、
平成24年度以降は基
金事業として実施する
こととした。

手当を創設し、実施す
る医療機関そのものが
少なかったため。（手当
創設が補助要件となる
が、特定診療部門にの
み手当制度を設けるこ
とによる院内調整が困
難なため。）

10,668 2,965 ○

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（④産科
医師等勤務手当支援
事業）【東部】

ハイリスク分娩等の特
殊勤務手当や指導医
手当等の支給を行う医
療機関に対して補助を
行う。

H24.3

①ハイリスク手当の想
定を年間1,600件から
476件へ変更。
②指導医の想定を年
間49施設×２名から9
件へ変更。
③平成22年度から平成
25年度までの４年間で
補助率の低減を実施す
る予定であったが、平
成22年度から平成24年
度までの３年間で補助
率の低減を実施するこ
ととした。

手当を創設し、実施す
る医療機関そのものが
少なかったため。（手当
創設が補助要件となる
が、特定診療部門にの
み手当制度を設けるこ
とによる院内調整が困
難なため。）
県の予算編成におい
て、均等に低減していく
ことが適当との判断に
いたったため。

81,856 4,506 ○

事業区分
変更年月 変更概要 変更理由

変更前
基金充当額

（千円）

変更後
基金充当額

（千円）
計画年度 事業名 事業概要
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（⑤女性
医師等勤務環境改善
支援事業）【東部】

開業医等を活用した宿
日直勤務体制の確保
や短時間勤務制導入
に取り組む医療機関に
対して補助を行う。

H24.3

全県域で６カ所の実施
を想定していたが、実
施年度について前倒し
した上で、６カ所以上の
実施想定に変更。

事業実施ニーズが当初
想定よりも多かったた
め。

33,819 40,737 ○

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（⑥医師
事務作業補助者配置
支援事業）【東部】

災害拠点病院、地域支
援病院、周産期システ
ム参加病院のうち、医
療クラークに係る診療
報酬の届出済みの病
院を除く病院を対象と
し、医療クラークの人件
費を補助する。

H24.3
平成22年度に１件のみ
実施し、事業完了とし
た。

緊急雇用創出事業と重
複するためそちらを活
用したこと及び平成22
年度の診療報酬改定
により医師事務作業補
助加算がプラス改定と
なったことで、補助の意
義が薄れたため。

59,925 1,058 ○

21'補正
潜在医師等再教育・再
就業支援事業

育児等で職場を離れて
いた女性医師等の職
場復帰や高度・先進医
療の技術習得を円滑に
行うため、再教育や再
就業支援研修に係る諸
経費について補助す
る。

H24.3

再教育・再就業研修等
事業に係る補助につい
て、補助先を医師の教
育に長けている県内４
医科大学に変更し、年
400万円から800万円（4
大学×200万円）へ積
算を変更した。

再教育・再就業研修等
事業に係る補助につい
て、過去２年間の事業
実施が困難であったた
め、事業実施方法等に
ついて見直しを行った
ため。

38,913 39,125 ○

21'補正
院内助産所等開設支
援事業

院内助産所、助産師外
来の開設に係る整備及
び研修事業に対して支
援を行うことにより、助
産師の活用及び医師
の負担軽減を図る。

H24.3

施設及び設備の整備
について、４カ所の補
助想定を６カ所に変更
した。、

事業実施ニーズが当初
想定よりも多かったた
め。

45,306 71,114 ○

21'補正
院内学童保育施設運
営補助事業

院内で学童保育を行う場合の
施設運営に対して支援を行う
ことにより、医師、看護師等が
子育てをしながら働き続ける
ことのできる環境の充実を図
る。

H24.3

補助率を２／３から
平成23年度は0.46
平成24、25年度は0.42
とする。

再生計画終了後の激
変を避けるため、補助
率を調整する。

157,067 91,184 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正
特定院内保育施設整
備事業

病児保育施設を併設するなど、他施設
の医療従事者の保育児童を受け入れる
特定の院内保育施設の整備に対して支
援を行うことにより、医師、看護師等が
子育てをしながら働ける環境を整備す
る。

H24.3

補助財源及び補助額
算定方法の見直し（一
般保育部分と病児・病
後児部分を分けて積
算）。

国庫補助条件が厳しい
ことから、国庫対象分
を再生基金分に振り替
えて目的達成を図るた
め。

14,429 37,334 ○

21'補正
看護師等養成力推進
事業

臨床と基礎教育の連携システムの構築
に取り組む看護師等の養成所における
必要な演習機材等の整備に対して支援
を行うことにより、看護師等の養成力の
充実を図る。

H24.3

補助対象を実習病院ま
で拡大し、さらに補助
内容を実習指導者配
置に拡大。

臨床と基礎教育の連携
システム構築により実
践力の高い看護職員
のつなげるため。

131,262 265,479 ○

21'補正
地域医療寄附講座開
設事業

研修プログラムの開
発、教育、拠点病院へ
の医師派遣等を行う講
座を設置する医科大学
に対し寄附による支援
を行う。

H24.3
県内４医科大学におい
て、各年当たり5,000万
円の支援を想定する。

同左 788,252 800,000 ○

H24.3

年間救急患者数に応じ
た医療機関への運営
費及び施設整備対する
補助から二次医療機関
の新たな取り組み（拠
点的病院の整備、専門
科輪番体制の構築、輪
番実施回数の増）に対
する補助へ枠組みを変
更した。

支援の枠組みの変更
により、対象となる医療
機関、案件が減少する
ため。

795,933 577,154 ○

H24.9
継続して同様の補助を
実施する。

平成23年度は運営費
の補助について調整が
遅れ、施設設備整備の
補助についても補助の
趣旨に合致する医療機
関の選定に至らなかっ
たため。

577,154 577,052 ○

事業区分
変更年月 変更概要 変更理由

変更前
基金充当額

（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

21'補正
救急医療機関確保事
業

二次救急拠点病院等
の施設・設備整備や運
営に対して支援を行う
ことにより、二次救急医
療機関の確保を図る。

計画年度 事業名 事業概要
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正
救急医療体制再構築
事業（①輪番病院参加
促進事業）

新たに二次救急病院
群輪番制への産科をす
る医療機関の初期経
費に対して補助する。

H24.9
継続して同様の補助を
実施する。

事業実施ニーズが当初
想定よりも少なく実績
は多くないものの、事
業目的の達成には影
響しないため。

140,000 56,000 ○

21'補正 ドクターカー整備事業

ドクターカーを整備する
費用又は既存の救急
車にドクターカー機能を
持たせるために搭載す
る医療機器等を整備す
る費用に対し補助す
る

H24.9 新規事業

救命救急センターのド
クターカーを現場へ急
行させることで、三次救
急患者を早く医師の処
置下におき、救命率の
向上を図る。

0 84,102 ○

21'補正
医療施設発電設備設
置事業【西部】

①地域医療支援病院
②地域周産期母子医
療センター③人工透析
実施医療機関④災害
拠点病院の自家発電
設備の整備に対して補
助を行う。

H24.3 新規事業

自家発電設備の整備
を進め、地域の基盤強
化を図り、災害時等に
おいても安定した医療
の提供が行える体制の
構築を目指す。

0 296,021 ○

21'補正 ３疾病地域連携事業

脳卒中、急性心筋梗塞
及び糖尿病に係る地域
連携クリティカルパスを
利用したネットワークの
構築等を行うことによ
り、地域医療連携の強
化を図る。

H24.3 検討経費の減。
検討経費が当初見込
みを下回ったため。

98,865 96,051 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正 緩和ケア病棟整備事業

緩和ケア病棟の未整備
圏域における病棟整備
を促進するため、病棟
整備を支援し、ターミナ
ルケアの推進を図る。

H24.3

　支援先の３施設から
２施設への変更及び既
支援施設の整備病床
数が想定を下回ったこ
とによる、総事業費及
び基金負担額等の減
額

　緩和ケア病棟整備を
見込んでいた県央医療
圏について、現在のと
ころ、平成25年度まで
に当該病棟を整備する
医療機関の見込みが
ないため。また、既に
支援を実施した相模原
協同病院の病床整備
数が当初の想定を下
回ったため（20床⇒12
床）。

188,430 100,544 ○

21'補正
在宅医療提供体制推
進事業（①地域連携推
進事業）

在宅療養支援診療所
が地域のかかりつけ医
等と連携した取組や医
療機器の整備などの事
業に対する支援を行う
ことにより、在宅医療提
供体制の推進強化を
図る。

H24.3 補助対象施設の増

事業実施ニーズが当初
想定よりも多く、事業効
果の拡大が期待される
ため。

103,130 127,876 ○

21'補正
在宅医療提供体制推
進事業（③離山間地域
医療振興事業）

離山間地域における公
立診療所の在宅医療
の確保と病院との連携
に必要な医療機器等
の整備に対して支援を
行うことにより、在宅医
療提供体制の推進強
化を図る。

H24.3 補助対象施設の減
一部施設について、当
初想定していた整備が
不要となったため。

50,400 48,552 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正 適正受診推進事業

今後の高齢化の進展
に伴い、「かかりつけ
医」を持つことの重要
性が増しているので、
県民に対して、その重
要性をアピールして「か
かりつけ医」の普及・定
着を図る。

H24.3 新規事業

かかりつけ医の重要性
をアピールし、不要な
救急受診の防止を図
り、救急医療機関の負
担軽減を図るため。

0 19,912 ○

21'補正
地域医療連携強化等
相談体制確保事業

医療連携の中核とし
て、連絡会議等の開催
や住民の相談に対応
するコールセンター等
の設置・運営に対して
支援を行うことにより、
地域医療連携の強化
及び適正受診の普及
等相談体制の確保を
図る。

H24.3 設備整備箇所の減

複数市町村が連携した
コールセンターの設置
ニーズが、当初の見込
みより少なかったため。

74,500 5,160 ○

21'補正
県民救急理解推進事
業【西部】

地域医療を支える団体
が主体的に行う取組み
（地域医療への理解を
進めるための調査研
究・広報）に対し支援す
る。

H24.3 新規事業

緊急性がない受診の
抑制等を促進し、医療
従事者及び医療機関
の負担軽減を図ること
により、医療体制の安
定的な運営につなげ
る

0 3,568 ○

21'補正
地域医療再生計画推
進事業

地域医療再生計画に
位置づけた施策・事業
の普及啓発を実施する
とともに、検証・評価に
よる事業継続の検討を
行う会議等を開催する
ことにより、地域医療再
生計画の推進を図る。

H24.3 会議開催経費等の減。
既存会議を利用するな
どして効率化したため。

31,188 18,651 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正 医療情報共有事業

ICTを活用した医療情
報共有の取組みの一
つとして、マイカルテの
導入に向けた検討を行
う。

H24.3 新規事業

災害対策、救急の救命
率向上、医療費適正化
を目指し、ＩＣＴを活用し
た診療情報の共有と利
活用を図る。

0 20,000 ○

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（①産科
等研修医手当支援事
業）【西部】

産婦人科等専門医を
目指す専攻医を受入れ
ており、かつ専攻医の
処遇改善を目的とした
手当（研修医手当等）
の支給を行う医療機関
に対して補助する。

H24.3

国庫補助金（医療提供
体制推進事業費補助
金）の事業として実施し
ていたが、補助金が減
少したことから平成23
年度以降は基金事業と
して実施することとし
た。

同左 0 4,983 ○

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（②産科
医師等分娩手当支援
事業）【西部】

産科医師及び助産師
に対する分娩手当制度
が設置されており、か
つ一般的な分娩費用
が50万円未満の分娩
取扱機関に対し補助す
る。

H24.3

国庫補助金（医療提供
体制推進事業費補助
金）の事業として実施し
ていたが、補助金が減
少したことから平成23
年度以降は基金事業と
して実施することとし
た。

同左 0 167,852 ○

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（③新生
児担当医手当支援事
業）【西部】

新生児医療担当医の
処遇を改善するため、
出産後NICUに入室す
る新生児を担当する医
師に対し、手当の支給
を行う医療機関に対し
て補助する。

H24.3

①手当を創設し実施す
る医療機関における件
数の想定を年間1,600
件から890件へ変更。
②平成22年度は国庫
補助金（医療提供体制
推進事業費補助金）の
事業として実施したが、
平成24年度以降は基
金事業として実施する
こととした。

手当を創設し、実施す
る医療機関そのものが
少なかったため。（手当
創設が補助要件となる
が、特定診療部門にの
み手当制度を設けるこ
とによる院内調整が困
難なため。）

10,668 2,965 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【神奈川県】

新規 変更 中止

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（④産科
医師等勤務手当支援
事業）【西部】

ハイリスク分娩等の特
殊勤務手当や指導医
手当等の支給を行う医
療機関に対して補助を
行う。

H24.3

①ハイリスク手当の想
定を年間1,600件から
476件へ変更。
②指導医の想定を年
間49施設×２名から9
件へ変更。
③平成22年度から平成
25年度までの４年間で
補助率の低減を実施す
る予定であったが、平
成22年度から平成24年
度までの３年間で補助
率の低減を実施するこ
ととした。

手当を創設し、実施す
る医療機関そのものが
少なかったため。（手当
創設が補助要件となる
が、特定診療部門にの
み手当制度を設けるこ
とによる院内調整が困
難なため。）
県の予算編成におい
て、均等に低減していく
ことが適当との判断に
いたったため。

81,857 4,506 ○

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（⑤女性
医師等勤務環境改善
支援事業）【西部】

開業医等を活用した宿
日直勤務体制の確保
や短時間勤務制導入
に取り組む医療機関に
対して補助を行う。

H24.3

全県域で６カ所の実施
を想定していたが、実
施年度について前倒し
した上で、６カ所以上の
実施想定に変更。

事業実施ニーズが当初
想定よりも多かったた
め。

40,694 40,738 ○

21'補正

医師等勤務環境改善
緊急支援事業（⑥医師
事務作業補助者配置
支援事業）【西部】

災害拠点病院、地域支
援病院、周産期システ
ム参加病院のうち、医
療クラークに係る診療
報酬の届出済みの病
院を除く病院を対象と
し、医療クラークの人件
費を補助する。

H24.3
平成22年度に１件のみ
実施し、事業完了とし
た。

緊急雇用創出事業と重
複するためそちらを活
用したこと及び平成22
年度の診療報酬改定
により医師事務作業補
助加算がプラス改定と
なったことで、補助の意
義が薄れたため。

59,925 1,057 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【新潟県】

新規 変更 中止

21'補正

【魚沼】良医育成新潟
県コンソーシアムとの
連携による研修医確保
に係る事業

県内の地域医療を担う良
医の育成を目的とした教
育体制の充実を図るとと
もに、当県の臨床研修病
院のＰＲなどの各種事業
を実施

H24.8 事業費の減額
事業の実施方法の工夫
等により、事業費を減額
できる見込みとなったため

114,766 70,000 ○

21'補正
【佐渡】地域医療連携
ネットワーク構築事業

佐渡医療圏の連携を図る
ため、地域医療連携ネット
ワークを構築

H23.12

遠隔診療支援システム、
地域医療連携ネットワー
ク、在宅診療支援システ
ムの3システムを統一シス
テムとして構築

3システムを一体化して構
築したほうが効果的かつ
効率的な情報システムと
なるため

1,626,250 1,626,250 ○

21'補正
魚沼基幹病院（仮称）
の整備事業（拠点医療
の整備）

医療圏に不足していた拠
点的な医療を確保するた
め、魚沼基幹病院（仮称）
を設置

H24.7

　基幹病院本体整備に係
る積算面積、工事計画の
確定に伴う基金充当額の
変更

実施設計後の確定面積
により充当額を算出した
ため

427,064 327,104 ○

21'補正
魚沼基幹病院（仮称）
の整備事業（地域医療
研修センター）

県内の地域医療を担う医
師を育成するセンターを
整備

H24.7

　基幹病院本体整備に係
る積算面積、工事計画の
確定に伴う基金充当額の
変更

　研修センターの面積に
ついて、外来や病棟等の
面積を含めて計算するこ
とが適当と考えたため。

554,000 937,203 ○

21'補正
魚沼基幹病院（仮称）
の整備事業（臨床研究
センター）

医師のキャリア形成、住
民の健康づくりに資する
研究センターを整備

H24.7

　基幹病院本体整備に係
る積算面積、工事計画の
確定に伴う基金充当額の
変更

実施設計後の確定面積
により充当額を算出した
ため

370,000 271,706 ○

21'補正
魚沼基幹病院（仮称）
のヘリポート整備事業

特に重篤な救急患者を圏
域外に搬送できるよう、魚
沼基幹病院（仮称）にヘリ
ポートを整備

H24.7

「魚沼基幹病院（仮称）の
整備事業（拠点医療の整
備）」と一体的に整備する
こととしたもの

平成25年度工事におい
て、ヘリポート整備に係る
基金充当額の算出が困
難なため

95,000 0 ○

21'補正
病院内保育所設置促
進事業

　看護職員が安心して働
き続けられるように、病院
内保育所を整備

H24.7

　基幹病院本体整備に係
る積算面積、工事計画の
確定に伴う基金充当額の
変更

実施設計後の確定面積
により充当額を算出した
ため

80,000 49,961 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【富山県】

新規 変更 中止

21'補正
県立中央病院ＭＦＩCU
等整備

県立中央病院ＭＦＩＣＵ及
び産科病床の整備の実
施

H23.10
執行残を他事業へ振り
替え

執行残の活用 550,000 534,162 ○

21'補正
県立中央病院ＮＩＣU増
床整備

県立中央病院ＮＩＣＵ増床
のための、中央病棟２階
改修の実施

H23.10
執行残を他事業へ振り
替え

執行残の活用 700,000 695,504 ○

21'補正
周産期医療施設設備
整備

地域周産期医療センター
等の設備整備

H23.10 基金充当額を増額
国庫補助金の確定に
伴うもの

122,000 142,334 ○

21'補正
医療系ショートステイ病
床確保

緊急に医療系ショートステ
イを利用する場合等に対
応する病床確保

H24.4
残予定額を新規事業に
振り替え

残予定額の活用 72,000 50,400 ○

21'補正 在宅支援センター支援
郡市医師会が設置する
「在宅医療支援センター」
の運営費の助成

H24.4
対象医療圏の追加に
伴う基金充当額の増額

対象医療圏を追加した
ため

48,000 60,000 ○

21'補正 訪問看護推進事業
訪問看護ステーションに
対する指導、医療機関に
おける研修会等の開催

H24.4
在宅看護体制強化の
ための研修会等の開
催

在宅医療のさらなる推
進が必要なため

0 9,600 ○

21'補正
医学生修学資金（富
大・金大枠）

医学部定員増により入学
する医学生に対して、修
学資金を貸与

H23.3
残予定額を新規事業に
振り替え

貸与希望者が想定数
より減ったため

222,000 214,630 ○

21'補正
医学生修学資金（医療
再生枠）

公的病院等の勤務を志望
する医学生に対して、修
学資金を貸与

H24.4
残予定額を新規事業に
振り替え

貸与希望者が想定数
より減ったため

234,000 196,718 ○

21'補正
富大看護師教育施設
整備

富山大学の看護教育施
設整備に対する支援

H24.4
執行残を新規事業へ
振り替え

執行残の活用 500,000 410,586 ○

21'補正 臨床研修医確保対策
富山県臨床研修病院連
絡協議会の設置・運営等

H23.3
富山県臨床研修病院
連絡協議会を設置・運
営

医師確保のため、研修
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、研修環境の
充実等が必要

0 58,800 ○

21'補正 女性医師等支援事業
女性医師のキャリア形成
しやすい環境の整備

H23.3
女性医師のキャリア形
成しやすい環境整備

女子医学生の県内定
着率の向上が必要なた
め

0 21,450 ○

21'補正 総合医育成支援事業
総合医をへき地医療拠点
病院で育成・教育する取
組みに対する助成

H23.3
総合医をへき地医療拠
点病院で育成・教育す
る取組みに対し助成

総合医の育成体制の
確立が必要なため

0 6,750 ○

21'補正
看護研修センター増築
支援

富山県看護協会の看護
研修センターの増築を支
援

H24.4
看護研修センターの増
築に対する補助

看護職員の資質向上
を図るため

0 41,000 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【富山県】

新規 変更 中止

21'補正
看護職員就業支援事
業

再就業を希望する看護職
員等に対する情報提供や
相談・助言を行う

H24.4
再就業を希望する看護
職員に対する情報提
供、相談・助言

看護職員の職場定着
を図るため

0 2,000 ○

21'補正
看護職員調査システム
化

看護職員業務従事者届
出に係るPC対応システム
の開発

H24.4
看護職員業務従事者
調査に係るシステム開
発

看護職員の資質向上
を図るため

0 4,066 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【石川県・能登北部医療圏】

新規 変更 中止

21'補正
金沢大学医学類・特別
枠の拡充

金沢大学医学類の入
学定員を増員し、修学
資金を貸与するととも
に、金沢大学附属病院
に進路相談等を行う専
任医師等を配置し、県
内の医師不足地域に
勤務しつつ、将来の地
域医療を担う指導的人
材を養成する。

H24.4

金沢大学医学類の入
学定員の増員のみなら
ず、進路相談等を行う
専任医師等を配置

国の地域医療支援セン
ター事業の創設を踏ま
え、事業を追加

20,000 72,000 ○

21'補正

総合周産期母子医療
センター（県立中央病
院）・高度周産期医療
機関の充実・強化

診療報酬の「施設基
準」を満たすＮＩＣＵを整
備し、新生児集中治療
に必要な医療機器を整
備することにより、総合
周産期母子医療セン
ターと連携しつつ県全
域を対象に高度な周産
期医療を提供する。
さらに、総合周産期母
子医療センター等を退
院した障害児等の療
養・療育を担っている
医療機関において、重
度心身障害児を受け入
れるための必要な医療
機器を整備する。

H24.4

総合周産期母子医療
センター等を退院した
障害児等の療養・療育
を担っている医療機関
における、重度心身障
害児を受け入れるため
の必要な医療機器の
整備

周産期医療体制整備
計画の策定を踏まえ、
NICUの後方機能を強
化

23,000 11,500 ○

21'補正

救急医療や周産期医
療を担う人材の研修体
制の強化

救急医療や周産期医
療を担う中核的な医療
機関において、県内外
の指導者による研修会
の開催や、 新の医療
機器の整備など、魅力
的な研修環境の整備
に取り組み、若手医師
の養成・確保を図る。

H22.6

県立中央病院における
新の医療機器の整

備

元々予定していた事業
をより明確に記載

60,000 53,000 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要

変更
年月

変更概要
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変更事業一覧 【石川県・能登北部医療圏】

新規 変更 中止

21'補正

看護師確保総合対策
事業（看護師等学校養
成所の指導体制の強
化）

臨床現場における医
療・看護の現状に即応
できる看護師を養成す
るため、実習器材を整
備し、多様な看護判断
をするための基盤とな
るフィジカルアセスメン
ト能力を向上させる。ま
た、看護教員を対象と
した研修会等を開催
し、養成体制を強化す
るとともに、養成所への
進学を促すため、出前
講座を開催するなど、
看護師確保の取り組み
を図る。

H22.6

高校生や中学生を対
象に出前講座を実施す
るほか、看護の仕事内
容を紹介する冊子の作
成・配布

元々予定していた事業
をより明確に記載

23,000 65,500 ○

21'補正

看護師確保総合対策
事業（ナースバンク機
能の強化）

ナースバンク事業の事
務局体制の強化や情
報発信、セミナーの開
催など、潜在看護師の
再就業への促進を図
る。

H24.4

看護師の早期復職に
向けた情報提供やセミ
ナー等を実施

元々予定していた事業
をより明確に記載

2,000 7,000 ○

21'補正

看護師確保総合対策
事業（認定看護師の資
格取得の促進）

医療機関に就業してい
る看護師が認定看護
師の資格を取得するた
めに必要な経費(教材
費、受講料等、宿泊
費、旅費など)を補助す
るほか、認定看護師を
活用した研修を行うな
ど、認定看護師等の養
成を促進する。

H22.6

認定看護師を活用した
研修の実施

元々予定していた事業
をより明確に記載

11,000 36,000 ○

計画年度 事業名 事業概要
変更
年月

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【石川県・能登北部医療圏】

新規 変更 中止

21'補正

在宅療養支援体制の
強化

在宅医療に係る情報を
収集し、管理・分析する
ことにより情報の集積・
分析を図るとともに、在
宅医療を行う医療機
関、調剤薬局、介護
サービス事業者等の関
係者を対象とした研修
会や情報交換会を行
い、地域の医療機関の
役割分担、相互連携を
図るとともに、リハビリ
医療の中核施設の機
能を強化し、在宅医療
ネットワークを構築す
る。

H24.4

リハビリ医療の中核施
設の機能強化を実施

元々予定していた事業
をより明確に記載

9,000 96,000 ○

21'補正

地域医療支援機能の
強化

脳卒中診療などにおけ
る輪番制の調整、ドク
ターカーの出動調整、
地域連携パスの作成・
運用、がん診療連携拠
点病院に準じた病院の
指定・支援、研修会の
開催（がん診療連携拠
点病院等における人材
養成）など能登地域の
医療機関の連携体制
づくりに取り組む。

H23.4

がん診療連携拠点病
院に準じた病院の指
定・支援、研修会（がん
診療連携拠点病院等
における人材養成）な
どを実施

元々予定していた事業
をより明確に記載

59,600 30,000 ○

計画年度 事業名 事業概要
変更
年月

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【石川県・能登北部医療圏】

新規 変更 中止

21'補正

地域医療連携対策関
連事業（診療情報の共
有化のための電子カル
テの整備）

能登北部４病院に診療
情報の共有化のため
の電子カルテシステム
を導入する。処置結果・
検査結果・画像診断等
をネットワーク上で管
理・参照することによ
り、医療情報管理の効
率化や医療スタッフの
勤務環境の改善を図
る。また、共通の電子カ
ルテの導入に加え、診
療情報を共有化するた
めのＩＴ基盤を導入し、
他病院と診療情報を共
有化する。

H23.4

能登北部４病院に診療
情報を共有化するため
の電子カルテシステム
を整備

元々予定していた事業
をより明確に記載

440,000 466,000 ○

計画年度 事業名 事業概要
変更
年月

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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様式３－１変更事業一覧 【石川県・南加賀医療圏】

新規 変更 中止

21'補正
金沢大学医学類・特別
枠の拡充

金沢大学医学類の入
学定員を増員し、修学
資金を貸与するととも
に、金沢大学附属病院
に進路相談等を行う専
任医師等を配置し、県
内の医師不足地域に
勤務しつつ、将来の地
域医療を担う指導的人
材を養成する。

H24.4

金沢大学医学類の入
学定員の増員のみなら
ず、進路相談等を行う
専任医師等を配置

国の地域医療支援セン
ター事業の創設を踏ま
え、事業を追加

100,000 72,000 ○

21'補正

総合周産期母子医療
センター（県立中央病
院）・高度周産期医療
機関の充実・強化

診療報酬の「施設基
準」を満たすＮＩＣＵを整
備し、新生児集中治療
に必要な医療機器を整
備することにより、総合
周産期母子医療セン
ターと連携しつつ県全
域を対象に高度な周産
期医療を提供する。
さらに、総合周産期母
子医療センター等を退
院した障害児等の療
養・療育を担っている
医療機関において、重
度心身障害児を受け入
れるための必要な医療
機器を整備する。

H24.4

総合周産期母子医療
センター等を退院した
障害児等の療養・療育
を担っている医療機関
における、重度心身障
害児を受け入れるため
の必要な医療機器の
整備

周産期医療体制整備
計画の策定を踏まえ、
NICUの後方機能を強
化

123,500 107,500 ○

21'補正

地域医療支援機能の
強化

地域連携パスの作成・
運用、がん診療連携拠
点病院に準じた病院の
指定・支援、研修会の
開催（がん診療連携拠
点病院等における人材
養成）など南加賀地域
の医療機関の連携体
制づくりに取り組む。

H23.4

がん診療連携拠点病
院に準じた病院の指
定・支援、研修会（がん
診療連携拠点病院等
における人材養成）な
どを実施

当初は能登北部地域
でのみ実施を予定して
いたが、全県で実施す
ることとなった

0 5,200 ○

計画年度 事業名 事業概要
変更
年月

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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様式３－１変更事業一覧 【石川県・南加賀医療圏】

新規 変更 中止

21'補正

救急医療や周産期医
療を担う人材の研修体
制の強化

救急医療や周産期医
療を担う中核的な医療
機関において、県内外
の指導者による研修会
の開催や、 新の医療
機器の整備など、魅力
的な研修環境の整備
に取り組み、若手医師
の養成・確保を図る。

H22.6

県立中央病院における
新の医療機器の整

備

元々予定していた事業
をより明確に記載

240,000 153,000 ○

21'補正

看護師確保総合対策
事業（看護師等学校養
成所の指導体制の強
化）

臨床現場における医
療・看護の現状に即応
できる看護師を養成す
るため、実習器材を整
備し、多様な看護判断
をするための基盤とな
るフィジカルアセスメン
ト能力を向上させる。ま
た、看護教員を対象と
した研修会等を開催
し、養成体制を強化す
るとともに、養成所への
進学を促すため、出前
講座を開催するなど、
看護師確保の取り組み
を図る。

H22.6

高校生や中学生を対
象に出前講座を実施す
るほか、看護の仕事内
容を紹介する冊子の作
成・配布

元々予定していた事業
をより明確に記載

87,000 65,500 ○

21'補正

看護師確保総合対策
事業（ナースバンク機
能の強化）

ナースバンク事業の事
務局体制の強化や情
報発信、セミナーの開
催など、潜在看護師の
再就業への促進を図
る。

H22.6

看護師の早期復職に
向けた情報提供やセミ
ナー等を実施

元々予定していた事業
をより明確に記載

12,000 7,000 ○

計画年度 事業名 事業概要
変更
年月

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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様式３－１変更事業一覧 【石川県・南加賀医療圏】

新規 変更 中止

21'補正

看護師確保総合対策
事業（認定看護師の資
格取得の促進）

医療機関に就業してい
る看護師が認定看護
師の資格を取得するた
めに必要な経費(教材
費、受講料等、宿泊
費、旅費など)を補助す
るほか、認定看護師を
活用した研修を行うな
ど、認定看護師等の養
成を促進する。

H22.6

認定看護師を活用した
研修の実施

元々予定していた事業
をより明確に記載

17,000 36,000 ○

21'補正

在宅療養支援体制の
強化

在宅医療に係る情報を
収集し、管理・分析する
ことにより情報の集積・
分析を図るとともに、在
宅医療を行う医療機
関、調剤薬局、介護
サービス事業者等の関
係者を対象とした研修
会や情報交換会を行
い、地域の医療機関の
役割分担、相互連携を
図るとともに、リハビリ
医療の中核施設の機
能を強化し、在宅医療
ネットワークを構築す
る。

H24.4

リハビリ医療の中核施
設の機能強化を実施

元々予定していた事業
をより明確に記載

51,000 96,000 ○

計画年度 事業名 事業概要
変更
年月

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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様式３－１変更事業一覧 【石川県・南加賀医療圏】

新規 変更 中止

21'補正

救急医療ネットワーク
の構築

南加賀医療圏の中核
的な病院である小松市
民病院に、南加賀救急
医療センター（仮称）を
整備し、脳卒中や急性
心筋梗塞などの患者の
受入体制を強化する。
また、他の救急告示病
院の体制を強化し、南
加賀医療圏内の救急
告示病院間の当直医
の専門診療科の調整
や救急告示病院の空
床の把握、初期治療を
行った患者の転院搬送
先の確保など、南加賀
医療圏内の救急告示
病院間の連携を強化
し、専門的な治療や高
度な医療を要する重症
患者以外は、出来る限
り南加賀医療圏内で治
療できる体制を確保す

H22.6

南加賀医療圏の中核
的な病院である小松市
民病院に南加賀救急
医療センター（仮称）を
整備するほか、他の救
急告示病院の体制強
化を実施

元々予定していた事業
をより明確に記載

290,000 850,000 ○

計画年度 事業名 事業概要
変更
年月

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【福井県】

新規 変更 中止

21'補正
訪問看護ステーション
支援事業

２４時間サポート体制
の整備や各種マニュア
ル、訪問看護記録等の
共通様式の作成ならび
に訪問看護サービスの
普及啓発等の取組み
を行う。

H24.3

２４時間サポート体制
の整備や各種マニュア
ル、訪問看護記録等の
共通様式の作成ならび
に訪問看護サービスの
普及啓発等の取組み
を実施

訪問看護ステーション
間の連携の強化図る
必要があるため。

0 9,000 ○

21'補正
がん検診機器・検診
車、読影体制整備事業

据置き式マンモグラフィ
やがん検診車等の整
備に対する補助

H24.3
マンモグラフィに加えが
ん検診車を整備

がん検診体制の更なる
充実を図るため。

60,000 153,000 ○

21'補正
県立病院の診療機能
強化

基幹病院である県立病
院に画像診断装置を導
入する。

H24.3
ＣＴに加え、ＭＲＩ、頭腹
部血管造影装置を整
備

画像診断装置の更なる
充実を図るため。

294,000 788,000 ○

21'補正
小児初期救急センター
設置事業

「福井県こども急患セン
ター」を設置、運営す
る。

H24.3 ―
当初の想定より大幅に
事業費が少なく設置・
運営ができたため。

550,000 77,000 ○

21'補正
広域災害・救急医療情
報システムの改修

周産期医療情報システ
ムと相互に情報を参照
可能なシステムに改修
する。

H24.3 ―
当初の想定より大幅に
事業費が少なく構築が
可能となったため。

200,000 33,000 ○

21'補正
メディカルシミュレー
ションセンターの設置

福井大学のシミュレー
ションセンター建設に対
する補助

H24.3
メディカルシミュレー
ションセンターの設置

県内の医療従事者の
育成と更なる確保を図
るため。

0 400,000 ○

21'補正
全国規模の研修会の
福井県での開催

臨床研修医等を対象と
する研修会の開催

H24.3 ― 実施が困難であるため 10,000 0 ○

21'補正 在宅医療体制の整備
基幹薬局の施設整備
に対する補助

H24.3 ―

公的な薬局への施設
整備を検討している
が、現段階で調整未了
のため

5,000 0 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要

56



変更事業一覧 【福井県】

新規 変更 中止

21'補正
遠隔画像診断システム
整備

画像情報をネットワー
クを活用して他医療機
関に送信できる設備整
備に対する補助

H24.3 ― 要望がないため 54,000 0 ○

21'補正
市町の療育体制の強
化

市町の保健センター等
の療育用具整備に対
する補助

H24.3 ― 他の財源により実施 7,000 0 ○

21'補正
医師看護師の働きやす
い環境整備への助成

２４時間・夜間保育を行
う際に必要な設備整備
等に対する補助

H24.3 事業費の削除
需要を踏まえ、より効
果的な方策を検討する
ため

201,000 0 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【山梨県】

新規 変更 中止

21'補正
地域医療研修支援事
業（寄附講座）

・山梨大学に寄附講座
を開設し、圏域内の病
院に設置する研修セン
ター内に、大学から派
遣された指導医３名及
び研修医３名を配置す
る。

H24.3
Ｈ２２、Ｈ２３不執行によ
る減額

地域医療研修センター
を設置する病院につい
て大学側との協議が整
わなかったため

240,000,000 120,000,000 ○

21'補正
地域医療連携協議会
設置事業

・医療機関の連携に関
する具体的な方策の立
案や調査等を行う協議
会を設置・運営する。

H24.3
Ｈ２２、Ｈ２３実績による
減額

経費削減のため 42,000,000 40,244,779 ○

21'補正
連携等に伴う施設改
修・設備整備等事業

・北部及び中南部のそ
れぞれの地域におい
て、病院間の共同経営
化や連携強化等を図る
こととし、これに必要な
経費の助成を行う。

H24.3

峡南北部地域の５億円
を７億円に、峡南中南
部地域の２億円を４億
円に増額

医療連携に必要な施
設改修・設備整備等を
検討した結果

700,000,000 1,100,000,000 ○

21'補正
救急医療機関の医療
機能の整備事業（ドク
ターヘリ）

・圏域内で対応できな
い重篤な救急患者を受
け入れる救急医療機関
の機能強化や搬送体
制の強化を図る。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 646,000,000 645,427,300 ○

21'補正
在宅医療支援協議会
設置事業

・在宅医療に係る諸課
題を多職種間で協議
し、総合的な対応方策
を検討する協議組織を
設置する。

H24.3
Ｈ２２、Ｈ２３実績による
減額

経費削減のため 2,000,000 1,761,051 ○

21'補正
在宅健康管理システム
整備事業

・適切な時期に医師が
在宅医療を行えるよ
う、在宅患者のバイタ
ル数値や顔色等の情
報が病院に伝えられる
機器を貸与する体制の
整備に対し助成を行
う。

H24.3 事業費の減額
導入方法及び導入機
器の選定結果によるも
の

26,000,000 22,934,000 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【山梨県】

新規 変更 中止

21'補正
地域医療従事者育成
支援事業

・地域医療を志す医療
従事者を確保するた
め、育成プログラムの
作成や受け入れに要
する経費（指導者人件
費等）に対し助成を行
う。

H24.3
Ｈ２２、Ｈ２３実績による
減額

経費削減のため 11,000,000 6,568,000 ○

21'補正
地域医療従事者研修
奨励金交付事業

・医師等の地域医療従
事者育成プログラムに
よる研修参加を促進す
るため、研修に参加す
る医師、看護師に奨励
金を交付する。

H24.3 Ｈ２３実績による減額
希望者が予定人数を
下回ったため

9,000,000 6,210,000 ○

21'補正 巡回検診車整備事業

・過疎地等においてき
め細やかな巡回検診
が実施されるよう、検
診車を整備する。

H23.3 事業中止

巡回検診車の必要性・
整備方法等について、
地元関係者の合意が
図れないため

70,000,000 0 ○

21'補正
在宅歯科診療設備整
備事業

・歯科医師の在宅診療
への参入を促進するた
め、ポータブル診療ユ
ニットの導入に対し助
成を行う。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 4,800,000 4,708,000 ○

21'補正
医学部生に対する修学
資金貸与事業費

・現行の奨学金制度と
併せ、北里大学に地域
医療医師確保枠を設
定し、将来山梨で医療
に従事することを条件
に修学資金の貸与制
度を新たに設ける。

H23.3
Ｈ２２、Ｈ２３実績による
減額

希望者が予定人数を
下回ったため

31,200,000 18,720,000 ○

21'補正
救急医療情報システム
整備事業

・消防本部の一元化、
消防法の改正に伴い、
現在使用している救急
医療情報システムの改
修整備を行う。

H24.3 事業中止
消防一元化の検討が
滞っており、事業実施
は難しいため

200,000,000 0 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【山梨県】

新規 変更 中止

21'補正
医療機能強化事業
（がん診療体制整備）

・富士吉田市立病院の
がん診療のための施
設・設備整備に対し助
成を行う。

H24.3

がん診療のための施
設・設備整備を減額し、
ＩＣＵの稼働による高度
な救急医療体制を確保
するための設備整備を
増額

病院の医療機器整備
計画に基づく計画の見
直し

150,000,000 91,000,000 ○

21'補正
医療機能強化事業
（高度救急医療体制整
備）

・富士吉田市立病院のＩ
ＣＵの稼働による高度
な救急医療体制を確保
するための設備整備に
対し助成を行う。

H24.3

がん診療のための施
設・設備整備を減額し、
ＩＣＵの稼働による高度
な救急医療体制を確保
するための設備整備を
増額

病院の医療機器整備
計画に基づく計画の見
直し

150,000,000 209,000,000 ○

21'補正
医療機能強化事業
（周産期医療体制整
備）

山梨赤十字病院のＮＩＣ
Ｕの設置により、ハイリ
スク患者を受け入れる
ための施設や設備の
整備に対し助成を行
う。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 90,000,000 89,880,000 ○

21'補正
医療機能強化事業
（心疾患治療体制整
備）

・山梨赤十字病院の圏
域内の心疾患の拠点と
しての施設や設備の整
備に対し助成を行う。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 210,000,000 209,811,000 ○

21'補正
地域医療研修支援事
業(寄附講座）

・山梨大学に寄附講座
を開設し、圏域内の病
院に設置する研修セン
ター内に、大学から派
遣された指導医３名及
び研修医３名を配置す
る。

H24.3
Ｈ２２、Ｈ２３不執行によ
る減額

地域医療研修センター
を設置する病院につい
て大学側との協議が整
わなかったため

240,000,000 120,000,000 ○

21'補正
大学との連携による医
師確保事業

・大月市立中央病院
が、大学から医師の派
遣を受けるために必要
な経費に対し助成を行
う。

H24.3 Ｈ２３不執行による減額
大学等と医師派遣協議
が整わなかったため

57,000,000 38,000,000 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【山梨県】

新規 変更 中止

21'補正
医療機能強化事業
（救急医療体制整備）

・都留市立病院の救急
医療体制を強化するた
めに必要な設備整備に
対し助成を行う。

H24.3

救急医療体制を強化す
るために必要な設備整
備を増額し、がんの検
診体制及び人工透析
体制を充足させるため
の設備整備を減額

病院の医療機器整備
計画に基づく計画の見
直し

180,000,000 219,379,500 ○

21'補正
医療機能強化事業
（乳がん検診機器整
備）

・都留市立病院のがん
の検診体制を充足させ
るための設備整備に対
し助成を行う。

H24.3

救急医療体制を強化す
るために必要な設備整
備を増額し、がんの検
診体制を充足させるた
めの設備整備を減額

病院の医療機器整備
計画に基づく計画の見
直し

60,000,000 44,089,500 ○

21'補正
医療機能強化事業
（人工透析医療体制整
備）

・糖尿病を原疾患とす
る腎不全等に対応でき
る血液浄化センターの
機能を持つために必要
な設備整備に対し助成
を行う。

H24.3

救急医療体制を強化す
るために必要な設備整
備を増額し、人工透析
体制を充足させるため
の設備整備を減額

病院の医療機器整備
計画に基づく計画の見
直し

80,000,000 56,531,000 ○

21'補正
医療機能強化事業
（循環器医療体制の整
備）

・大月市立中央病院の
脳疾患、心疾患の診療
体制を強化するための
設備整備に対し助成を
行う。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 350,000,000 349,305,000 ○

21'補正
歯科救急拠点整備事
業

・休日等における歯科
救急診療を行う拠点施
設の整備に対し助成を
行う。

H24.3
歯科医師等のスキル
アップに要する費用を
追加

歯科救急拠点整備検
討委員会での検討結
果

80,000,000 89,819,676 ○

21'補正
在宅歯科診療設備整
備事業

・歯科医師の在宅診療
への参入を促進するた
め、ポータブル診療ユ
ニットの導入に対し助
成を行う。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 4,800,000 4,708,000 ○

21'補正
基幹薬局体制整備事
業

・薬局の在宅診療への
参入を促進するため、
薬剤の無菌調剤を行え
るクリーンベンチの整
備に対し助成を行う。

H24.3
整備箇所を２をから１
に減少

県薬剤師会との調整結
果

12,000,000 6,000,000 ○

変更前
基金充当額

（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
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変更事業一覧 【山梨県】

新規 変更 中止

21'補正
富士・東部地域医療連
携協議会設置事業

・計画を推進するため、
関係者による協議組織
を設置し、計画の推進
に伴う諸課題の解決に
向けた協議、調整、各
種調査を実施する。

H24.3

設置を予定していた地
域医療連携機構に代
わり、地域医療連携協
議会において協議・調
査を実施したことによる
減額

地域医療連携協議会
における検討結果

46,200,000 9,641,033 ○

21'補正
患者情報共有システム
整備事業

・医療機関間で患者情
報（検査、投薬、画像
データ）を共有化するシ
ステムの導入に対し助
成を行う。
・医療関係施設間にお
ける通信手段を確保す
るための衛星携帯電話
を整備する。

H24.3

・医療関係施設間にお
ける通信手段を確保す
るための衛星携帯電話
を整備するための増額

地域医療連携協議会
における検討結果

210,000,000 230,000,000 ○

21'補正
就業看護師研修セン
ター設置事業費

・看護師の県内定着を
図るため、山梨県立大
学において「認定看護
師」の資格が取得でき
るよう、必要な施設、設
備の整備に対し助成を
行う。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 100,000,000 95,972,000 ○

22'補正
総合周産期母子医療
センター整備事業費

・母体と胎児を同時に
監視できる母体胎児集
中監視システムを整備
する。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 30,000,000 24,150,000 ○

22'補正
ドクターヘリ場外離着
陸場整備事業費

ドクターヘリの有効活
用を図るため、場外離
着陸場を整備（舗装、
ペイントなど）する。

H24.3
予定箇所３０を約２０に
減少

市町村への要望調査
の結果

45,000,000 28,827,000 ○

22'補正
広域医療搬送拠点臨
時医療施設整備費

大規模災害に備え、必
要な資機材を備えた広
域医療搬送拠点臨時
医療施設（ＳＣＵ）を整
備する。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 93,000,000 70,239,525 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【山梨県】

新規 変更 中止

22'補正
災害拠点病院通信機
能強化事業費

災害時の通信手段を
確保するため、災害拠
点病院に衛星携帯電
話を配備する。

H24.3 事業実績による減額 経費削減のため 4,000,000 3,161,000 ○

22'補正
災害時透析治療体制
整備事業費

災害時に透析治療が
継続できるよう、衛星携
帯電話を活用した音声
通信ネットワークを構
築する。

H24.3 事業実績による増額 経費精査の結果 40,000,000 42,715,000 ○

22'補正
地域医療臨床研修推
進事業費

・啓発・広報活動や奨
励金交付により、初期
及び後期臨床研修医を
確保する。また、地域
医療に対する医学部生
や研修医の関心を高め
るとともに、病院群によ
る臨床研修を実施す
る。
・産科医確保のため、
産科後期研修の充実
を図るとともに、研修医
に奨励金を交付する。

H24.3
奨励金の創設による増
額

より産科医確保を目指
すため

41,000,000 48,901,750 ○

22'補正
若手医師海外留学支
援事業費

・帰国後、一定期間県
内の医療機関に勤務
することを条件に、先端
医療技術等を学ぶ若
手医師を海外派遣す
る。

H24.3 計画の縮小
事業計画を見直したた
め

50,000,000 38,331,000 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要

63



変更事業一覧　 【長野県】

新規 変更 中止

21'補正
（上小）初期救急医療
体制整備事業

内科初期救急センター
の設置及び運営　等

H24.3 ◆事業変更による減
◆移転新築候補地の
確保が困難となったこ
とによる減額

189,471 96,744 ○

21'補正
（上小）第二次救急医
療体制の確保事業

病院群輪番制参加病
院への補助　等

H22.4 ◆所要額の変更
◆事業費を精査した結
果、所要額見込みが増
加した

188,420 196,240 ○

21'補正
（上小）上田市産院移
転新築事業

上田市産院移転新築
整備

H24.3
◆設備整備事業の追
加

◆設備整備事業に基
金を充当することとした

319,642 326,441 ○

21'補正
（上小）信州大学との連
携による研修医、指導
医等確保事業

信州上田医療センター H24.9
◆設備整備事業の追
加

◆がん医療機器（リニ
アック）を導入する（H25
予定）

562,806 646,195 ○

21'補正
（上小）看護師を目指す
学生に対する支援事業

上田市医師会付属看
護専門学院生に対する
授業料の貸与

H23.9 ◆所要額の変更
◆事業費を精査した結
果、所要額見込みが減
少した

49,200 45,700 ○

21'補正
（上小）地域医療連携
ネットワークシステム事
業

診療情報ネットワーク
整備、電子カルテ導入

H24.2 ◆所要額の変更
◆事業費を精査した結
果、所要額見込みが減
少した

570,891 535,778 ○

21'補正
（上小）周産期母子医
療センター設備整備事
業

周産期母子医療セン
ター運営再開のための
設備整備

H24.9
◆設備整備事業の追
加

◆周産期母子医療セン
ター運営再開に向けて
の機器整備を行う

0 33,333 ○

21'補正
（上伊那）医療再生推
進協議会の設置・運営
事業

機能分担と連携のため
の運営連携会議

H23.9 ◆所要額の変更
◆専任職員を配置した
ことによる増加

1,000 5,343 ○

計画
年度

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧　 【長野県】

新規 変更 中止

21'補正
（上伊那）地域救急医
療センターの拡充・運
営事業

伊那中央病院の３次救
急医療対応への施設
整備

H23.9 48,000 ○

21'補正
（上伊那）研修センター
（仮称）の整備事業

施設整備や研修制度
の充実により研修医な
どの医師確保

H23.9 600,000 ○

21'補正
（上伊那）救急医療機
器の更新・充実事業

３次救急対応の血液ガ
ス分析装置等の整備、
２次救急維持のための
医療機器整備

H23.9 ◆所要額の変更

◆昭和伊南総合病院
から伊那中央病院への
救命救急センター指定
替えに伴う体制整備を
行うこととしたことによ
る増加

9,000 387,000 ○

21'補正
（上伊那）地域カード等
の活用事業

地域カード等の活用の
ための研究・整備

H24.9 ◆事業の中止

◆地域カードの活用研
究の結果、費用対効果
が低いため中止とした
ことによる減少

10,000 0 ○

21'補正
（上伊那）地域医療支
援リハビリテーションセ
ンターの整備事業

一般病床を回復期病
棟に改修し、通所リハ
などの機能を付与

H23.9 ◆所要額の変更
◆事業費を精査した結
果、所要額見込みが減
少した

200,000 152,000 ○

21'補正
（上伊那）ＯＴ、ＰＴ等の
育成によるリハビリ機
能の向上事業

地域医療支援リハビリ
テーションセンターのＯ
Ｔ、ＰＴに対する研修

H24.9 ◆所要額の変更
◆事業費を精査した結
果、所要額見込みが減
少した

20,000 13,000 ○

21'補正

（上伊那）県立こころの
医療センター駒ヶ根と
の連携による認知症共
同診療体制の整備事
業

認知症外来の開設 H23.9 ◆所要額の変更
◆事業費を精査した結
果、所要額見込みが増
加した

16,000 20,000 ○

事業区分

◆事業一体化

◆内視鏡手術トレーニ
ングセンター整備から
医療従事者のレベル
アップを促進する研修
センター整備へ変更の
上、地域救急医療セン
ターの拡充と合わせて
一体化して整備するこ
ととしたことによる増加

369,141

計画
年度

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）
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変更事業一覧　 【長野県】

新規 変更 中止

22'補正
ドクターヘリ等活用促
進事業（の一部）

ヘリポート整備（ランデ
ブーポイント等）や地域
住民への周知等

H24.9
補助対象病院の追加
（長野赤十字病院）

基幹災害拠点病院で
ある長野拠点病院につ
いて、現在敷地内にヘ
リポートがないため

0 100,000 ○

22'補正
小児救命救急センター
運営事業

・入院を要する小児患
者及び重篤な小児救
急患者に対応する医療
提供体制を確保するた
め、県立こども病院に
おいて小児救命救急セ
ンターを運営

H24.9
平成23年度に引き続
き、平成24年度も支援

医療提供体制推進事
業補助金（統合補助
金）の県への配分額が
少なかったため

57,344 111,406 ○

22'補正

二次救急医療機関等
救急患者受入強化事
業（の一部（長野・北信
医療圏））

長野・北信医療圏の救
命救急センターである
長野赤十字病院の負
担を軽減するため、必
要な施設設備を整備
し、救急患者の受入強
化を図る。

H24.1
北信総合病院の建て
替え、二次救急医療機
器整備

平成23年度に医療施
設耐震化臨時特例交
付金の対象とされたた
め、建替への基金充当
予定額を他の事業へ
振り分けることとしたた
め

426,000 86,000 ○

22'補正
災害時救急医療支援
体制整備事業

ＤＭＡＴ指定病院等へ
の衛生携帯電話の整
備

H24.3
基金運用益を実際に充
当

計画では基金運用益を
充当して、事業を実施
することとしていたが、
平成24年度に実際に
運用益を財源ん医事業
を実施することとしたた
め。

0 5,390 ○

22'補正
ＳＣＵ（広域での臨時医
療施設）整備事業

信州まつもと空港等へ
の大型テント、発電機、
投光器等の整備

H24.3
基金運用益を実際に充
当

計画では基金運用益を
充当して、事業を実施
することとしていたが、
平成24年度に実際に
運用益を財源ん医事業
を実施することとしたた
め。

0 3,176 ○

計画
年度

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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新規 変更 中止

22'補正
地域医療支援センター
設置運営事業

「信州医師確保総合支
援センター」を設置し、
信州大学医学部及び
長野県立病院機構と連
携し、ドクターバンク事
業に加え、地域医療を
担う医師の育成や医学
生修学資金貸与者の
キャリア形成支援と配
置を行い、総合的な医
師確保対策を推進

H24.3 事業執行見込額の減

国からの委託事業の実
施において、執行額が
当初の見込みを下回っ
たため

91,543 55,351 ○

22'補正
看護教員養成講習会
事業

質の高い看護職員を養
成するため、教員に対
する講習会を開催

H24.9
国庫補助金の活用及
び受講者負担金の徴
収

他県で実施ている同様
の講習会との均衡を図
るため

14,953 8,596 ○

22'補正
県外看護学生向けＩ・Ｕ
ターン促進事業

看護学生の県内への
就労促進を図るため、
県外の学生（首都圏及
び中京・関西圏）を対象
に、県内の医療機関を
案内し、魅力をＰＲ

H22.9

実施主体の変更
（県の直接実施から県
看護協会の補助事業
へ）

県看護協会が実施した
ほうが看護師等求人情
報発信事業（再生基
金）との相乗効果も見
込まれ、効率的かつ効
果的であると判断した
ため。

8,000 8,000 ○

22'補正
地域医療啓発活動推
進事業（の一部）

小児科医の負担軽減
を図るため、住民が夜
間・休日のこどもの急
病などについて適切な
受療行動をとれるよう
に小児救急電話相談

H24.6

小児科医の負担軽減
を図るため、住民が夜
間・休日のこどもの急
病などについて適切な
受療行動をとれるよう
に小児救急電話相談
の回線を１回線増加

相談件数の増加に早
急に対応する必要があ
るため

0 890 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画
年度

事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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新規 変更 中止

22'補正
地域医療連携体制推
進事業

地域医療連携体制推
進会議において、医療
連携体制の課題を解
決するために必要な施
設・設備整備費に対し
て支援

H24.9 実施内容に変更なし

医療計画の策定作業
の過程で、施設・設備
整備を含む医療提供体
制の更なる強化が求め
られたため。なお、具体
的な事業については、
平成25年度に向け調
整予定。

80,000 93,559 ○

22'補正
医療提供体制分析事
業

公表されているＤＰＣ
データや患者調査等を
活用し、医療圏ごとの
課題や疾病ごのと課題
を分析し、情報の共有
を図るとともに、課題解
決の方法を検討

H24.3 実施内容に変更なし
システム導入費が見込
みを下回ったため

22,292 3,465 ○

計画
年度

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岐阜県】

新規 変更 中止

21'補正
医師事務作業補助者
設置支援事業

病院勤務医の業務負
担軽減のため、医師事
務作業補助者の設置
に対し補助

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金への充当

他基金を活用している
ため
（医療提供体制推進事
業費補助金の交付決
定減額分に充当）

294,094 192,530 ○

21'補正
ドクターヘリ導入事業
（運航経費）

ドクターヘリを導入し、重
篤患者への救急専門医
等による早期の治療着手
や、広域的な患者の搬送
により、地域医療格差の
是正を図る

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

294,601 364,637 ○

21'補正
小児救急医療拠点病
院運営事業（南部）

東濃地域に拠点病院を
整備し、運営に対して
補助

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

24,808 29,657 ○

21'補正
救命救急センター設備
整備支援事業（岐阜南
部）

高度救命救急センター
設置病院及び救命救
急センター設置病院の
設備整備

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

138,564 155,493 ○

21'補正
総合周産期母子医療
センター運営費

総合周産期母子医療
センターに対する運営
費助成

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

222,820 231,642 ○

21'補正
生活習慣病医療連携
推進強化事業（岐阜南
部）

各医療圏の中核病院
に連携パスコーディ
ネータを設置するほ
か、地域間での情報共
有の場を設け、全県的
な取組を推進

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

26,268 27,196 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岐阜県】

新規 変更 中止

21'補正
医師育成・確保コン
ソーシアム指導医師派
遣事業

医師育成・確保コン
ソーシアムの枠組みの
中で、指導医を派遣す
る場合の経費を助成

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金への充当

修学資金とコンソーシ
アムが一体となった仕
組みの詳細を検討中で
あるため
（医療提供体制推進事
業費補助金の交付決
定減額分に充当）

240,560 219,654 ○

21'補正
小児救急電話相談事
業

小児夜間救急電話相
談を24時間体制へ拡
大して実施

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

32,000 35,506 ○

21'補正
救命救急センター設備
整備支援事業（飛騨）

高山赤十字病院が、地
域周産期母子医療セン
ターとしてリスクの高い
妊婦を受け入れるため
の設備整備を支援

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

54,600 63,698 ○

21'補正
周産期医療施設整備
事業

三次周産期医療機関
（高山赤十字病院）へ
の周産期医療施設設
備整備費への助成

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

10,174 15,372 ○

21'補正
小児医療施設設備整
備事業

高山赤十字病院が、地
域周産期母子医療セン
ターとしてリスクの高い
新生児を受け入れるた
めの設備整備を支援

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

8,400 11,235 ○

21'補正
生活習慣病医療連携
推進強化事業（飛騨）

介護事業所等を含めた
脳卒中連携パスの運
用や糖尿病を対象とし
た連携パスの拡大と、
中心となる病院に連携
パスコーディネータを設
置

H23.10
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

6,993 7,262 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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新規 変更 中止

21'補正
医師事務作業補助者
設置支援事業

病院勤務医の業務負
担軽減のため、医師事
務作業補助者の設置
に対し補助

H23.12
岐阜県医学生修学資
金貸付金への充当

他基金を活用している
ため（岐阜県医学生修
学資金貸付金へ充当）

192,530 182,930 ○

21'補正
岐阜県医学生修学資
金貸付金

地域医療を担う医師を
養成するため、医学生
に対する修学金制度を
設置

H23.12
貸与の対象を10名から
14名に拡充

貸付希望者のニーズに
答えるため

462,150 471,750 ○

21'補正
医師事務作業補助者
設置支援事業

病院勤務医の業務負
担軽減のため、医師事
務作業補助者の設置
に対し補助

H24.9
救命救急センターの設
備整備事業への充当

他基金を活用している
ため（救命救急セン
ター設備整備事業へ充
当）

182,930 40,465 ○

21'補正
救命救急センター設備
整備事業（単補）

南部地域の高度救命
救急センター設置病院
及び救命救急センター
設置病院の設備整備

H24.9
救命救急センターの設
備整備の拡充

救急究明センターの
ニーズ及び重要性が高
く、医療整備の老朽化
への対応や設備の性
能向上を含む設備整備
ニーズも高いため

122,325 264,790 ○

21'補正
総合周産期母子医療
センター運営費

総合周産期母子医療
センターに対する運営
費助成

H24.9
事業費の減額及び地
域周産期母子医療セン
ターの充実強化

国庫補助基準額の変
更及び地域周産期母
子医療センターの充実

231,642 218,142 ○

21'補正
若年世代生活習慣病
予防促進事業

若年層を対象とした生
活習慣病予防の対策
を実施

H24.9
若年層を対象とした生
活習慣病予防の対策
を実施

栄養改善指導を受けに
くい環境への対応が可
能になる等

0 13,500 ○

21'補正
ドクターヘリ導入事業
（運航体制整備）

飛騨地域のドクターヘ
リ運航体制整備のた
め、飛騨地域の主要病
院のヘリポート整備に
対し助成

H24.9
高山赤十字病院のヘリ
ポート整備事業を中止

構造上、整備が困難で
あること等

202,152 120,252 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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新規 変更 中止

21'補正
救命救急センター設備
整備支援事業（飛騨）

高山赤十字病院が、地
域周産期母子医療セン
ターとしてリスクの高い
妊婦を受け入れるため
の設備整備を支援

H24.9
救命救急センターの設
備整備の拡充

救急究明センターの
ニーズ及び重要性が高
く、医療整備の老朽化
への対応や設備の性
能向上を含む設備整備
ニーズも高いため

63,698 145,598 ○

21'補正
ドクターヘリ導入事業
（運航体制整備）

飛騨地域のドクターヘ
リ運航体制整備のた
め、飛騨地域の主要病
院のヘリポート整備に
対し助成

H24.9
高山赤十字病院のヘリ
ポート整備事業を中止

構造上、整備が困難で
あること等

120,252 69,694 ○

21'補正
周産期医療施設整備
事業

高山赤十字病院が、地
域周産期母子医療セン
ターとしてリスクの高い
妊婦を受け入れるため
の設備整備を支援

H24.9
地域周産期母子医療
センターの運営費に活
用

医療機器整備ととも
に、高度な医療提供の
ための人材確保が必
要なため、人件費等の
運営費に活用

15,372 65,930 ○

21'補正
ドクターヘリ導入事業
（運航体制整備）

飛騨地域のドクターヘ
リ運航体制整備のた
め、飛騨地域の主要病
院のヘリポート整備に
対し助成

H24.9
高山赤十字病院のヘリ
ポート整備事業を中止

構造上、整備が困難で
あること等

69,694 68,194 ○

21'補正
若年世代生活習慣病
予防促進事業

若年層を対象とした生
活習慣病予防の対策
を実施

H24.9
若年層を対象とした生
活習慣病予防の対策
を実施

栄養改善指導を受けに
くい環境への対応が可
能になる等

0 1,500 ○

22'補正
地域療育支援施設運
営事業補助金

医療的ケアの必要な長
期入院児等の在宅移
行を支援するための施
設の運営を支援

H24.9

国庫補助事業として４
施設を計画していた
が、県単事業１施設に
変更

国庫補助基準の要件
を満たさない施設への
対応

70,968 10,478 ○

事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名
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新規 変更 中止

22'補正
地域療育支援施設設
備整備事業補助金

医療的ケアの必要な長
期入院児等の在宅移
行を支援するための地
域療育支援施設運営
事業（上記）を実施して
いる施設の設備整備を
支援

H24.9

国庫補助事業として４
施設を計画していた
が、県単事業１施設に
変更

地域療育支援施設運
営事業補助金の対象
施設減少に伴う減額

9,450 6,300 ○

22'補正
地域療育支援施設施
設整備事業補助金

医療的ケアの必要な長
期入院児等の在宅移
行を支援するための施
設の設備整備を支援

H24.9

国庫補助事業として３
施設を計画していた
が、いずれも基準を満
たさないため変更

地域療育支援施設運
営事業補助金の対象
施設減少に伴う減額及
び既存施設で対応可
能であるため

62,361 0 ○

22'補正
日中一時支援事業補
助金

医療的ケアの必要な在
宅療養児の一時預りを
実施することで、保護
者の介護負担を軽減
し、在宅療養体制を充
実を図る

H24.9 実績による減額 実績に応じた減額 44,791 42,616 ○

22'補正
救急医療機関連携ネッ
トワーク運営費補助事
業

救急搬送・救急医療情
報の広域化・ 適化の
促進のため、救急患者
に関する画像情報等を
救急医療機関間で共
有するネットワークを構
築し、転院搬送等の効
率化を図る

H24.9
ネットワークの運営開
始期間の変更

対象となる救急医療機
関のネットワーク運営
開始が遅れたため

29,000 24,000 ○

22'補正
医療機関等災害時通
信確保事業費補助金

大規模災害時に、確実
に災害拠点病院及び
救急医療機関との連携
が図れるよう、災害時
の通信手段として有効
な衛星携帯電話及び
無線装置の整備を支
援

H24.9
MCA無線整備地域の
減少

県内でMCA無線が通じ
ない地域があるため。
当該地域は、複数の衛
星電話を整備すること
で対応。

41,744 32,240 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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22'補正
がん診療施設・設備整
備事業費

国庫補助対象外となっ
ている公立のがん診療
連携拠点病院等の施
設設備整備に対して支
援

H24.9
実施機関を８施設から
１８施設に拡充する

複数の病院から追加要
望があったため

236,741 379,421 ○

22'補正
日中一時支援事業補
助金

医療的ケアの必要な在
宅療養児の一時預りを
実施することで、保護
者の介護負担を軽減
し、在宅療養体制を充
実を図る

H24.9 実績による減額 実績に応じた減額 42,616 40,747 ○

22'補正
障がい児（者）歯科ネッ
トワーク推進事業（投
資）

障がい児（者）の歯科
診療体制の充実を図る
ため、医療機器等の設
備整備、障害者歯科を
行える歯科医育成等を
実施し、県内の障害者
歯科ネットワーク体制
の確立支援のための
補助を行う

H24.9
H24実施施設を２施設
から６施設に拡充する

通院歯科・口腔外科に
おける障がい者歯科診
療の設備整備を希望す
る施設が増加

30,000 31,250 ○

22'補正
障がい者施設巡回歯
科健診事業

歯科保健環境に恵まれ
ない障がい(児)者に対
し歯科診療車による健
診を毎年度16カ所県歯
科医師会に委託して実
施

H24.9
H24実施施設を3２施設
から48施設に拡充する

障がい者施設における
巡回歯科歯科健診の
希望が増加

3,000 3,619 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分

74



変更事業一覧 【岐阜県】

新規 変更 中止

21'補正
総合周産期母子医療
センター運営費

総合周産期母子医療
センターに対する運営
費助成

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金への充当

国庫補助基準額の変
更及び地域周産期母
子医療センターの充実
（医療提供体制推進事
業費補助金の交付決
定減額分に充当）

218,142 134,071 ○

21'補正
潜在看護職員再就業
支援研修事業

潜在看護職員が再就
業するため、希望する
病院での実地研修受
講等を支援

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金への充当

他基金を活用している
ため
（医療提供体制推進事
業費補助金の交付決
定減額分に充当）

28,440 14,867 ○

21'補正
小児救急医療拠点病
院運営事業（南部）

東濃地域に拠点病院を
整備し、運営に対して
補助

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

29,657 33,370 ○

21'補正
ドクターヘリ導入事業
（運航経費）

ドクターヘリを導入し、
重篤患者への救急専
門医等による早期の治
療着手や、広域的な患
者の搬送により、地域
医療格差の是正を図る

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

364,637 427,059 ○

21'補正
総合周産期母子医療
センター運営費

総合周産期母子医療
センターに対する運営
費助成

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

134,071 161,235 ○

21'補正
生活習慣病医療連携
推進強化事業（岐阜南
部）

各医療圏の中核病院
に連携パスコーディ
ネータを設置するほ
か、地域間での情報共
有の場を設け、全県的
な取組を推進

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

27,196 31,541 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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21'補正
ドクターヘリ導入事業
（運航経費）

飛騨地域のドクターヘ
リ運航体制整備のた
め、飛騨地域の主要病
院のヘリポート整備に
対し助成

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金への充当

構造上、整備が困難で
あること等（医療提供
体制推進事業費補助
金の交付決定減額分
に充当）

68,194 28,072 ○

21'補正
小児救急電話相談事
業

小児夜間救急電話相
談を24時間体制へ拡
大して実施

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

35,506 42,577 ○

21'補正
小児救急医療拠点病
院運営事業（飛騨）

新たに指定する小児救
急医療拠点病院（高山
赤十字病院）の運営補
助

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

24,808 30,389 ○

21'補正
周産期医療施設整備
事業

三次周産期医療機関
（高山赤十字病院）へ
の周産期医療施設設
備整備費への助成

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

65,930 88,680 ○

21'補正
生活習慣病医療連携
推進強化事業（飛騨）

介護事業所等を含めた
脳卒中連携パスの運
用や糖尿病を対象とし
た連携パスの拡大と、
中心となる病院に連携
パスコーディネータを設
置

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

7,262 7,572 ○

21'補正
救命救急センター設備
整備支援事業（飛騨）

高山赤十字病院が、地
域周産期母子医療セン
ターとしてリスクの高い
妊婦を受け入れるため
の設備整備を支援

H24.9
医療提供体制推進事
業費補助金

交付決定額が、交付申
請額より減額されたた
め

145,598 150,008 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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21'補正
志太・榛原地域病院間
診療ネットワーク事業

志太・榛原圏域におけ
る病院間の診療ネット
ワーク化により医療連
携強化を図る。

H24.2

志太・榛原圏域におけ
る２次救急医療の機能
強化により医療連携強
化を充実させる。

志太榛原医療圏の計画の進
捗にともない、事業費の増減
が発生したため、地域医療再
生基金を効果的に活用し、当
該医療圏の地域医療の再生
を推進することを目的として、
計画の変更を行う。

110,000 238,000 ○

21'補正
志太・榛原地域救急医
療センター運営事業

志太・榛原地域救急医
療センターの運営（夜
間受診体制の整備）。

H24.2

志太・榛原地域救急医
療センターの365日の
深夜帯診療の実施日
の変更。（→約156日）。

計画に記載されていた志太・
榛原地域救急医療センターの
深夜帯診療の実施について、
当初予定していた365日の深
夜帯診療の実施が、約156日
（週３日）に止まったため。

306,000 139,075 ○

21'補正
志太・榛原地域救急医
療センター改修・機器
整備事業

志太・榛原地域救急医
療センターの施設改修
及び機器整備（夜間受
診体制の整備）。

H24.2
志太・榛原地域救急医
療センターの改修、機
器整備内容の変更。

志太榛原医療圏の計画の進
捗にともない、事業費の増減
が発生したため、地域医療再
生基金を効果的に活用し、当
該医療圏の地域医療の再生
を推進することを目的として、
計画の変更を行う。

35,000 73,925 ○

21'補正
地域健康医療支援セン
ター運営事業

・在宅医療体制を確保するた
め、掛川市内に在宅医療、訪
問看護・介護、相談・支援等
の拠点となる「地域健康医療
支援センター」を整備、運営。

H24.4

計画では、平成22年度に１か
所運営を開始し、その後平成
24年度までに段階的に増設
し、５箇所整備することとして
いたが、１センターでカバーす
る地域等事業計画を見直し、
地域医療再生計画期間中は
５箇所整備から３箇所整備に
変更する。

計画の進捗に伴い、当初計画
の５箇所を整備するよりも、箇
所数を減らしてでも１センター
あたりの職種数、職員数を拡
充した方が、広範囲にわたり
総合的な在宅医療支援を展
開することができるため、計画
の変更を行う。

80,000 80,000 ○

22'補正
救命救急センターの設
備の整備（順天堂静岡
病院）

妊産婦に対する救命医療
を円滑に行う体制の整備
（MRI、手術顕微鏡整備）

H24.6 基金充当額の減少
見積もり精査による差
金

193,100 120,300

22'補正
救命救急センターの設
備の整備（聖隷浜松病
院）

妊産婦に対する救命医療
を円滑に行う体制の整備
（手術顕微鏡、内視鏡ｼｽ
ﾃﾑ、高性能ｴｺｰ他の整
備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 99,000 98,764

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度
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22'補正

３次医療圏域をカバー
する広域的な医療体制
の整備（聖隷三方原病
院）

精神科救急身体合併症
患者の病棟改修

H24.6
改修面積の増

計画精査 55,200 68,775 ○

22'補正
救命救急センターの施
設・設備の整備（静岡
済生会総合病院）

県外の医療機関へ搬送し
ていた熱傷等の高度専門
的な治療体制の充実・強
化（MRI、手術顕微鏡、ｱﾝ
ｷﾞｵｸﾞﾗﾌｨｵｼｽﾃﾑ、血液浄
化用装置、手術顕微鏡他
整備、救命救急センター
整備）

H24.3

補助対象の拡大（設
備）
基金充当額の減少（施
設）

購入年度の繰上げ
補助基準の見直し（施
設）

1,785,830 1,588,085 ○

22'補正
救命救急センターの設備
の整備（沼津市立病院）

救命救急センターの設備
の高度化の推進（全身用
コンピュータ診断装置、大
動脈ﾊﾞﾙｰﾝﾎﾟﾝﾌﾟ、MRI,血
液検査ｼｽﾃﾑ他整備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 277,751 275,980 ○

22'補正
救命救急センターの設備
の整備（静岡赤十字病
院）

救命救急センターの設備
の高度化の推進（CT、
MRI整備）

H24.6 基金充当額の減少
見積もり精査による差
金

304,850 231,350 ○

22'補正
救命救急センターの設
備の整備（浜松医療セ
ンター）

救命救急センターの設備
の高度化の推進（ICUベッ
ド、超音波診断装置、生
体情報ﾓﾆﾀｰ整備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 28,017 25,449 ○

22'補正
２次救急輪番病院の救
急受入態勢の強化（熱
海所記念病院）

２次救急輪番体制の維持
強化（人工呼吸器、ALSｼ
ﾐｭﾚｰﾀ、麻酔器、解析付
心電図、除細動器、CT他
整備）

H24.3 基金充当額の減少 購入機器の見直し 37,454 20,359 ○

22'補正
２次救急輪番病院の救
急受入態勢の強化（静
岡医療センター）

２次救急輪番体制の維持
強化（超音波診断装置、
患者監視装置整備）

H24.6 基金充当額の減少
見積もり精査による差
金

21,132 19,616 ○

22'補正
２次救急輪番病院の救
急受入態勢の強化（聖
隷沼津病院）

２次救急輪番体制の維持
強化（人工呼吸器、超音
波洗浄器、滅菌装置、全
身麻酔装置、超音波戦場
装置、高圧蒸気滅菌装置
整備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 18,300 19,852 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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22'補正
２次救急輪番病院の救
急受入態勢の強化（有
隣厚生会富士病院）

２次救急輪番体制の維持
強化（血管連続撮影装
置、生体情報ﾓﾆﾀｰ、内視
鏡ｼｽﾃﾑ、ICUモニタリング
ｼｽﾃﾑ整備）

H24.6 基金充当額の増額
機種モデルチェンジへ
の対応

40,500 42,000 ○

22'補正
２次救急輪番病院の救
急受入態勢の強化（浜
松医大附属病院）

２次救急輪番体制の維持
強化（高機能ｼﾐｭﾚｰﾀ、CT
整備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 19,750 19,399 ○

22'補正
総合周産期母子医療
センターの整備（県立こ
ども病院）

NICUの増床
（新生児生体情報ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞｼｽﾃﾑ、NICU整備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 183,004 143,838 ○

22'補正
地域周産期母子医療
センターの整備（富士
市立中央病院）

NICUの増床０→１０床（加
算病床）
（CT、超音波診断・母体胎
児集中監視ｼｽﾃﾑ他整
備、NICU整備）

H24.6 整備対象面積の増 計画精査 102,571 106,861 ○

22'補正
地域周産期母子医療
センターの整備（浜松
医大附属病院）

NICUの増床６→９床
（ｲﾝﾌｧﾝﾄｳｫｰﾏ、分娩台、
人工呼吸器整備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 11,581 11,456 ○

22'補正

救命救急センターと連携
する総合周産期母子医療
センターの整備（順天堂
静岡病院）

ハイリスク母体・新生児の
受入機能の強化（新生児
生体情報ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ、
分娩監視装置整備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 53,030 37,125 ○

22'補正

救命救急センターと連携
する総合周産期母子医療
センターの整備（聖隷浜
松病院）

ハイリスク母体・新生児の
受入機能の強化（新生児
用人工呼吸器、閉鎖式兼
開放型保育器等整備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 50,500 50,466

22'補正
地域周産期母子医療セン
ターの整備（沼津市立病
院）

地域内での搬送受け入れ
態勢の充実強化（保育器
体重ﾓﾆﾀｰ付）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 1,829 1,795

22'補正
地域周産期母子医療セン
ターの整備（焼津市立総
合病院）

地域内での搬送受け入れ
態勢の充実強化（ｲﾝﾌｧﾝﾄ
ｳｫｰﾏ、分娩監視装置、超
音波診断装置整備）

H24.6 基金充当額の減少
見積もり精査による差
金

4,602 4,126

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度
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変更事業一覧 【静岡県】

新規 変更 中止

22'補正
地域周産期母子医療
センターの整備（浜松
医療センター）

地域内での搬送受け
入れ態勢の充実強化
（超音波診断装置、生
体情報管理ｼｽﾃﾑ整
備）

H24.3
高頻度人工呼吸器の
整備取りやめ

製品リコールのため整
備不能

29,535 25,020 ○

22'補正
その他分娩施設におけ
る整備（聖隷沼津病
院）

後方病床としての機能
強化(超音波診断装
置、分娩台、無影灯整
備）

H24.3 基金充当額の減少 入札等による差金 10,860 6,777

22'補正
高機能ｼﾐｭﾚｰﾀ等によ
るプリセプタ医育成（浜
松医大）

救急、麻酔科医を対象
としたプリセプタ医の育
成

H24.3

23年度実施回数の減
（５→２）
24年度以降の事業計
画の見直し

事業着手の遅れ 10,000 8,180 ○

22'補正 賀茂医師会
夜間急患センターの運
営

H24.3 23年度事業見送り 事業着手の遅れ 57,820 36,540 ○

22'補正 沼津医師会
救急医療情報ｼｽﾃﾑの
構築、運営

H24.3 23年度事業一部見送り 事業着手の遅れ 194,600 167,224 ○

22'補正 沼津医師会
救急医療ドクターバン
クの創設、運営

H24.3 23年度事業一部見送り 事業着手の遅れ 44,400 33,748 ○

22'補正
救命救急センターの施
設・設備の整備

新たな救命救急セン
ターの整備

H24.8

施設整備：　ICU６床整備、
HCU10床整備他　整備対象
面積700㎡
設備整備：　手術台、ベッド、
生体情報モニタ他整備

医療従事者確保に基
づく新規整備

0 184,001 ○

22'補正
３次医療圏域をカバー
する広域的な医療体制
の整備

ドクターヘリの運航支
援

H24.8
ドクターヘリ基地病院
（２）への支援

ドクターヘリ２機体制の
維持

0 90,785 ○

22'補正
３次医療圏域をカバー
する広域的な医療体制
の整備

救命救急センター運営
の支援

H24.8
救命救急センター設置
病院（５）への支援

救命救急センター運営
体制の確保

0 116,496 ○

22'補正
NICUの機能強化を伴う
総合・地域周産期母子
医療センターの整備

周産期母子医療セン
ター運営の支援

H24.8
周産期母子医療セン
ター設置病院（総３、地
６）への支援

静岡県周産期医療体
制整備計画に記載する
周産期医療体制の実
現

0 78,848 ○

変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月
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変更事業一覧 【愛知県】

新規 変更 中止

21'補正
医学部定員増に伴う奨
学金の設置

大学医学部の入学定
員増に伴い、医学部入
学者に対する奨学金制
度を設定し、貸与を行
う

H24.1
新たな奨学金制度を設
定

愛知医科大学でも新た
に医学部定員の増がさ
れることとなったため

0 30,000 ○

21'補正
地域医療連携に係る病
院間の医師応援の支
援

地域で協議され、有識
者会議で認められた医
師派遣について、逸失
利益を助成する

H24.1

医師派遣事業につい
て、必要と認められた
ものいついては、全県
的に助成することとした

地域で病院間の医師
の応援が実施され、そ
れが地域医療の向上
に必要であると考えら
れたため、対象地域以
外についても助成する
こととしたため

0 6,000 ○

21'補正 ＭＦＩＣＵの整備

ＭＦＩＣＵを整備し、周産
期医療のネットワーク
を構築するとともに、医
師の育成を図る

H24.1
名古屋市立大学にＭＦＩ
ＣＵを整備し、医師の育
成を図る

県内のＭＦＩＣＵの不足
に対応し、かつ周産期
医療に従事する医師の
育成を図ることが必要
があるため

0 80,749 ○

21'補正 ＮＩＣＵ･ＧＣＵ整備事業
ＮＩＣＵ及びＧＣＵの増床
に必要となる設備の整
備に対し、助成する

H24.1

総合周産期母子医療
センターの新生児の受
入体制の充実を図るた
め、ＮＩＣＵ･ＧＣＵの設
備整備に係る費用を助
成

ＮＩＣＵ不足に対応する
ため

0 21,000 ○

21'補正
地域医療連携医師派
遣事業（尾張地域）

病院間の医師派遣によ
る逸失利益を助成する

H24.1 基金充当額の減少
派遣日数が変更になっ
たため

90,000 18,000 ○

21'補正
地域医療連携医師派
遣事業（東三河地域）

病院間の医師派遣によ
る逸失利益を助成する

H24.1
病院間の医師派遣の
対象病院を増やす

計画策定時よりも医師
派遣の要望が多く、ま
た多くの派遣元医療機
関から協力を得られた
ため

30,000 42,000 ○

21'補正
女性医師就労環境改
善緊急対策事業

子どもを持つ医師や医
療従事者が働きやすい
職場作りを総合的に推
進する施設に助成する

H24.1 基金充当額の減少
補助対象箇所数を減ら
すこととなったため

60,000 24,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【愛知県】

新規 変更 中止

21'補正
分娩可能医療機関紹
介事業

東三河地域における分
娩可能医療機関の調
査及び情報提供事業
の経費を助成する

H24.1 基金充当額の減少 22年度未執行のため 20,000 15,000 ○

21'補正
救急医療学寄附講座
設置事業

医学部を有する大学に
救急医療学講座を設
置し、救急医療に従事
する医師の育成を図る

H24.1 基金充当額の減少 設置時期が遅れたため 360,000 350,000 ○

21'補正
地域医療支援センター
運営事業

地域医療支援センター
の運営に係る経費を助
成する

H24.1 基金充当額の減少
補助対象経費が減った
ため

320,000 311,500 ○

21'補正
周産期医療学寄附講
座設置事業

医学部を有する大学に
周産期医療学講座を
設置し、周産期医療に
従事する医師の育成を
図る

H24.1 基金充当額の減少 設置時期が遅れたため 120,000 110,000 ○

21'補正
総合周産期母子医療
センター整備事業費

総合周産期母子医療
センターの指定を受け
るため、ＭＦＩＣＵ及びＮＩ
ＣＵ等の整備に必要な
費用を助成する

H24.1 基金充当額の増額
補助基準額となる国庫
補助基準額が増額され
たため

51,531 51,819 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【三重県】

新規 変更 中止

21'補正

P27－①
救急・へき地医療施設
設備整備費補助金
（地域医療体制再構築
事業）

伊賀地域における安心
な救急医療体制の構
築のため、伊賀市立上
野総合市民病院及び
名張市立病院の機能
分担を図る

H23.1

「急性期と慢性期」に着
目した機能分担から、
「消化器疾患・がん診
療への対応」及び「血
管内治療への対応」の
診療機能に着目した機
能分担に変更する

名張市立病院、伊賀市
立上野総合市民病院
の両公立病院におい
て、想定を超える早さ
で常勤医師が減少し、
地域医療再生計画の
実現が困難になったた
め

1,259,000 1,259,000 ○

21'補正
医師修学資金貸与制
度

三重県内の勤務医確
保を目的とした三重県
医師修学資金貸与制
度に基づき、医学部学
生を対象に、県内での
一定期間の勤務を返
還免除条件として修学
のための資金を貸与す
る。

H23.6

医学生を対象とした修
学資金貸与制度に加
え、臨床研修医を対象
とした研修資金貸与制
度を新設する。

医師修学資金貸与制
度の運用を通じて、県
内勤務医の大幅な増
加が見込まれるまでに
一定の期間を要するこ
とから、その間、短期的
な医師確保対策を追加
して行う必要があるた
め。

881,333 1,030,562 ○

21'補正
大台厚生病院と報徳病
院の再編整備事業

紀勢地区の大台厚生
病院と報徳病院を統合
再編し、救急医療体制
の整備、およびリハビリ
テーションを含めた診
療提供体制の充実など
をはかるとともに、診療
所医師との連携を進め
るなど、医療提供体制
の確保、充実をはかる
取組に対し支援する。

H24.7

大台厚生病院と報徳病
院を統合再編とすると
ころを、２病院の経営統
合は行わず、両病院の
機能等を再編する。

計画策定当時、大台厚
生病院の経営状況が
厳しいことなどから、建
て替え整備にあたって
は公設民営を想定して
いたが、その後病院の
経営が好転したため、
それぞれの病院の事
業主体で建て替え整備
は行い、病院間の機能
連携を図ることとした。

473,123 473,123 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【滋賀県】

新規 変更 中止

21'補正
救急医療確保対策事
業

救急医療の充実を図
り、救急患者を確実に
受け入れる。

H22.11
ドクターヘリ共同利用
事業を追加（同一事業
内の予算組み換え）

救急救命センターから
離れている地域の救急
搬送に時間を要してい
ることから、ドクターヘリ
を導入する必要がある
ため。

169,000 169,000 ○ ○

21'補正 看護職員確保事業

看護職員の魅力・社会
的評価を高めることに
より、安定的な看護職
員確保につなげる。

H23.6
看護師養成施設整備
事業を追加（同一事業
内の予算組み換え）

「医療提供体制施設整
備交付金」の予算減に
より、国庫補助金の確
保が困難となったため
（医政局看護課の指導
による）。

93,200 93,200 ○ ○

21'補正
歯科在宅医療充実強
化事業

各保健医療圏域にお
ける在宅歯科医療の充
実を図る。

H23.10

口腔衛生センター鎮静
麻酔設備整備事業を
追加（同一事業内の予
算組み換え）

近年患者が増加してい
る障害者歯科医療を充
実させるため。

64,000 64,000 ○ ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【京都府】

新規 変更 中止

21'補正
舞鶴市域における病院
機能強化事業

中丹医療圏の舞鶴市
における医療提供体制
を立て直す

H24.3

基幹的病院を創設する
のではなく、舞鶴市域
の各病院の特色ある分
野の機能充実により、
疾患別センター化を図
る

H23年2月に「既存病院
の強化支援と連携強化
による医療再編」を掲
げた新市長が当選し、
再生計画の見直しの申
し入れがあった。
関係者の合意や地元
説明を経て、国に計画
の変更承認申請を行っ
たところ、国有識者会
議を経てH24年3月に
承認されたもの。

0 2,300,000 ○

21'補正
中丹医療圏・機能強化
事業

中丹医療圏の福知山
市、綾部市における救
急医療等の機能向上
を図る

H24.3

基幹的病院を創設する
のではなく、福知山市、
綾部市における救急医
療機能向上を通じて、
中丹医療圏全体の医
療機能向上を図る

同上 0 200,000 ○

21'補正
医学教育用機器整備
事業

地域医療に貢献する医
師の教育・研修環境の
充実を図るため京都大
学に医学教育用の機
器を整備

H23.4

地域医療の担い手とな
る医師を養成するた
め、大学における臨床
研修医等の地域医療
教育に資する医学教育
用機器整備を行うこと
とし、京都大学におい
て整備を行った

地域医療の担い手とな
る医師を養成するた
め、京都大学における
臨床研修医等の地域
医療教育に資する医学
教育用機器整備が必
要

0 100,000 ○

21'補正
与謝の海病院附属病
院化推進事業

与謝の海病院の府立
医大附属病院化に伴
う、研究室等の整備に
対する補助

H24.6

与謝の海病院の府立
医大附属病院化に伴
う、研究室等の整備に
対する補助

与謝の海病院の府立
医大附属病院化に伴
い、研究室等を整備が
必要となったため

0 87,500 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【京都府】

新規 変更 中止

22'補正
救急医療体制基盤整
備事業

各医療圏の救急を支える中
核救急病院と、中核救急病院
を支える他の２次救急医療機
関の機能強化に必要な施設・
設備整備

H23.2 様式３－２のとおり 様式３－２のとおり 968,000 1,511,600 ○

22'補正
がん先進治療機器等
整備事業

がん診療拠点病院、京都府
の独自指定病院と、その他が
んの健診や初期治療に当た
る地域の病院の診療機能を
充実し、がん診療ネットワーク
を強化するため、医療・健診
設備購入費等に対し助成す
る。

H23.2 様式３－２のとおり 様式３－２のとおり 900,000 350,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【大阪府】

新規 変更 中止

21'補正
各病院の特長（強み）
を伸ばすための施設・
設備の整備事業

それぞれの病院の特
長を活かしながら機能
分担を明確化し、医師
等の働きやすい環境づ
くりと安心の医療提供
体制を整備する

H24.6
事業費等を変更する
事業者名を変更する
事業者を追加する

具体的な事業の実施
にあたり、取組内容と
事業費を精査したため
事業者の運営形態の
変更により病院名称の
変更があったため

580,579 577,747 ○

21'補正
医師にとっての魅力あ
る病院づくり事業

医師にとって魅力ある
キャリアパスを提示す
るとともに、多様なライ
フスタイルに対応した
勤務環境の改善によ
り、公立病院における
安定的な医師の養成と
確保を実現する

H24.6
事業費等を変更する
事業項目名を修正する

具体的な事業の実施
にあたり、取組内容と
事業費を精査したため

661,081 663,913 ○

21'補正
二次救急搬送体制の
連携強化事業

救急受け入れが困難
な疾患の輪番当番体
制等について協議検討
を行い、参画する医療
機関にて着実な受入れ
体制を整備できるよう
財政的支援を行う

H24.8 事業費等を変更する

具体的な事業の実施
にあたり、年度毎の事
業展開計画と事業費を
精査したため

200,000 172,012 ○

21'補正 奨学金制度創設事業

地域医療等に従事する
意思を持った学生に対
する奨学金制度を創設
し、医師不足の深刻な
地域・分野に従事する
医師の一層の増加を
図る

H24.8 事業費等を変更する
地域枠での入学者の
実績により事業費を精
査したため

60,000 52,800 ○

21'補正
女性医師の確保対策
事業

勤務医の過重労働の
軽減及び女性医師の
出産・育児等との両立
を可能とし、女性医師
の離職防止・復職支援
を図ることにより、病院
勤務医を安定的に確保
する

H24.8 事業費等を変更する

国庫補助スキームの変
更及び就業環境改善
支援に対する医療機関
のニーズに応じて事業
費を精査したため

13,640 54,935 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【大阪府】

新規 変更 中止

22'補正
精神科救急・身体救急
連携強化ネットワーク
事業

精神科・身体科の各々
の機能連携・病病連携
により、各々の疾患の
緊急度と重症度に応じ
た受入れ及び転院体
制を整備し、医療機関
の負担やリスク軽減、
搬送先選定に難渋する
事案の減少につなげ
る。

H24.9 総事業費を減額する。

平成23年度に、精神
科、身体科の機能連携
による合併症患者の円
滑な受入れ及び転院
体制の運営を試行的に
実施したが、本格実施
にあたり、協力医療機
関の確保にかかる調整
に時間を要しており、本
格実施時期を遅らせる
ため、減額する。

266,200 183,315 ○

22'補正
府立の病院における感
染症病床の新設事業

鳥インフルエンザ
（H5N1）をはじめとする
呼吸器系の感染症に
対応可能な入院病床
の新設。

H24.9
基金充当額を変更し、
必要な事業費を確保す
る。

本事業の一部が国庫
補助の対象外となった
ため、基金充当額を増
額する

45,500 53,555 ○

22'補正
地域における小児在宅
医療支援ネットワーク
構築事業

府保健所がコーディ
ネーターとなって、在宅
移行後の地域生活を
支援するため、多様な
関係機関（地域病院・
診療所・訪問看護ス
テーション・市町村福祉
担当・教育等）とのネッ
トワークを構築する。

H24.9 総事業費を減額する。

中核市移行による保健
所数の減少や平成25
年4月以降の母子保健
法改正による未熟児保
健指導の市町村移譲
に伴う保健所の事業実
施量の減少が考えられ
るため。

28,000 16,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【大阪府】

新規 変更 中止

22'補正
訪問看護ステーション
における小児看護推進
事業

大阪府訪問看護ステー
ション協議会が中心と
なって、病院との連携
による小児看護技術習
得のための研修や、小
児看護に精通する訪問
看護ステーションを中
心に経験のない訪問看
護ステーションによる
フィールド研修や普及
啓発等を実施する。

H24.9

小児看護に精通する訪
問看護ステーションが
中心となり、経験のな
い訪問看護ステーショ
ンへ小児看護技術習
得に向けた研修に加
え、小児訪問看護技術
の普及・啓発を図るた
め総事業費を増加す
る。

小児の在宅医療支援
に不可欠な訪問看護ス
テーションは、小児（特
に乳幼児）に対応可能
な事業者の割合が現
在14％と低い状況であ
り、小児（特に乳幼児）
に対応可能な事業者を
増加させる必要があ
る。このため、事業者を
増加させるためには、
小児看護技術に関する
基礎的な研修とフィー
ルド研修といった実践
研修が必要である。そ
れに加えて在宅高度医
療児の実態や小児訪
問看護に対する実際の
イメージ化ができるよう
に啓発・普及することに
より、事業者の割合が
増加するよう図ってい
きたい

9,000 11,000 ○

22'補正
医療連携に係る服薬情
報管理活用事業

医療連携にかかる服薬
情報の管理活用（携帯
電話を活用した服薬情
報(お薬手帳)の管理活
用）

H24.9

服薬情報等を携帯電
話へ転送する方式を追
加するとともに、総事業
費の減額を行う。

　高齢者にも対応でき
る仕組みを追加する。 210,000 176,561 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【大阪府】

新規 変更 中止

22'補正
広域医療搬送体制整
備事業

災害拠点病院における
広域医療搬送準備や
広域搬送拠点でのＳＣ
Ｕ活動など、ＤＭＡＴを
中心とした広域医療搬
送体制の充実・強化を
図るため、必要な医療
機器などの資機材等を
整備する。

H24.9

災害拠点病院における
広域医療搬送準備や
広域搬送拠点でのＳＣ
Ｕ活動など、ＤＭＡＴを
中心とした広域医療搬
送体制の充実・強化を
図るため、必要な医療
機器などの資機材等を
整備する。

　
 厚生労働省の「災害医
療等に関するあり方検
討会」報告書等で明ら
かとなった東日本大震
災における課題を踏ま
え、大阪府としてこれま
で不十分であった広域
医療搬送体制の整備
充実を図りたい。

0 113,269 ○

22'補正
感染症発生動向調査
解析システム再構築事
業

感染症のまん延防止を
目的とし、感染症の発
生情報の正確な把握と
分析、その結果の国民
や医療関係者への的
確な提供・公開につい
て、感染症法第三章
（第12条～第16条）によ
る施策として感染症発
生動向調査を位置づ
け、医師等の医療関係
者の協力のもと、適格
な体制を構築していくこ
ととする。

H24.9

 感染症のまん延防止
を目的とし、感染症の
発生情報の正確な把
握と分析、その結核の
国民や医療関係者へ
の的確な提供・公開に
ついて、感染症法第三
章（第12条～第16条）
による施策として感染
症発生動向調査を位
置づけ、医師等の医療
関係者の協力のもと、
適格な体制を構築して
いくこととする。

 現行のシステムで
は、新規中核市の感
染症情報の単独集計
機能や新興再興感染
症の発生時に迅速な
情報収集・発信を行
う機能がないため、
医療体制を破綻に至
らせない事前対応型
のシステムを構築し
ておく必要がある。

0 5,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【兵庫県】

新規 変更 中止

21'補正
7(2)Ⅰ⑥
統一電子カルテ・コアシ
ステムの導入

公立病院間で患者情
報を共有するための統
一電子カルテのコアシ
ステムの導入に対する
助成

H22.10
7(2)Ⅰ②③④⑤診療情
報ネットワークシステム
構築事業に統合

統一電子カルテのコア
システムの導入が困難
であるが、異なる電子
カルテであっても診療
情報の相互参照が可
能なシステムがあり、
両事業を統合してもそ
の目的効果を果たすこ
とができるため

80,000 0 ○

21'補正

7(2)Ⅰ②③④⑤
脳血管疾患、心疾患地
域連携ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽの
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑの構築、
周産期に関する医療機
関を結ぶ遠隔診療情
報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ整備

脳血管疾患、心疾患医
療、周産期医療につい
て、インターネットや遠
隔医療機器を利用した
診療情報ネットワーク
システムの構築に対す
る助成

H22.10
7(2)Ⅰ⑥
統一電子ｶﾙﾃ・コアｼｽ
ﾃﾑの導入を統合

統一電子カルテのコア
システムの導入が困難
であるが、異なる電子
カルテであっても診療
情報の相互参照が可
能なシステムがあり、
両事業を統合してもそ
の目的効果を果たすこ
とができるため

91,000 171,000 ○

21'補正

７(2)Ⅱ①②③④
ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの確立
による地域の医療人材
の育成

北播磨総合医療セン
ター（マグネットホスピタ
ル）を核とする医師育
成システムの研究、臨
床研修結果の評価等
を行う研究会の運営、
医療専門職が研究成
果を発表する学会の開
催に対する助成

H24.4

本事業は中止し、充当
予定額は、7(1)地域医
療支援医師修学資金
貸与制度へ振替

当該事業の目的効果
は、22補正の3次医療
圏再生計画で実施する
「大学・医師会と連携し
た医療人材養成・派遣
の拠点整備（地域医療
活性化センター）」に引
き継ぐこととし、その分
を地域枠定員増に充当
するため

20,000 0 ○

21'補正

7(1)
医師の地域偏在解消
のための修学資金貸
与制度

医学部学生で地域医
療に従事する気概を持
つ者に対し、修学資金
を貸与
①７名（神戸大：３名、
鳥取大：２名、岡山大：
２名）

H24.4

平成22・23年度入学の
貸与者が各6名、平成
24年度入学以降の貸
与者は各7名予定

貸与者が当初予定より
も減少したため

149,500 134,956 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【兵庫県】

新規 変更 中止

21'補正

7(1)
医師の地域偏在解消
のための修学資金貸
与制度

医学部学生で地域医
療に従事する気概を持
つ者に対し、修学資金
を貸与
②H24増の３名（神戸
大：３名）

H24.4
平成24年度入学の定
員増3名への貸与を追
加

平成24年度定員増分
にも基金充当するため

0 20,423 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【奈良県】

新規 変更 中止

21'補正
救急医療情報システム
改良事業

救急搬送・受入実施基準
に基づき、救急患者の症
状や緊急度に応じた受入
可否について、消防機関
に情報提供できるようシス
テムの改良を行う

H23.4
救急搬送ルールに対
応するためのシステム
改良（H23事業）

H22に救急搬送ルール
を策定し、H23.1から運
用を開始したことによる

0 1,735 ○

21'補正
救急医療管制システム
（e-MATCH）事業

救急隊や消防指令が救
急患者の受入病院を決定
するのに時間を要してい
ることについて、情報通信
技術を利活用した改善を
目指す

H23.4

救急搬送ルールの運
用を支援するため、ICT
を活用したシステムの
構築・運用。H23から事
業化

救急搬送ルールの運
用を支援するため

0 137,916 ○

21'補正
県立医大地域医療マイ
ンドを持った医師養成
事業

県立医大の奨学生等を対
象とした診療所実習等を
実施

H24.4
医師確保対策に資する
事業として、Ｈ２４から
事業化

医師確保対策に資する
ため

0 7,669 ○

21'補正
「病院経営講座」開催
事業

公的病院等の幹部職員を
対象に病院経営を学ぶ講
座を開設・運営

H24.4
医師確保対策に資する
事業として、Ｈ２４から
事業化

医師確保対策に資する
ため

0 6,600 ○

21'補正
県立病院看護のあり方
検討事業

県立病院の看護のあり方
検討委員会を設置し、具
体的な施策展開を検討

H23.4
看護師確保対策に資
する事業として、Ｈ２３
事業化

看護師確保対策に資
するため

0 220 ○

21'補正
訪問看護管理者研修
事業

訪問看護管理者研修の
実施

H23.4
看護師確保対策に資
する事業として、Ｈ２３
から事業化

看護師確保対策に資
するため

0 872 ○

21'補正
北和地域において拠点
となる高度医療拠点病
院を整備

北和地域において拠点と
なる高度医療拠点病院を
整備

H24.4
計画Ⅰ全体の事業費
の精査による当該計画
額の変更

計画Ⅰ全体の事業費
の精査

1,212,955 1,395,076 ○

21'補正
救急医療連携体制構
築事業

救急の重要疾患における
医療機関の役割分担及
び連携・ネットワーク化の
推進

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 56,000 11,570 ○

21'補正
緊急医師確保修学資
金貸付金、医師確保修
学研修資金貸付金

医師不足の診療科等で将
来勤務しようとする県立
医大又は近畿大学の医
学生又は医学生・研修医
に奨学金を貸与

H24.4
貸与者の増による計画
額の変更

貸与希望者が想定数
よりも多かったため

529,704 558,984 ○

21'補正
糖尿病医療連携支援
事業

糖尿病の診療連携支援 H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 157,754 115,930 ○

計画
年度

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【奈良県】

新規 変更 中止

21'補正
重要疾患医療機能収
集分析事業

重要疾患における医療連
携体制の充実

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 355,817 267,775 ○

21'補正
県立医科大学附属病
院を中南和の高度医
療拠点病院として整備

県立医科大学附属病院を
中南和の高度医療拠点
病院として整備

H24.4
計画Ⅱ全体の事業費
の精査による当該計画
額の変更

計画Ⅱ全体の事業費
の精査

736,248 1,465,101 ○

21'補正
休日夜間応急センター
（中南和拠点）の整備

休日夜間応急センター
（中南和拠点）の整備

H24.4 整備の見直し
既存施設を利用するこ
ととしたため、整備する
必要がなくなった。

150,000 226 ○

21'補正
救急搬送・受入実施基
準実施事業

救急患者を速やかに適切
な医療機関へ搬送するた
めの実施基準策定

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 57,200 54,316 ○

21'補正
救急搬送及び医療連
携協議会運営事業

救急搬送及び医療連携
協議会の運営

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 1,600 1,324 ○

21'補正
医師配置システムの運
営

地域医療学講座及び地
域医療総合支援センター
からなる安定的に医師を
配置する仕組みを構築・
運用

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 365,800 120,557 ○

21'補正 医師確保推進事業

医師不足が顕著な診療科
やへき地医療機関に勤務
する医師を確保する取り
組みの実施

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 29,220 20,945 ○

21'補正
へき地医師確保推進事
業

奈良県へき地医療研修プ
ログラムの実施、へき地
に勤務する医師の確保

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

『総合医』のためのへき
地医療研修プログラム
を作成・募集している
が、応募がない

249,116 8,176 ○

21'補正
看護師キャリアアップ
等支援事業

認定看護師等の資格取
得を支援する病院を支援

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 40,000 34,584 ○

21'補正
看護職員メンタル相談
事業

メンタル相談窓口の設置 H24.4
看護師確保対策に資
する事業としてＨ２４か
ら基金活用

ふるさと雇用再生特別
基金→地域医療再生
基金

13,000 5,578 ○

21'補正
看護職員の多様な働き
方実現支援事業

モデル病院に対する支援 H24.4
Ｈ２４から国庫補助金
活用

国庫補助金活用 7,872 2,281 ○

計画
年度

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【奈良県】

新規 変更 中止

21'補正 ナースセンター事業
看護師等学校養成所進
学ガイダンス及び合同就
職相談会の実施

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 3,464 3,931 ○

21'補正
離職中看護職員への
アクセス確保、情報提
供

離職中の看護職員への
医療情報等のメルマガ配
信により、常に 新の医
療知識を入手できる環境
を整備

H24.4
Ｈ２３に緊急雇用基金
活用

緊急雇用基金活用 5,000 0 ○

21'補正
救急安心センター運営
事業

救急車要請の適否や医
療機関案内等の救急相
談窓口の運営

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 315,640 348,323 ○

21'補正
ならのがん地域医療連
携事業

がん医療の連携促進 H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 24,802 24,127 ○

21'補正
ならのがん登録基盤整
備事業

地域におけるがん登録 H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 153,015 156,237 ○

21'補正
健康・医療情報提供事
業

健康医療情報ポータルサ
イト

H24.4
事業費の精査による計
画額の変更

事業費の精査 90,349 99,949 ○

21'補正
トリアージナースの養
成

トリアージナースの養成 H24.4 事業化の見込みなし
より優先度が高い事業
を優先したため

22,142 0 ○

21'補正
看護職員の臨床研修
支援

看護職員の臨床研修支
援

H24.4 事業化の見込みなし
より優先度が高い事業
を優先したため

29,172 0 ○

21'補正
県立病院看護師確保
修学資金の創設

県立看護専門学校生に
修学に要する経費を貸与

H24.4 事業化の見込みなし
より優先度が高い事業
を優先したため

17,665 0 ○

21'補正
ふれあい看護体験事
業

看護の仕事について、病
院での体験や交流を通じ
理解と関心を深め、看護
職を目指す学生が増加す
ることを目的とし、一日看
護体験を実施

H24.4
県事業としては実施中
止

他団体(看護協会)が独
自事業として実施

951 0 ○

計画
年度

事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【和歌山県】

新規 変更 中止

21'補正
地域周産期医療セン
ター機能強化

紀南地域唯一のNICU
病床を有する当該病院
の周産期医療体制を
強化

H23.12
寄付講座を機器整備
や助産師外来の開設
に変更

大学からの寄付講座を
予定していたが、開設
が困難になったため

200,000 200,000 ○

21'補正
地域医療支援センター
整備

地域医療に従事する医師
等の支援に係る大学と地
域拠点病院との連携によ
る研修環境の整備、遠隔
医療システム構築等

H23.12
地域医療支援センター
の設置に伴う内容の変
更

H23.4に地域医療支援
センターを設置したた
め

538,000 601,000 ○

21'補正
医学部定員増に伴う修
学資金

和歌山県立医科大学
地域医療枠5名増員に
伴う修学資金貸与

H23.12 基金充当額を変更
H23年度まで貸与者が
なかったため

90,000 27,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【鳥取県】

新規 変更 中止

21'補正
【１３】院内保育所施設
整備費への支援事業
（東・中部医療圏）

子どものある看護職員や
女性医師等の医療従事
者の安定した勤務の継続
や再就業を促進するた
め、病院内保育所の施設
整備に対して補助する。

H24.2
基金充当額を増額
（事業内容に変更なし）

施設整備の事業費が
当初の想定を上回った
ため。

7,500,000 17,136,000 ○

21'補正
【１４】院内保育所運営
費への支援事業（東・
中部医療圏）

子どものある看護職員や
女性医師等の医療従事
者が安心して働ける環境
整備や再就業を促進する
ため、病院内保育所の運
営費を補助する。

H24.2
基金充当額を減額
（事業内容に変更なし）

保育児童数の減等によ
り対象経費が当初の想
定よりも少なくなったた
め。

40,320,000 30,684,000 ○

21'補正
【１３】院内保育所施設
整備費への支援事業
（西部医療圏）

子どものある看護職員や
女性医師等の医療従事
者の安定した勤務の継続
や再就業を促進するた
め、病院内保育所の施設
整備に対して補助する。

H24.2
基金充当額を増額
（事業内容に変更なし）

施設整備の事業費が
当初の想定を上回った
ため。

7,500,000 9,123,000 ○

21'補正
【１４】院内保育所運営
費への支援事業（西部
医療圏）

子どものある看護職員や
女性医師等の医療従事
者が安心して働ける環境
整備や再就業を促進する
ため、病院内保育所の運
営費を補助する。

H24.2
基金充当額を減額
（事業内容に変更なし）

保育児童数の減等によ
り対象経費が当初の想
定よりも少なくなったた
め。

40,320,000 38,697,000 ○

21'補正

【２３】救急医療・災害
医療の体制強化のた
めの施設・設備整備へ
の支援事業（西部医療
圏）

二次救急医療機関・災害
拠点病院に対し、医療体
制の充実に必要な設備整
備の補助をする。

H23.12
基金充当額を減額
（事業内容に変更なし）

事業実施が想定よりも
少なくなる見込みであ
るため。

614,300,000 554,300,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一変更事業一覧 【鳥取県】

新規 変更 中止

21'補正
【２４】医療連携のため
のＩＴ化促進への支援
（西部医療圏）

医師、看護師等の医療従
事者の負担軽減を図るた
め、各病院が実施する電
子カルテシステムの新規
整備または更新整備を実
施する病院に対し、事業
に要する経費を補助す
る。

H23.12
基金充当額を増額
（事業内容に変更なし）

病院の電子カルテシス
テムの整備事業費が
当初の想定を上回った
ため。

150,000,000 210,000,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【島根県】

新規 変更 中止

21'補正

大学での地域勤務医
師の育成のための体
制強化（大田・浜田・益
田医療圏）

大学での地域勤務医師育
成のため、大学の指導
医、専門医のスキルアッ
プや研修医の研修内容の
充実等の指導体制の充
実に向けた支援

H23.8

さらに、大学の産科医
育成の体制･環境整備
などに対する支援を行
う

厳しい状況にある県西
部の周産期医療提供
体制を確保するため

352,300 352,300 ○

21'補正

地域医療を守る普及啓
発支援事業（隠岐・雲
南医療圏及び安来市）
（大田・浜田・益田医療
圏）

地域、地域の医療資源
が有効に機能するよう
普及啓発活動を行う団
体、医師会、病院等を
支援する

H23.10

地域医療の実情の普
及啓発を図る授業など
を行う小中学校に対し
ても支援する

小中学生の頃から医療
状況を学ぶことで、将
来医療従事者として地
元を守ろうとする思い
の醸成を図るとともに、
家庭で医療について話
し合う機会などもできる

46,356 132,592 ○

21'補正

医学生への奨学金の
拡充（隠岐・雲南医療
圏及び安来市）（大田・
浜田・益田医療圏）

卒後に地域医療に従
事する医学生に対し、
奨学金を貸与

H23.2
貸与の対象を１２名か
ら１６名に拡充

島根大学医学部「新成
長戦略」による増員２
名及び鳥取大学医学
部「新成長戦略」による
島根県枠２名向けの奨
学金枠を創設

312,654 337,074 ○

21'補正

初期研修医向けの研
修資金（隠岐・雲南医
療圏及び安来市）（大
田・浜田・益田医療圏）

県内の医療機関で従
事する意欲のある初期
研修医に対し、研修資
金を貸与

H23.8

貸与の対象者のうち、
特定の診療科（産科）
に進む研修医向けの
枠を３名分設ける。

県内における産科医療
提供体制を確保するた
め。

127,500 127,500 ○

21'補正

医学生への奨学金の
拡充（隠岐・雲南医療
圏及び安来市）（大田・
浜田・益田医療圏）

卒後に地域医療に従
事する医学生に対し、
奨学金を貸与

H24.3
貸与の対象を１６名か
ら１７名に拡充

鳥取大学医学部「平成
２４年度定員増」による
島根県枠１名向けの奨
学金枠を創設

337,074 341,238 ○

21'補正

県外からの医師招聘
（隠岐・雲南医療圏及
び安来市）（大田・浜
田・益田医療圏）

県外の医学生や研修
医へのPR（合同説明会
や交流会の開催）

H23.2
県外の医学生や研修
医へのPRに係る事業
を追加

県内で勤務する若手医
師を増やすための施策
として必要。

20,000 35,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【島根県】

新規 変更 中止

21'補正

看護学生修学資金貸
与事業（隠岐・雲南医
療圏及び安来市）（大
田・浜田・益田医療圏）

修学資金貸与 H24.4

募集人数変更
８５人→５０人
（隠岐・雲南医療圏及
び安来市、大田・浜田・
益田医療圏の２医療圏
共通）

H22年度、H23年度の
貸与実績を踏まえた変
更

204,000 99,000 ○

21'補正

助産師確保特別資金
貸与事業（隠岐・雲南
医療圏及び安来市）
（大田・浜田・益田医療
圏）

修学資金貸与 H24.4

募集人数変更
１０人→１５人
（隠岐・雲南医療圏及
び安来市、大田・浜田・
益田医療圏の２医療圏
共通）

助産師確保を推進する
ための変更

48,000 57,600 ○

21'補正
離職防止・再就職促進
事業（隠岐・雲南医療
圏及び安来市）

県外に勤務する看護師
のＵＩターン、潜在看護
師復職に対する病院の
取り組み経費を支援。

H22.4
看護職員確保推進を
図るため

52,744 52,860 ○

21'補正
離職防止・再就職促進
事業（大田・浜田・益田
医療圏）

県外に勤務する看護師
のＵＩターン、潜在看護
師復職に対する病院の
取り組み経費を支援。

H22.4
看護職員確保推進を
図るため

52,744 56,925 ○

21'補正

医療施設機能確保対
策（情報ネット地域医療
支援事業）（隠岐・雲南
医療圏及び安来市）

広域災害緊急医療情
報システム等導入

H23.7
広域災害緊急医療情
報システム導入

災害時における医師不
足を広域災害緊急医
療情報システム導入で
補うため

100,000 135,000 ○

21'補正

がん医療従事者等研
修支援事業（隠岐・雲
南医療圏及び安来市）
（大田・浜田・益田医療
圏）

がん診療医師等の負
担軽減を図るために
は、がん診療に携わる
医療従事者の育成が
必要であり、県内のが
ん診療に携わる看護師
及びがん相談員の育
成及び質の向上を図る
ための研修会の開催
等を実施する

H23.2

がん診療医師等の負
担軽減を図るために
は、がん診療に携わる
医療従事者の育成が
必要であり、県内のが
ん診療に携わる看護師
及びがん相談員の育
成及び質の向上を図る
ための研修会の開催
等を実施する

がん予防・検診対策に
おいて、医療従事者の
育成の観点から新規事
業を追加

0 29,206 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【島根県】

新規 変更 中止

21'補正

乳がん検診精度管理
向上のための体制整
備事業（隠岐・雲南医
療圏及び安来市）（大
田・浜田・益田医療圏）

マンモグラフィ読影医
師（新規・更新）の育成
を目指した講習会、学
習会を行う。
自己検診手法の普及
推進を行うため、正し
い知識提供ができる指
導者の育成を目指した
講座を開催する

H23.2

マンモグラフィ読影医
師（新規・更新）の育成
を目指した講習会、学
習会を行う。
自己検診手法の普及
推進を行うため、正し
い知識提供ができる指
導者の育成を目指した
講座を開催する

がん予防・検診対策に
おいて、検診率の向上
対策の観点から新規事
業を追加

0 6,970 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（高梁・新見）

地域で医師を育てる協
働プログラム

適切な救急利用や小
児救急へのかかり方の
普及啓発等を実施す
る。

H24.8 事業費の増加

市町村単位で救急医
療の適正受診を啓発す
る事業を実施する必要
があるため。

12,612 20,141 ○

21'補正
（高梁・新見）

医師、看護職員確保に
取り組む市町村を支援

医師不足地域、看護師
不足地域で医師等を確
保するための事業など
に取り組む市町村を支
援する。

H24.8 事業費の減少
事業実施市町村が当
初計画を下回ったた
め。

15,000 8,696 ○

21'補正
（高梁・新見）

新見地域の救急医療
機能の強化、連携体制
の構築に向けた施設設
備整備の支援

新見中央病院の設備
整備や渡辺病院の建
て替え整備を支援す
る。

H24.8
事業費の減少
（基金支出額の増加）

国庫補助対象額が増
加したため、対応する
基金支出額が増加した
ため。

292,066 314,248 ○

21'補正
（高梁・新見）

地域の救急機能を強
化するための整備支援

高梁中央病院、 高梁
市国民健康保険成羽
病院の設備整備を支
援する。

H24.8
事業費の減少
（基金支出額の増加）

事業完了に伴う事業費
確定によるもの。

291,846 292,131 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（高梁・新見）

回復期・維持期の医療
機関の連携機能の強
化に必要な整備支援

大杉病院の設備整備
を支援する。

H24.8 事業費の増加
事業完了に伴う事業費
確定によるもの。

90,850 93,076 ○

21'補正
（高梁・新見）

地域の救急医療の強
化に必要な高度な施
設・設備の整備

金田病院の救急医療
部門の施設設備整備
を支援する。

H24.8 事業費の減少
耐震化臨時特例交付
金を一部活用すること
としたため。

398,979 256,302 ○

21'補正
（高梁・新見）

急性期医療機関との連
携機能の強化に必要
な設備の整備

真庭市国民健康保険
湯原温泉病院、勝山病
院、近藤病院の設備整
備を支援する。

H24.8 事業費の減少
事業完了に伴う事業費
確定によるもの。

36,139 35,222 ○

21'補正
（高梁・新見）

真庭地域の周産期機
能を強化するための施
設・設備の整備

落合病院の産科部門
の施設設備整備を支
援する。

H24.8
事業費の増加
（基金支出額の減少）

２５年度に予定している
事業費の増額によるも
の。

207,630 207,292 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（高梁・新見）

医師事務作業補助者
等の設置を支援

事務作業補助者として
必要な専門研修への
参加を支援する。

H24.8 計画から削除

緊急雇用創出事業臨
時特例交付金を活用
し、同様の事業を実施
することとしたため。

9,114 0 ○

21'補正
（高梁・新見）

当該圏域と連携した救
急患者受入機能向上
事業

川崎医科大学附属病
院、倉敷中央病院の救
急医療設備整備を支
援する。

H24.8 事業費の増加
川崎医科大学附属病
院にＭＲＩを追加整備す
ることとしたため。

240,236 283,638 ○

21'補正
（高梁・新見）

当該圏域の周産期医
療を連携・支援する総
合周産期母子医療セン
ターの機能を強化する
ために必要な施設・設
備整備事業

倉敷中央病院のＮＩＣ
Ｕ、ＧＣＵの増設等に対
する施設・設備整備を
支援する。

H24.8 事業費の増加
今後の執行見込による
もの。

77,982 78,961 ○

21'補正
（高梁・新見）

周産期医療従事者の
資質向上

周産期母子医療セン
ターにおいて、研修会
等を開催等する。

H24.8 事業費の変更
国庫補助額の削減に
伴うもの。

1,000 1,122 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（高梁・新見）

医療連携体制の構築
に向けた在宅療養支援
モデル事業の実施

在宅療養支援モデル
事業及び、先端的医
療・介護機器を活用し
たリハビリテーション推
進事業を実施する。

H24.8 事業費の増加

在宅医療のモデル事
業を強化するとともに、
県が借り上げるＨＡＬの
台数を増やすことにし
たため。

43,900 59,095 ○

21'補正
（高梁・新見）

ヘリポート施設等の整
備

ドクターヘリの運航環
境改善のための施設・
設備等を整備する。

H24.8 事業費の増加

ドクヘリ的運用を行う、
岡山市消防ヘリに必要
な医療用設備を整備す
ることとしたため。

65,000 75,251 ○

21'補正
（高梁・新見）

救急医派遣の仕組み
を構築するため大学に
寄附講座を設置

救急医の少ない県北
地域の救急医療機関
に、救急医を確実に確
保するための寄附講座
を川崎医科大学に設置
する。

H24.8 計画から削除

川崎医科大学における
救急部門の現況等から
担当教官の確保等が
困難となったため。

175,000 0 ○

21'補正
（高梁・新見）

医療情報・遠隔医療支
援システムの整備

医療機関がCTなどの
画像情報やラボデータ
等を閲覧できる情報シ
ステムや、地域の医療
機関の画像等の読影
を放射線科専門医等
が支援する体制を整備
する。

H24.8 事業費の増加

圏域を限定せずに、全
県を対象とした地域医
療情報ネットワーク整
備事業及び遠隔画像
診断ネットワーク整備
事業を実施することとし
たため。

473,376 758,242 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（高梁・新見）

救急医療情報システム
と周産期医療情報シス
テムの改修事業

医療機関相互及び消
防機関等との連携を可
能とするためのシステ
ムを改修する。

H24.8 事業費の減少

当初想定されていた追
加機能（消防法改正へ
の対応等）が不要と
なったため。

69,270 25,744 ○

21'補正
（津山・英田）

地域で医師を育てる協
働プログラム

適切な救急利用や小
児救急へのかかり方の
普及啓発等を実施す
る。

H24.8 事業費の増加

市町村単位で救急医
療の適正受診を啓発す
る事業を実施する必要
があるため。

8,200 25,781 ○

21'補正
（津山・英田）

医師、看護職員確保に
取り組む市町村を支援

医師不足地域、看護師
不足地域で医師等を確
保するための事業など
に取り組む市町村を支
援する。

H24.8 事業費の減少
事業実施市町村が当
初計画を下回ったた
め。

35,000 22,500 ○

21'補正
（津山・英田）

地域医療に従事する医
師の育成拠点の整備

津山中央病院が整備
するプライマリケアセン
ター（仮称）の整備支援
を支援する。

H24.8 事業費の減少
事業完了に伴う事業費
確定によるもの。

159,018 118,251 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（津山・英田）

周産期医療従事者の
資質向上

周産期母子医療セン
ターにおいて、研修会
等を開催する。

H24.8 事業費の変更
国庫補助額の削減に
伴うもの。

668 724 ○

21'補正
（津山・英田）

訪問看護支援モデル
事業の実施

モデルとなる訪問看護
ステーションを中心に
訪問看護を実施する。

H24.8 事業費の減少
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

10,388 7,295 ○

21'補正
（津山・英田）

病院群輪番制病院受
入機能強化事業

鏡野町国保病院の施
設・設備整備、芳野病
院、中島病院の設備整
備を支援する。

H24.8 事業費の増加
事業完了に伴う事業費
確定によるもの。

65,613 68,089 ○

21'補正
（津山・英田）

救命救急センターの機
能強化に必要な高度な
施設・設備の整備

津山中央病院の救命
救急センターにＨＣＵ
（10床）を増床する。

H24.8 事業費の増加
事業完了に伴う事業費
確定によるもの。

117,905 126,021 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（津山・英田）

地域周産期母子医療
センターの機能の向上
を図るための設備整備

津山中央病院の地域
周産期母子医療セン
ターの設備整備を支援
する。

H24.8 事業費の減少
入札結果が当初計画
額を下回ったことによる
もの。

2,877 2,564 ○

21'補正
（津山・英田）

周産期オープンシステ
ム事業

産科オープン病院を中
心とした病診連携のシ
ステムを構築する。

H24.8 事業費の減少
岡山赤十字病院が事
業実施に至らなかった
ため。

32,688 16,344 ○

21'補正
（津山・英田）

医師事務作業補助者
等の設置を支援

事務作業補助者として
必要な専門研修への
参加を支援する。

H24.8 計画から削除

緊急雇用創出事業臨
時特例交付金を活用
し、同様の事業を実施
することとしたため。

9,114 0 ○

21'補正
（津山・英田）

当該圏域と連携・支援
する救急患者受入機能
向上事業

国立病院機構岡山医
療センターの設備整
備、岡山済生会総合病
院の設備整備、岡山赤
十字病院の施設・設備
整備を支援する。

H24.8 事業費の増加

岡山大学病院、国立病
院機構岡山医療セン
ターの設備整備を追加
したため。

455,633 523,982 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（津山・英田）

医療連携体制の構築
に向けた在宅療養支援
モデル事業の実施

在宅療養支援モデル
事業及び、先端的医
療・介護機器を活用し
たリハビリテーション推
進事業を実施する。

H24.8 事業費の増加

在宅医療のモデル事
業を強化するとともに、
県が借り上げるＨＡＬの
台数を増やすことにし
たため。

37,750 51,653 ○

21'補正
（津山・英田）

医学部地域枠の拡充

県内の医師不足地域
等の医療機関に勤務
する医師確保対策の充
実に取り組む。

H24.8 事業費の減少
広島大学の２３年度入
学者定員に１名の空き
が生じたため。

96,000 88,800 ○

21'補正
（津山・英田）

研修奨学金等の創設
による地域勤務医師の
確保

研修奨学金制度及び
地域医療研究奨励金
制度を創設する。

H24.8 事業費の減少
２２年度と２３年度は申
請がなかったため、事
業費を減額するもの。

220,000 110,000 ○

21'補正
（津山・英田）

地域医療に従事する医
師を確保するための地
域医療研究委託制度
の創設

大学院生や医局員等
が、県内の医師不足地
域において、診療に従
事しながら地域医療の
課題等について研究す
ることで医師確保を図
る。

H24.8
事業規模を拡充し、医
師不足地域で勤務する
医師数の増加を図る。

短期的な医師確保対
策として、研修奨学金
等の創設による地域勤
務医師の確保が困難
な状況にあるため。

45,000 66,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（津山・英田）

地域の医師等との協働
による救急医療等の対
応向上事業

地域の内科医師等を
対象に、小児救急医療
研修等を実施する。

H24.8 事業費の変更
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

29,998 34,913 ○

21'補正
（津山・英田）

公立病院の救急医を
支援する仕組みの創設

岡山市立市民病院が
行う研修事業や代診医
派遣事業等を支援す
る。

H24.8 事業費の減少
今後の執行見込による
もの。

113,516 40,804 ○

21'補正
（津山・英田）

看護職員確保対策事
業

看護職員への進路選
択等を支援する。

H24.8 事業費の増加
基金財源で医療機関
の負担をなくしたため。

50,040 67,444 ○

21'補正
（津山・英田）

地域医療総合支援セン
ター(仮称)の設立支援

岡山大学が設置を予
定している地域医療総
合支援センターの整備
を支援し、潜在的な医
療資源の発掘による医
療従事者の確保を図
る。

H24.8 事業費の増加
国庫補助金の実績額
に応じて、財源更正を
行うもの。

667,612 671,297 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

21'補正
（津山・英田）

地域医療に従事する医
師を育成・確保するた
めのプログラム

地域医療に係るセミ
ナーの開催や地域での
宿泊型研修等を実施す
る。また、診療船「済生
丸」の更新を支援する。

H24.8 事業費の減少
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

110,000 105,700 ○

21'補正
（津山・英田）

医療情報・遠隔医療支
援システムの整備

医療機関がCTなどの
画像情報やラボデータ
等を閲覧できる情報シ
ステムや、地域の医療
機関の画像等の読影
を放射線科専門医等
が支援する体制を整備
する。

H24.8 事業費の増加

圏域を限定せずに、全
県を対象とした地域医
療情報ネットワーク整
備事業及び遠隔画像
診断ネットワーク整備
事業を実施することとし
たため。

高梁・新見
医療圏及び
真庭市に含
む

142,109 ○

21'補正
（津山・英田）

救急医療情報システム
と周産期医療情報シス
テムの改修事業

医療機関相互及び消
防機関等との連携を可
能とするためのシステ
ムを改修する。

H24.8 事業費の減少

当初想定されていた追
加機能（消防法改正へ
の対応等）が不要と
なったため。

41,730 25,744 ○

22'補正
市町村が主体的に行う
地域医療の環境づくり
への支援①

「地域医療支援セン
ター」を設置・運営し、
医師の地域偏在の解
消を目指す。

H24.8 事業費の変更
２３年度、２４年度とも
に国庫補助が不採択と
されたため。

7,644 98,327 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

22'補正
市町村が主体的に行う
地域医療の環境づくり
への支援②

市町村を支援すること
により、県と市町村が
一体となって医師確保
対策に取り組む体制を
構築する。

H24.8 事業費の減少
市町村地域医療ミー
ティングの実施が当初
計画を下回ったため。

84,000 54,932 ○

22'補正
医療スタッフ教育のた
めの開放型臨床研修
センターの設置

川崎医科大学附属病
院に開放型臨床研修
センターを設置する。

H24.8 事業費の減少
事業完了に伴う事業費
確定によるもの。

22,417 21,466 ○

22'補正
臨床研修病院のネット
ワーク化と研修プログ
ラムの向上

研修医の資質向上に
役立つ研修や情報交
換を行うことにより、研
修医の確保と臨床研修
終了後の県内定着を
図る。

H24.8 事業費の減少
２４年度から取り組むこ
ととしたため。

9,000 6,000 ○

22'補正
岡山県看護研修セン
ターの機能強化

岡山県看護研修セン
ターへの施設・設備整
備を支援する。

H24.8 事業費の減少
入札結果が当初計画
額を下回ったことによる
もの。

25,030 21,566 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

22'補正
自治体病院の再編・
ネットワーク化

赤磐市民病院と赤磐医
師会病院との再編統合
に伴う施設整備を支援
する。

H24.8 事業費の減少
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

743,112 739,030 ○

22'補正
がん登録システムの整
備と院内がん登録の導
入支援

現行システムを更新す
るとともに、国立がん研
究センターの推奨する
標準データベースシス
テムへのデータ移行を
行う。

H24.8 事業費の減少
県の一般財源を活用
し、同様の事業を行うこ
ととしたため。

33,964 19,948 ○

22'補正
急性心筋梗塞地域連
携クリティカルパスの推
進

地域連携クリティカル
パスの開発及びパスの
普及を推進する。

H24.8 事業費の減少
２４年度から取り組むこ
ととしたため。

6,516 6,079 ○

22'補正
糖尿病等の生活習慣
病に係る医療連携の推
進

糖尿病診療に係る普及
啓発を進め、専門医や
糖尿病療養指導士の
養成を促進する。

H24.8 事業費の減少
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

40,000 39,997 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

22'補正
周産期死亡の症例検
証

新生児死亡の全症例
の死亡要因を検証し、
その対策を打ち出すこ
とにより、周産期死亡
の減少を図る。

H24.8 事業費の減少
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

2,542 1,972 ○

22'補正
就労・非就労助産師へ
の実践教育プログラム
の実施

重度の障害がある新生
児やハイリスク妊産婦
等への対応などの実践
能力を身につける教育
プログラムを実施する。

H24.8 事業費の変更
国庫補助金の実績額
に応じて、財源更正を
行うもの。

6,038 7,660 ○

22'補正
初期救急医療体制の
整備

市町村が地元医師会
や救急医療機関等と連
携し、在宅当番医の診
療時間の拡充に取り組
む事業に対し補助す
る。

H24.8 事業費の減少
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

9,300 4,500 ○

22'補正
二次救急医療体制の
強化

二次救急医療機関の
施設・設備整備を支援
する。

H24.8 事業費の減少
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

116,568 103,302 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

22'補正
救急医療に従事する医
師・看護師の研修

医師・看護師を対象
に、専門的な技能を修
得することのできる研
修を行い、二次救急医
療機関において適切な
処置ができる体制を整
備する。

H24.8 事業費の減少
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

6,380 3,190 ○

22'補正
地域の救急医療を担う
自治体病院への支援

笠岡市立市民病院、備
前市立吉永病院等の
設備整備を支援する。

H24.8 事業費の減少

事業完了に伴う事業費
確定によるもの及び設
備の規格変更によるも
の。

66,848 57,765 ○

22'補正
医療・介護連携ネット
ワークの構築

「連携シートむすびの
和」を普及・推進する。

H24.8 事業費の増加
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

4,317 5,229 ○

22'補正 訪問歯科診療の推進

ポータブルの歯科治療
機器等を、県内５医療
圏の中心的な歯科医
師会支部にそれぞれ配
備し、貸出を行う体制
を構築する。

H24.8

ポータブルの歯科治療
機器等を岡山県歯科
医師会支部で常備す
る。

往診を行う歯科医師の
利便性の向上を図るた
め。
事業実施に伴う事業費
の変動によるもの。

5,700 5,519 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【岡山県】

新規 変更 中止

22'補正
訪問薬剤指導（緩和ケ
ア）を行う薬剤師の養
成

在宅訪問による薬剤管
理指導ができる薬剤師
の人材育成や体制整
備の構築等を図る。

H24.8 事業費の減少
一部国庫補助を活用す
ることとしたため。

12,500 8,500 ○

22'補正
院内感染対策に係る地
域ネットワークの構築

院内感染対策ネット
ワークづくりを推進し、
相談窓口の開設など、
県内医療機関等にお
ける院内感染防止対策
を強化する。

H24.8 事業費の減少
２４年度から取り組むこ
ととしたため。

6,000 4,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【広島県】

新規 変更 中止

21'補正
福山地域救急支援診
療所（仮称）の設置

初期救急医療を担う福
山地域救急支援診療
所（仮称）を設置する。

H23.9 駐車場用地の取得 設置場所の変更 678,000 678,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【山口県】

新規 変更 中止

21'補正

萩・長門地域医療提供
体制強化事業（萩医療
圏事業）
病院勤務医・医師確保
事業

病院勤務医・開業医に
対する就業・開業支援

H23.4
薬剤師、看護師、准看
護師、歯科衛生士に対
する就業支援の拡大

医療従事者確保の促
進

250,000 180,867 ○

21'補正

萩・長門地域医療提供
体制強化事業（萩医療
圏事業）
休日急患診療センター
及び地域医療連携支
援センター整備事業

救急医療体制の構築 H23.4

関連事業追加
医療資源を有効に活用
するための基礎調査等
の実施

取組促進 0 13,157 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【香川県】

新規 変更 中止

21'補正
島嶼部における看護職
員の確保対策

島嶼部の公立病院に
看護師を一定期間派
遣する場合、派遣元医
療機関への補助及び
派遣看護師の研修経
費を助成する。

H24.4

島嶼部等における在宅
医療を推進するための
看護師の育成研修等
を実施

平成24年度から派遣看
護職員がいなくなった
ため、事業内容を変更

36,000 19,602 ○

21'補正
乳がん健診の実施体
制の強化

香川県総合検診協会
の乳がん検診巡回車
整備や、島嶼部公立病
院の乳がん検診装置
整備に補助する。

H24.3 補助金額の減
入札等の結果、事業費
が当初の予定を下回っ
たため

53,500 51,225 ○

21'補正
広域災害救急医療シス
テムと周産期医療情報
システムの統合・拡充

広域災害救急医療情
報システムの機能充実
とともに、周産期医療
情報システムとの統合
を図る

H24.8
統合･拡充後のシステ
ムの一部変更を行う

統合・拡充したシステ
ムを見直しする必要が
生じたため。

58,500 96,675 ○

21'補正
遠隔医療ネットワーク
の機能強化

かがわ遠隔医療ネット
ワーク（Ｋ－ＭＩＸ）整備
に関する機能強化に補
助する。

H24.3 補助金額の減
入札等の結果、事業費
が当初の予定を下回っ
たため

22,000 35,867 ○

21'補正
がん登録体制強化事
業

がん精密検査協力機
関において院内がん登
録連携システム構築に
補助する。

H24.3 事業費の減
事業の詳細を検討及び
関係者との調整の結果

30,000 29,063 ○

21'補正
精神科医療体制の強
化

精神科救急医療機関
の 終受入拠点病院
を確保するとともに、重
度の身体合併拠点病
院を指定し、受入のた
め空床を確保する。

H24.3 事業費の減

空床確保の単価が想
定より低かったこと及び
精神科救急拠点病院
整備事業が平成24年
度は休止となったた
め。

133,000 105,077 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【香川県】

新規 変更 中止

21'補正
香川県医師育成キャリ
ア支援プログラムの運
営

「香川県医師育成キャ
リア支援プログラム」を
作成・実施する。

H24.3 事業費の減
プログラム参加者減の
ため

161,000 149,480 ○

21'補正
県民医療推進枠入学
者への修学資金貸付

香川大学及び愛媛大
学に県民医療推進枠を
増員し、修学資金の貸
付を実施する。

H24.3
在学生が累増する就学
資金の貸付計画である
ため

平成24年度以降の在
学生を見込んで計画額
を変更した。

100,800 105,120 ○

21'補正
看護職員の多様な勤
務形態導入支援

短時間正規雇用の導
入など、就労環境を改
善する取組に対して補
助する。

H24.3 補助対象人員の減
当初想定より補助対象
人員が少なかったため

11,700 7,750 ○

21'補正
地域医療に関する普及
啓発事業

医療機関の適正受診
に関する普及啓発の実
施や、市町が行う啓発
事業に補助する。

H24.8

医療機関の適正受診
に関する普及啓発につ
いて後年度に経費を増
やして実施する。

予定していた啓発事業
を後年度に経費を増や
して実施することとした
ため

4,000 25,950 ○

21'補正
臓器移植・骨髄移植の
体制強化

財団法人香川いのちの
リレー財団の移植コー
ディネーターの体制強
化に補助する。

H24.3 補助対象人件費の減
当初想定していた人件
費より単価が下がった
ため

20,000 16,000 ○

22'補正
２次救急医療機関機能強
化事業

２次救急医療機関が行
う救急医療機器等の整
備に対し補助

H24.8 補助金額の増
平成25年度に補助予
定

122,500 123,164 ○

22'補正
歯科救急体制強化事
業

歯科救急体制の強化
を図るため、高松市歯
科医師会が運営する歯
科救急医療センターの
機器整備に対し補助

H24.2 補助金額の減
入札等の結果、事業費
が当初の予定を下回っ
たため

2,500 2,497 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【愛媛県】

新規 変更 中止

21'補正
急患医療センターの整備
（移転・新築）

四国中央市急患医療セン
ターの移転・新築及び医
療機器整備に対する補助

H23.9 事業期間の変更
施設整備に係る設計に時
間を要したため

44,800 44,800 ○

21'補正
救急医療体制再編に関す
る住民懇話会の開催（宇
摩圏域）

圏域内の救急医療体制
の再構築に関する住民懇
話会の開催

H22.3 事業期間の変更
当初の予定より早い時期
に会を開催したため

3,700 3,700 ○

21'補正
圏域内の病院の再編・統
合による新たな中核病院
の形成（石川病院）

地域の中核病院である石
川病院の施設整備に対す
る補助

H23.9 事業期間の変更
施設整備に係る設計に時
間を要したため

400,000 400,000 ○

21'補正
高度・専門診療機能の強
化（医療機器等整備）（石
川病院）

地域の中核病院である石
川病院の設備整備に対す
る補助

H23.9 事業期間の変更
施設整備の進捗状況に
合わせた設備整備を行っ
たため

400,000 400,000 ○

21'補正
医療従事者の子育て支援
を担う認定こども園の整
備

四国中央市が行う認定こ
ども園の整備に対する補
助

H24.9 事業期間の変更
事業主体との調整に時間
を要したため

42,500 42,500 ○

21'補正 トリアージナースの養成

トリアージナースを養成す
ることで医師の負担軽減
を図り、圏域内の救急医
療機能の改善を図る

H23.4
トリアージナースを養成す
る講習会の変更

日本救急看護学会等が
開設準備を進めていた教
育プログラムが現時点で
未策定であるため

6,424 6,424 ○

21'補正
二次救急医療機関の医
療機器整備（大洲中央病
院）

地域の中核病院である大
洲中央病院の設備整備
に対する補助

H23.9 事業期間の変更

大洲中央病院の施設整
備事業の進捗状況に合
わせて設備整備を行った
ため

272,100 272,100 ○

21'補正
医療連携による口腔ケア
の普及（八幡浜・大洲圏
域）

介護、医療、行政機関の
連携のもと高齢者等に対
する口腔ケアの推進を図
る

H22.4
口腔ケアチームの設立先
の拡充

口腔ケアの普及・啓発を
広く行うため

1,000,000 1,000,000 ○

21'補正
地域医療支援センター整
備事業

地域医療を担う医師の養
成を図る拠点として「地域
医療支援センター」を整備
する

H22.9 事業期間の変更
施設整備に係る設計に時
間を要したため

500,000 500,000 ○

21'補正
公立病院等勤務医師研
修支援制度の創設

深刻な医師不足に直面す
る公立病院等を対象に医
師を派遣する

H22.4
対象となる派遣医師や派
遣期間等事業実施スキー
ムの見直し

地域医療を担う若手医師
のキャリアパスを見据え
た支援を行うため

36,000 36,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【愛媛県】

新規 変更 中止

21'補正
自治医科大学卒業医師
等キャリア形成支援事業

地域医療を担う医師の
ニーズに即したキャリア形
成プログラムの作成等

H22.4 事業対象医師の拡充等
県の奨学生医師を対象に
含めるため

66,000 66,000 ○

21'補正
地域医療医師確保奨学
金制度の拡充

卒後に地域医療に従事す
る医学生に対して修学資
金を貸与する制度の拡充

H22.4 増員の内訳の変更
学生の地元県での育成が
地域医療従事医師の確
保につながるため

129,404 129,404 ○

22'補正
看護職員研修拠点病院
設置事業

各医療圏ごとに看護職員
研修の拠点となる病院を
定める

H23.9
研修体制の在り方を検討
する協議会の新設

より効果的な研修を実施
することで質の高い看護
師等を育成するため

26,992 26,992 ○

22'補正 高度看護力開発事業
看護師の資質向上を図る
ための研修コースの大学
への設置

H23.9
研修コース及び学習体制
の変更

多様化する医療ニーズに
対応できる有為な人材を
育成するため

21,973 21,973 ○

22'補正
済生丸新造船医療機器
等整備支援事業

離島医療を担う済生会の
新造船建造に係る医療機
器整備に対する補助

H23.9 事業期間の変更
新造船に係る設計等に時
間を要したため

20,000 20,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【高知県】

新規 変更 中止

21'補正
ドクターヘリ運航体制
整備事業

ドクターヘリを活用した
医師の現場派遣及び
広域医療連携体制の
構築、救急搬送体制の
整備及び病院前救護
の充実強化、基幹とな
る救急医療機関の施
設・設備整備及び後方
病床確保に係る支援

H23.9

ドクターヘリをより効率
的・効果的に活用する
ため、ヘリポートの構造
を変更

ヘリポートの構造を変
更したため、整備の規
模が当初見込みを上
回るものとなった。

273,250 569,571 ○

21'補正
医療機関施設・設備整
備支援事業

救急医療機関の機能
強化、後方医療機関の
充実等に必要な施設・
設備の整備支援

H23.9 規模を縮小

研修によるＭＣの向
上、病院群輪番制によ
る２次救急の拡充、3次
救急医療の確保等によ
り、一定の充実が図ら
れたことから規模を縮
小した。

235,000 83,636 ○

21'補正
普及啓発事業（救急医
療）

　県民、介護関係者等
を対象に、救急医療の
適正利用や脳卒中や
急性心筋梗塞の正しい
知識を普及啓発し、県
民の意識と行動の変容
を図るために、テレビ、
ラジオ、新聞等マスメ
ディアを用した広告活
動を実施

H23.9

救急医療の適正な利
用についての普及啓発
を効果的に行うため
に、テレビ等マスメディ
アを用いた広告活動を
強化

救急医療の適正な利
用についての普及啓発
を効果的に行うため
に、テレビ等マスメディ
アを用いた広告活動を
強化したことから、経費
が当初見込みを上回る
ものとなった。

6,279 31,279 ○

21'補正
医療施設耐震化促進
事業

耐震性が不足している
一般病院に対して耐震
化に係る経費を補助

H23.9
次の南海地震への備
えを加速化する。

0 146,364 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【高知県】

新規 変更 中止

21'補正 施設・設備整備事業

在宅医療を推進するた
めに行う事業に必要な
施設･設備の整備を支
援

H23.9 規模を縮小

事業実施の要件として
いた「地域包括システ
ムの構築に向けた地域
の医療機関の機能分
化と連携強化のための
取り組み」について、事
業の具体化が困難。

72,000 22,000 ○

21'補正
ＩＣＴネットワーク構築促
進事業

医療機関のＩＣＴネット
ワークへの参加、へき
地医療機関のウェブ型
電子カルテ導入を支援

H23.9 規模を縮小

　ＩＣＴネットワークへの
接続、へき地医療機関
のウェブ型電子カルテ
の導入について、他の
事業の活用等により補
助件数が計画を下回る
見込みとなった。

168,588 68,588 ○

21'補正
訪問看護体制整備支
援事業

訪問看護ステーション
数の増加及びサービス
の質の向上等を目的
に、(社)高知県看護協
会等と連携して事業を
実施

H24.4
一部事業（訪問看護の
質の向上のための調
査・研究）を取り止め

基金事業で目的として
いた質の向上に係る調
査・研究の成果がすで
に上がっているため。

34,653 29,433 ○

21'補正
地域医療提供体制強
化事業

地域医療の課題整理
及び具体的対策の企
画・立案を行い、医療
提供体制強化のため
の基盤整備事業を実
施

H24.4 規模を縮小

地域医療提供体制の
強化のために基盤整
備を予定していたが、
既存のシステムの機能
強化で対応可能となっ
た。

93,743 23,743 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【高知県】

新規 変更 中止

21'補正
地域医療対策推進研
究事業

地域医療の課題解決
に資するモデル的な研
究事業を支援、モデル
研究事業の成果を活
かした取り組みの普及

H23.9 規模を縮小

指定研究を予定してい
た内容について、大学
等で研究開発が行わ
れ、公募研究部分につ
いて他機関による公募
研究支援で対応可能と
なった。

79,000 9,000 ○

22'補正
小児救急勤務医師確
保事業

小児救急輪番病院に
勤務する医師に対する
当直手当を創設し、輪
番病院が行う手当の支
給を支援することなど
により医師の小児救急
離れを防止し、小児救
急輪番体制を維持する

H24.10
手当の支給実績に応じ
て総事業費を減額する

従来支給した手当の実
績が当初の想定を下
回ったため

30,000 10,510 ○

22'補正
広域医療搬送拠点施
設設備整備事業

県内の広域搬送拠点
に展開するＳＣＵ（臨時
医療施設）に必要な資
機材を整備し、大規模
地震発生時等における
重症患者の被災地外
への航空搬送能力を
向上させる

H24.10
資機材を整備するＳＣ
Ｕを３ヶ所とする

広域医療搬送拠点が
設置されていない県東
部において航空搬送を
行うため、安芸市に搬
送拠点を設置し、ＳＣＵ
資機材を整備する

146,196 269,822 ○

22'補正
災害拠点病院ヘリポー
ト整備事業

災害拠点病院の救急
患者のヘリコプタ―搬
送用のヘリポート整備

H24.9 ヘリポートの構造変更

ヘリポートの構造を変
更したため、整備の規
模が当初見込みを上
回った

75,000 83,524 ○

22'補正
医療機関等災害対策
支援事業

医療機関に対して災害
時に必要不可欠な備
品を整備するとともに、
災害対策のための指
針を作成する。

H24.10 　

南海地震等の発生当
初から医療救護活動を
迅速かつ円滑に行うた
めに医療機関等の災
害対策を強化する

0 165,552 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【高知県】

新規 変更 中止

22'補正
医療提供体制施設整
備交付金の減額に対
する措置

国庫補助事業の国庫
補助金が減額された場
合に、医療機関の負担
を増加させないために
当該減額分の補填を
行う

H24.10
国庫補助金が減額され
た実績に応じて総事業
費を減額する

国庫補助金の減額が
見込みより少なかった
ため

237,766 30,554 ○

22'補正
慢性腎臓病（ＣＫＤ）対
策推進プロジェクト

ＣＫＤについての県民・
市町村等への普及啓
発を行うことにより、ＣＫ
Ｄの早期発見・早期治
療を行う。

H24.9
一部事業（ＩＣＴを活用し
た連携システムの構
築）を取り止め

地域中核病院と一般医
の連携システムの構築
にあたりＩＣＴの活用を
予定していたが、連携
パス等の活用で対応可
能となった

96,000 25,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【福岡県】

新規 変更 中止

21'補正
豊築休日急患センター
機能強化事業

施設・設備整備により
休日急患センターの機
能を強化する

H23.4

現在地から移転し、成
人病健診センターとの
連携により運営の効率
化を図る

成人病健診センターと
併せて整備できる土地
に移転し、一体的に整
備することで効率的な
運用が可能となるため

53,791 53,791 ○

21'補正
豊前築上医師会成人
病検診センター移転整
備事業

移転・新築により検診
センターを整備する

H23.4
豊築休日急患センター
との連携による運営の
効率化を図る

休日急患センターと連
携することで効率的な
運用が可能となるため

575,650 575,650 ○

21'補正
京都医師会看護高等
専修学校奨学金

看護学生への奨学金
の貸与

H24.4 事業の中止

看護師確保対策として
は、職場復帰支援事業
の方が即効性が高い
ため

27,600 0 ○

21'補正
京都医師会看護師職
場復帰支援事業

潜在看護師の職場復
帰のための研修を実施
し、看護師確保を図る

H24.4 事業の創設

看護師確保対策として
は、職場復帰支援事業
の方が即効性が高い
ため

0 27,600 ○

21'補正
地域医療連携システム
の整備

基幹病院が保有する検
査、薬剤処方等の患者
情報のウェブによる閲
覧システム

H24.4 事業の創設

地域における効率的な
医療の提供、患者住民
へのサービス向上を図
るため

0 104,994 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【佐賀県】

新規 変更 中止

21'補正
ICTを活用した医療情
報の地域連携システム
の構築

ICTを活用した医療情報の地
域連携システムを構築し、適
時・適切な医療を提供できる
ようにする。

H22.7
一部を総務省の国庫補助事
業に振替

国庫補助事業に振り替えるこ
とにより、浮いた財源を他事
業に充当したい

74,000 63,590 ○

21'補正
救命救急医療情報シス
テムの整備

救命救急センターを設置する
医療機関に対し、救急医の確
保を支援する

H22.7
一部を総務省の国庫補助事
業に振替

国庫補助事業に振り替えるこ
とにより、浮いた財源を本事
業に充当したい

86,000 52,810 ○

21'補正
救命救急センター支援
事業

救命救急センターを設置する
医療機関に対し、救急医の確
保を支援する

H22.7 他事業からの財源振替
国庫補助事業に振り替えるこ
とにより、浮いた財源を本事
業に充当したい

0 43,600 ○

21'補正
医学生及び研修医に
対する修学資金（拡充）

不足診療科の医師確保のた
めに修学資金を貸与する H23.11 他事業への財源振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

109,200 75,440 ○

21'補正
地域医療医師確保枠
により入学した医学生
に対する修学資金

不足診療科の医師確保のた
めに修学資金を貸与する H23.11 他事業への財源振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

93,856 59,672 ○

21'補正 院内保育所の整備
県内の主要な医療機関が行
う院内保育所整備を支援する H23.11 他事業への財源振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

103,800 43,994 ○

21'補正
ICTを活用した医療情
報の地域連携システム
の構築

ICTを活用した医療情報の地
域連携システムを構築し、適
時・適切な医療を提供できる
ようにする。

H23.11 他事業への財源振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

63,590 18,000 ○

21'補正
救命救急医療情報シス
テムの整備

救命救急センターを設置する
医療機関に対し、救急医の確
保を支援する

H23.11 他事業への財源振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

52,810 9,813 ○

21'補正 医師留学支援事業
県内医療の魅力及び資質を
高めるために医師の海外研
修を支援する

H23.11
既存事業における経費の節
減及び別の国庫補助事業の
活用により財源を振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

0 72,000 ○

21'補正
離島診療所等医師確
保事業

医師の安定確保が困難な状
況にある離島診療所等に対し
て、新たな意思の確保を支援
する

H23.11
既存事業における経費の節
減及び別の国庫補助事業の
活用により財源を振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

0 20,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【佐賀県】

新規 変更 中止

21'補正
薬剤師等の臨床技術
向上

在宅医療や病院の病棟活動
等、チーム医療に参加する薬
剤師等の臨床技術の向上を
図るため、機器等の整備や、
バイタルサインの講習会等を
実施する。

H23.11
既存事業における経費の節
減及び別の国庫補助事業の
活用により財源を振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

0 14,024 ○

21'補正
糖尿病コーディネート
育成事業

各医療圏の糖尿病専門医の
指導の下、診療所等を巡回し
地域連携プロクラムにより患
者の治療を地域で支援するた
め糖尿病コーディネータナー
スを育成する

H23.11
既存事業における経費の節
減及び別の国庫補助事業の
活用により財源を振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

0 60,200 ○

21'補正
排泄ケアネットワーク
事業

人間の尊厳を重視した排泄ケ
アを行うため、医療従事者や
介護士等に対する排泄ケア
の研修会等を実施する

H23.11
既存事業における経費の節
減及び別の国庫補助事業の
活用により財源を振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

0 13,270 ○

21'補正
COPD地域診療体制整
備事業

医療施設、検診施設への検
査機器の整備及び技師派遣
による呼吸機能検査の実技
指導等により、ＣＯＰＤの医療
に携わる人材を育成する。

H23.11
既存事業における経費の節
減及び別の国庫補助事業の
活用により財源を振替

地域医療の再生に向けて、医
師をはじめとする医療従事者
の育成・確保が急務であるた
め

0 36,843 ○

21'補正
県立病院好生館の建
替及び医療体制整備

二次医療圏の再生のため、三
次救急や周産期をはじめ県全
体の医療体制を支えている県
立病院好生館の医療体制の
整備を図る

H23.11
国庫補助等の活用が可能と
なったため（一般財源の持ち
出しが少なくなった）

国庫補助等の活用が可能と
なったため（一般財源の持ち
出しが少なくなった）

0 0 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【長崎県】

新規 変更 中止

21'補正
奈良尾病院移転整備
事業

無床診療所化し、通院
環境改善のため利便
地へ新築移転する

H23.10 建設工事費の増額
建設地が埋立地であり
特殊基礎工事等が追
加したため

180,084 210,084 ○

21'補正
公立病院診療支援事
業

基幹病院等から公立診
療所への定期的な医
師派遣を行う

H24.6
事業組換のため中止
する

新たな医師派遣の目処
が立たないため

42,000 0 ○

21'補正
大学地域枠奨学金貸
与事業

医学部定員増（地域
枠）に対し医学修学資
金の貸与を行う

H24.6
貸与者数の減に伴う事
業費減

当初見込みより応募が
少なかったため

92,916 51,260 ○

21'補正 新・鳴滝塾推進事業
臨床研修協議会運営
等により医師確保対策
の強化を図る

H22.4
長崎県臨床研修協議
会の新設、研修医確保
事業等の実施

病院勤務医の不足、偏
在を早期に解消するた
め

0 64,936 ○

21'補正
拠点病院医師確保事
業
（佐世保）

開業医を輪番病院へ
派遣し当直医の負担軽
減を図る

H24.6
事業組換のため中止
する

医師派遣の目処が立
たないため

36,500 0 ○

21'補正
小離島医師確保対策
事業

県北圏域の小離島へ
民間医療機関から応援
医師を派遣する

H24.6
事業組換のため中止
する

医師派遣の目処が立
たないため

50,000 0 ○

21'補正
拠点病院医師確保事
業
（県北）

開業医を輪番病院へ
派遣し当直医の負担軽
減を図る

H24.6
事業組換のため中止
する

医師派遣の目処が立
たないため

36,500 0 ○

21'補正
佐世保地域救急医療
体制整備事業

佐世保地域の救急輪
番病院において施設設
備整備を行う

H24.6
救急医療体制強化の
ため輪番病院への施
設設備整備を助成する

二次救急医療体制の
維持、強化を図るため

0 70,000 ○

21'補正
回復期リハビリ整備事
業

県北医療機関において
回復リハビリ機能の整
備を行う

H24.6
実施施設減に伴う事業
費減

当初見込みより実施希
望施設が少なかったた
め

50,000 20,934 ○

21'補正
医療連携体制整備検
討事業

地域連携パス導入など
具体的な連携策を検討
する

H23.10
急性期から回復期・維持
期までの連携体制を構築
する協議会を新たに設置

回復期リハビリ機能整
備と一体にソフト事業
の必要性が高まったた
め

0 3,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【長崎県】

新規 変更 中止

21'補正
平戸・松浦地域救急医
療体制整備検討事業

救急医療対策に関する協
議会による課題検討、普
及啓発等を行う

H23.10
救急医療体制の課題検
討を行う協議会を新たに
設置

県北地域の救急医療
体制の再構築を早急に
図るため

0 5,000 ○

21'補正
県北地域医療機関救
急医療体制整備事業

県北地域の救急告示
において施設設備整備
を行う

H24.6

救急医療体制強化の
ため救急告示病院へ
の施設設備整備を助
成する

救急医療体制の維持、
強化を図るため

0 50,000 ○

21'補正
地域医療支援センター
運営事業

地域の医療資源を有効活
用、医療従事者の教育、
研修、住民教育、事業評
価等を行う

H23.9
救急搬送体制事業等
モデル事業等を追加実
施

救命救急センター設置に
伴い、二次救急医療機関
の連携体制強化が必要
不可欠であるため

70,000 97,641 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【熊本県】

新規 変更 中止

21'補正
総合医養成プログラム作
成費助成事業

基幹型臨床研修病院で総
合医養成を目的とした研
修プログラムを作成。

H24.1 事業費について変更

平成２２年度中に総合医
養成プログラムを作成し、
初度の目的を達成したた
め。

12,000 1,859 ○

21'補正 総合医確保対策事業

県が指定する地域の公立
病院に派遣することを条
件に、その病院の総合医
養成に関して支援を行う。

H24.1
事業年度及び事業費につ
いて変更

事業の内容を充実させる
ため。

120,000 145,063 ○

21'補正
臨床研修医確保強化事
業

広報等を通じて県全体で
臨床研修医の確保を行う
とともに、その指導を行う
指導医を養成して臨床研
修の体制を充実させる。

H24.1
事業年度及び事業費につ
いて変更

事業の内容を充実させる
ため。

40,000 30,943 ○

21'補正
看護師等養成力強化事
業

県民に安心安全な医療を
提供することを目的とし
て、看護学生の看護実践
能力を強化するために看
護師養成所の専任教員
の資質向上及び教育環
境の充実を図る。

H24.1 事業費について変更
事業費見込額の減によ
り。

171,000 88,600 ○

21'補正
専門性の高い看護職員
の養成支援事業

特定分野において熟練し
た看護技術と知識を用
い、水準の高い看護実践
のできる認定看護師の育
成を支援する。

H24.1
事業年度及び事業費につ
いて変更

事業の内容を充実させる
ため。

30,000 40,337 ○

21'補正
中小病院における看護職
員確保対策支援事業

看護師が働き続けたいと
考える職場環境、研修体
制、魅力を感じる看護業
務の実践等に対する取り
組みを支援することで離
職者の減少と在職年数の
延長を図る。

H24.1
事業年度及び事業費につ
いて変更

事業の内容を充実させる
ため。

40,000 112,000 ○

21'補正
在宅歯科診療医支援事
業

国の補助制度を活用し、
在宅歯科医療の支援を行
うことで、在宅歯科診療に
携わる歯科医師の増加を
推進する。

H24.1 事業費について変更
事業見込額の増加によ
り。

13,000 13,613 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【熊本県】

新規 変更 中止

21'補正
県医師確保対策事業の
拡充

熊本県ドクターバンクの
登録を強力に推進してい
く。また熊本県医療対策
協議会を開催して、適正
な基金の進行管理も行
う。

H24.1 事業費について変更 事業費見込額の減により 52,956 40,178 ○

21'補正
自治体病院院内保育所
整備事業

自治体病院が設置する院
内保育所に対して補助を
実施し、女性医師の就労
継続を支援する。

H24.1
事業年度、事業費及び目
標の変更

事業に係る要望調査を実
施したが、当初の見込み
を下回った。

36,425 7,285 ○

21'補正
自治体病院病児・病後児
保育所設置事業

自治体病院が設置する病
児・病後児保育所に対し
て補助を実施し、女性医
師の就労継続を支援す
る。

H24.1
事業年度、事業費及び目
標の変更

事業に係る要望調査を実
施したが、当初の見込み
を下回った。

51,000 34,539 ○

21'補正 医師住宅整備事業補助

へき地等の医師住宅を整
備することで、医師の住
環境を整備し、医師の確
保・定住を促進する。

H24.1
事業年度、事業費及び目
標の変更

事業に係る要望調査を実
施したが、当初の見込み
を下回った。

208,733 67,033 ○

21'補正
天草地域医療連携推進
事業

天草医療圏の地域医療
支援病院である天草地域
医療センターをマグネット
ホスピタルとして機能さ
せ、同病院から医師を各
地域に派遣するシステム
を構築するとともに、遠隔
医療システム等を導入す
ることで、診療支援体制を
強化する。

H24.1 事業費の変更
事業の内容を充実させる
ため。

632,000 743,281 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【熊本県】

新規 変更 中止

21'補正 ヘリポート整備補助事業

天草の中心に位置する天
草地域医療センター外来
棟整備に伴うヘリポート整
備等を支援し、救急医療
体制の向上を図る。

H24.1
事業主体、事業年度、事
業費及び目標の変更

天草地域医療センターと
牛深市民病院の2ヶ所に
ヘリポートを整備する予
定であったが、牛深消防
署の建て替えに伴いヘリ
ポートが整備されたため、
牛深市民病院のヘリポー
ト建設は不要となった。ま
た事業の内容を充実させ
るため事業費を増額し
た。

117,616 200,000 ○

21'補正 小児医療体制の整備

①阿蘇圏域をカバーし
ている熊本赤十字病院
の医療機能強化のた
めの医療機器整備補
助。
②小児科医一人医師
体制病院医師の研修
機会を確保するための
事業費補助

H24.2

（①について）
事業費の内訳を変更
国庫補助額を減額し、
基金充当額を増額

国庫補助の要望額に
対して、内示額が少な
かったため。

3,810 7,620 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【 大分県 】

新規 変更 中止

21'補正 救命救急等整備事業
救命救急棟の整備及び
救命救急センター設備等
の整備に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う変更減 962,061 943,816 ○

21'補正
救命救急センター整備
事業、周産期医療体制
整備事業

救命救急センター単独の
設備整備、周産期母子医
療センターへの婦人科病
床の整備に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
周産期母子医療セン
ターの病床整備による
経費の増額

56,390 57,470 ○

21'補正
ドクターヘリ運航体制
整備事業

救命救急棟へのヘリ
ポートの整備に対する
補助

H24.10 事業内容には変更なし 財源更正等に伴う増額 31,447 83,901 ○

21'補正
地域医療提供体制整
備事業

統合病院の設備整備、
県立三重病院の診療
所への改修に対する補
助

H24.10

平成24年3月末の三重診
療所廃止に伴い、経過年
数相当額を差し引いた金
額を基金に積み戻したこ
とに伴う減額

平成22年10月の病院
統合後、豊後大野市民
病院三重診療所の運
営を開始したが、周辺
に病院や診療所が開
設したことなどから患者
が減少し、病院本体の
経営も考慮し、やむを
得ず廃止することとなっ
た。

187,775 137,119 ○

21'補正
小児救急医療体制整
備推進事業

小児初期急患センター
の運営に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
運営費（人件費）が見
込みを下回ったことに
伴う減額

2,427 2,402 ○

21'補正
小児初期救急センター
整備事業

小児初期急患センター
の施設・設備整備に対
する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う変更減 47,682 37,481 ○

21'補正
画像診断ネットワーク
体制整備事業

画像診断情報のネット
ワーク化に伴うサーバー
の整備等に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込みを
下回ったことに伴う減
額

160,752 84,467 ○

21'補正 保健所機能強化事業
豊肥医療圏における脳
卒中クリティカルパス等
の普及

H24.10 事業内容には変更なし
事業費が見込みを下
回ったことに伴う減額

3,977 2,798 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【 大分県 】

新規 変更 中止

21'補正
地域医療教育・研修推
進事業

大学に委託し、公立おが
た総合病院を地域医療の
卒前・卒後教区の場として
整備

H24.10 事業内容には変更なし
事業費が見込みを下
回ったことに伴う減額

140,000 120,364 ○

21'補正
看護事務作業補助者
等確保推進事業

看護事務作業補助者
の確保に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
医療機関からの事業要
望が見込みを下回った
ことに伴う減額

194,575 184,296 ○

21'補正
質の高い看護職員育
成支援事業

看護学生の学習資機
材購入に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込みを
下回ったことに伴う減
額

10,000 7,295 ○

21'補正
質の高い看護職員育
成支援事業

訪問看護師養成のた
めの補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込みを
下回ったことに伴う減
額

11,000 8,415 ○

21'補正
質の高い看護職員育
成支援事業

看護学指導者教育力
向上事業

H24.10
事業内容を受講費用助成
から教育用資機材購入費
用の助成に変更

事業内容の見直しに伴
う増額

986 1,610 ○

21'補正 地域連携の推進
脳卒中患者のクリティ
カルパス等の普及

H24.10 事業内容には変更なし
事業費が見込みを下
回ったことに伴う減額

1,700 1,660 ○

21'補正
地域医療再生施設・設
備整備事業

救急、周産期等の医療機能
の充実、災害拠点病院として
の機能強化のための施設設
備整備に対する補助

H24.10
施設・設備の整備内容
の見直しに伴う増額

事業目的のために導
入する設備等について
追加対象としたため

835,402 836,145 ○

21'補正
地域医療再生施設・設
備整備事業

重度心身障がい児受
入施設及び設備整備
に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
施設・設備の整備内容
の見直し及び入札に伴
う減額

176,553 166,252 ○

21'補正
広域救急搬送体制整
備事業

病院敷地内のヘリポー
トの整備

H24.10
実施主体の事業費積
算が不十分であったこ
とに伴う増額

当初業者に確認した概算
設計額についての検討が
不十分であったため

6,666 14,940 ○

21'補正
小児救急医療体制整
備推進事業

小児初期医療センター
の運営に対する補助

H24.10
他の財源が確保できた
ことに伴い、基金の充
当を中止

他の交付金を財源とし
て活用することとなった
ため

1,134 0 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【 大分県 】

新規 変更 中止

21'補正
小児救急医療施設設
備整備事業

小児初期医療センターの
運営に対する補助施設・
設備整備に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札等に伴う減額 59,468 55,138 ○

21'補正
地域医療再生施設・設
備整備事業

画像診断情報のネット
ワーク化に伴うサー
バーの整備等に対する
補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込みを
下回ったことに伴う減
額

68,949 59,290 ○

21'補正 保健所機能強化事業
北部医療圏における脳
卒中患者のクリティカ
ルパスの普及等

H24.10 事業内容には変更なし
事業費が見込みを下
回ったことに伴う減額

3,745 3,140 ○

21'補正
遠隔画像診断等支援
事業

画像診断情報のネット
ワーク化に伴うサーバー
の整備等に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込みを
下回ったことに伴う減
額

188,074 160,242 ○

21'補正
県立病院地域医療支
援事業

県立病院への地域医
療部設置による、地域
中核病院等に対する医
師派遣の仕組みづくり

H24.10
常勤として医師派遣す
ることが困難な状況で
あることに伴う中止

県立病院に地域医療部を
設置し、２名の医師を配
置しているが、他の診療
科との兼務であり、常勤と
して地域中核病院に長期
にわたり派遣することが
困難な状況にあるため

49,200 0 ○

21'補正
後期研修医研修資金
貸与事業

後期研修医に対する研
修資金の貸与

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込みを
下回ったことに伴う減
額

112,500 64,500 ○

21'補正
地域中核病院医師研
修支援事業

地域中核病院に２年勤務
した医師に対する国内外
での研修資金の補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込みを
下回ったことに伴う減
額

36,000 19,500 ○

21'補正
短時間正規雇用支援
事業

短時間正規雇用制度
の導入を図る病院に対
する補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込みを
下回ったことに伴う減
額

19,145 1,371 ○

21'補正
専門看護師・認定看護
師養成事業

専門看護師等の資格
取得に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業費が見込みを下
回ったことに伴う減額

15,943 15,936 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【 大分県 】

新規 変更 中止

21'補正
ドクターヘリ運航体制
整備事業

計画中のドクターヘリ
導入等についての調
査・検討

H24.10

設置場所の問題から格
納庫の整備が２６年度
となったことなどによ
り、事業費が見込みを
下回ったことに伴う減
額

設置場所の問題から格
納庫の整備が２６年度
となったことなどによ
り、事業費が見込みを
下回ったことに伴う減
額

570,709 268,623 ○

21'補正 ヘリパッド整備事業
ドクターヘリが安全に
離着陸できるヘリパッド
の整備

H24.10

市町村のヘリパッド整
備対する助成を追加
し、ドクターヘリの運航
体制の充実を図る

離着陸時に散水をしな
くても安全に離着陸で
きるヘリパッドを整備す
ることにより、広域救急
医療体制のさらなる充
実を図る。

0 30,000 ○

21'補正
災害対策施設整備事
業

自家発電装置等の施
設設備に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込みを
上回ったことに伴う増
額

193,840 288,095 ○

21'補正
広域大規模災害医療
対策事業

衛星電話の配備及び
航空搬送拠点臨時医
療施設（ＳＣＵ）の整備

H24.10

大規模災害発生時、重
症患者を域外に広域搬
送する状況が生じた場
合に対応できるよう、Ｓ
ＣＵの設備整備を行う。

本県で大規模災害が
発生した場合でも対応
できるよう衛星電話の
配備、ＳＣＵの整備によ
り体制の整備を図る。

0 134,656 ○

21'補正
地域医療再生推進事
業

地域医療再生計画の
管理運営費

H24.10 事業内容には変更なし
会議の開催回数が見込
みを下回ったこと、事務費
の経費節減等に伴う減額

6,010 100 ○

22'補正
がん治療施設整備事
業

がん治療に必要な施設
整備に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う変更減 79,213 70,224 ○

22'補正
地域糖尿病センター設
備整備事業

糖尿病治療に必要な
施設・設備整備に対す
る補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う変更減 104,020 91,385 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【 大分県 】

新規 変更 中止

22'補正
救命救急センター機能
強化施設設備整備事
業

ＭＲＩ導入に係る施設・
設備整備に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う変更減 146,948 136,798 ○

22'補正
二次救急医療機能強
化施設設備整備事業

経皮的心肺補助システ
ムの導入に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う変更減 3,850 3,533 ○

22'補正 小児救急医療の確保
小児救急医療の適正受診の
普及啓発等、小児科医等の
研修実施に対する補助

H24.10 事業概要には変更なし
詳細な事業内容の確
定や入札などに伴う減
額

17,230 16,086 ○

22'補正
災害拠点病院の設備
整備

自家発電装置、受水
槽、備蓄倉庫の施設整
備に対する補助

H24.10
事業主体の新病院建
設計画の見直しに伴う
減額

事業主体からの取り下
げにより中止予定（関
係機関との調整に時間
を要し、平成25年度中
の実施が困難となっ
た）。

98,438 0 ○

22'補正
大分ＤＭＡＴ設備整備
事業

ＤＭＡＴに必要な備品
整備に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし

当初20施設での専用
資機材の整備を予定し
ていたが、既に専用の
資機材を所有している
施設等があり、16施設
からの事業要望にとど
まった。

101,327 77,084 ○

22'補正
結核医療体制強化事
業

検査室や病室等の陰
圧化の施設・設備整備
に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
事業要望が見込み額
を下回ったことに伴う減
額

30,230 25,238 ○

22'補正
結核医療体制強化事
業

総合呼吸器の導入に
対する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う変更減 3,640 3,333 ○

22'補正
がんの在宅医療連携
体制の構築

がんの在宅医療連携
体制の整備

H24.10 事業概要には変更なし
詳細な事業内容の確
定や入札などに伴う減
額

62,104 40,409 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【 大分県 】

新規 変更 中止

22'補正
薬局在宅医療提供体
制整備事業

クリーンルーム・ベンチの
設置、在宅医療に関する
研修会実施に対する補助

H24.10 財源更正に伴う減額

同内容の国庫補助が実
施されることなったため、
基金充当予定額の一部を
国庫補助金に振り替える

21,969 11,961 ○

22'補正
脳卒中医療連携推進
事業

脳卒中ノートの普及 H24.10
補助対象経費の見直し
に伴う減額

当初、大学が作成する
脳卒中ノートの教育編・
連携編の双方に対する
助成を予定していた
が、既存事業との調整
により教育編の作成の
み支援することとした。

3,063 1,378 ○

22'補正
急性心筋梗塞医療調
査研究事業

急性心筋梗塞データの
集約及び解析

H24.10 事業内容には変更なし
事業費が見込みを下
回ったことに伴う減額

24,247 22,582 ○

22'補正
周産期医療連携ネット
ワーク体制整備事業

遠隔医療に必要な設
備整備に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
入札に伴う変更減伴う
減額

7,511 5,688 ○

22'補正
精神障がい者の応急
入院・移送体制整備事
業

精神障がい者の応急
入院・移送体制の整備

H24.10 事業内容には変更なし
開始時期が遅れたこと
などに伴う減額

10,047 9,496 ○

22'補正
身体合併症患者等の
受入体制の整備

救命救急センターの運
営費や設備整備に対
する補助、空床の確保

H24.10

高度救命救急センター
の指定及び運営費補
助が延期となったこと
などに伴う減額

H24.10月から新たに整備
した救命救急センター棟
の運用開始に併せ、高度
救命救急センターの指定
を行う計画であったが、医
療スタッフの確保の観点
から本年度中の指定が困
難となり、運営費分を減額
することとなった。なお、
身体合併症のある精神疾
患患者への対応は開始
済み。

123,621 68,305 ○

22'補正
結核医療提供体制強
化事業

拠点病院からモデル病
床を有する医療機関へ
の技術指導等

H24.10 事業内容には変更なし
医療機関からの事業要
望が見込みを下回った
ことに伴う減額

10,697 7,337 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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新規 変更 中止

22'補正 がん対策推進事業
がん診療に必要な設備
整備等

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う減額 70,700 65,504 ○

22'補正
地域医療支援センター
の設置

地域医療支援センター
の設置

H24.10
平成21年度補正の地域
医療教育・研修推進事業
との統合に伴う中止

事業を統合しての運用
が適切と考えられるた
め

21,204 0 ○

22'補正
診断・治療教育環境整
備事業

シミュレータ機器の導
入に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う減額 20,269 19,684 ○

22'補正
へき地医療を支える地
域サポート医師の確
保・派遣

へき地医療を支える地
域サポート医師の確
保・派遣

H24.10 事業内容には変更なし
H23～H24年度の事業
要望がなかったことに
伴う減額

7,155 2,848 ○

22'補正 医師住宅の整備
地域中核病院等の医
師住宅の整備に対する
補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札等に伴う減額 53,760 47,040 ○

22'補正
地域医療確保支援事
業

市町村の医師確保の
取組に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
市町村からの事業要望
が見込みを下回ったこ
とに伴う減額

36,366 21,675 ○

22'補正
看護学生の職場体験
の実施

看護学生のインターンシップ
プログラムの作成や職場体験
の実施に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし
事務費（広告費）の増
額

1,332 2,206 ○

22'補正
難病患者自動痰吸引
器整備事業

痰の自動吸引器の導
入に対する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う減額 672 512 ○

22'補正
障がい者歯科診療設
備整備事業

障がい者の歯科診療
に必要な設備整備に対
する補助

H24.10 事業内容には変更なし 入札に伴う減額 10,093 9,406 ○

22'補正
地域医療再生計画の
推進

地域医療再生計画の
管理運営に係る経費

H24.10 事業内容には変更なし
会議の開催回数が見込
みを下回ったこと、事務費
の経費節減等に伴う減額

1,359 920 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【宮崎県】

新規 変更 中止

21'補正
地域医療情報発信事
業

ウェブ、広報誌、パンフ
レットを通じて、宮崎の
地域医療に関する情報
を発信し、地域医療へ
の関心を高め、医師確
保を図る。

H23.10

ウェブ、広報誌、パンフ
レットを通じて、宮崎の
地域医療に関する情報
を発信し、地域医療へ
の関心を高め、医師確
保を図る。

医師、医学生向けに、
本県での地域医療に
関する情報を集約した
媒体が必要であるた
め。

0 9,923 ○

21'補正
臨床研修病院説明会
事業

臨床研修医受入病院
による研修プログラム
等の説明会を実施し、
県内で研修を受ける医
師の確保を図る。

H22.5

臨床研修医受入病院
による研修プログラム
等の説明会を実施し、
県内で研修を受ける医
師の確保を図る。

県内外で説明会を行う
ことで、医学生に対し、
認知度を高める必要が
あるため。

0 10,351 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【鹿児島県】

新規 変更 中止

21'補正
周産期医療施設設備
整備事業

地域周産期医療セン
ターである今給黎病院
の医療機器整備に対
する補助

H22.5

地域周産期医療セン
ターである今給黎病院
の医療機器整備に対
する補助

救急搬送が集中する鹿
児島医療圏の周産期
救急医療体制の強化
等を図るため

0 3,333 ○

21'補正
地域医療支援センター
設置事業

鹿児島大学に，医師派
遣の総合的な窓口とし
て設置する地域医療支
援センターの運営を支
援

H23.2

鹿児島大学に寄附講
座を開設し，その研究
成果を具体化する地域
医療支援センターと一
体となった運営を支援

医師不足等の問題を
解消するため，県内唯
一の医育機関である鹿
児島大学に，地域医療
提供体制や医師のキャ
リアパス形成支援等の
研究・教育活動等を行
う「寄附講座」を開設す
るため

300,000 300,000 ○

21'補正
場外離着陸場等基盤
整備事業

救急搬送にあたりヘリ
コプターの円滑な運航
を図るため，既存の場
外離着陸場の舗装・改
修等に対する補助

H23.2

場外離着陸場の整備
にあたり，既存の場外
離着陸場の舗装・改修
等に，場外離着陸場の
新設を追加

市町村に対して場外離
着陸場の整備に係る事
前調査を行ったところ，
新設の要望が上がって
きたため

30,000 21,016 ○

21'補正
救急・広域災害医療情
報システム整備事業

救急患者の症状等に
応じた適切な救急・災
害医療の搬送体制の
充実を図るための医療
情報提供体制の整備
を行う

H24.2

救急患者の症状等に
応じた適切な救急・災
害医療の搬送体制の
充実を図るための医療
情報提供体制の整備
を行う

医療情報システムの構
築により救急搬送が集
中する鹿児島医療圏の
負担軽減等を図るため

0 70,000 ○

21'補正
周産期医療関係者研
修事業

地域の周産期医療を
支える関係者を対象と
した研修会を開催し，
医療連携体制の充実
を図る

H24.2

地域の周産期医療を
支える関係者を対象と
した研修会を開催し，
医療連携体制の充実
を図る

救急搬送が集中する総
合周産期母子医療セン
ターの鹿児島市立病院
の負担軽減等を図るた
め

0 800 ○

21'補正
遠隔画像支援システム
構築事業

奄美地域における離
島・へき地の医療機関
の診療を支援するた
め，県立大島病院との
間に遠隔による画像診
断システムを構築する

H24.12

鹿児島医療圏のかごし
ま救急医療遠隔画像
診断センター運営事業
の利活用により奄美医
療圏の診療を支援する

鹿児島医療圏のかごし
ま救急医療遠隔画像
診断センター運営事業
の利活用に伴う事業の
廃止予定

89,052 0 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【鹿児島県】

新規 変更 中止

22'補正
第一種感染床指定病
床整備事業

感染力が極めて高い第
一種感染症患者の発
生に対応するため，第
一種感染症指定病床
の整備に対する補助

H24.12

鹿児島大学病院再開
発が当初計画より遅れ
ていることから，平成25
年度までに病床整備が
着手困難による事業の
廃止予定

100,000 0 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【沖縄県】

新規 変更 中止

21'補正
在宅歯科支援研修事
業

在宅歯科医療を充実
し、要介護者者や障害
者の全身ケアの維持に
つなげる。在宅歯科医
療を実施するに当たっ
て、必要な研修等を行
い、在宅歯科医療に携
わる歯科医師の増加を
図る。

H23.10 研修を拡充
障害者歯科診療推進
事業歯科に関する研修
を増やした。

8,000 12,100 ○

21'補正
在宅歯科診療機器整
備事業

在宅歯科医療実施に
必要な機器整備を行う

H23.10 機器整備費を拡充

事業の実施にあたり、
県として、国庫補助事
業による個人歯科医へ
の購入費補助を実施
せず、県歯科医師会へ
一括して貸出用機器を
整備することとしたた
め、当初計画していた
国庫事業に該当しなく
なった分を、整備する
ため

7,000 14,000 ○

21'補正
がん患者相談支援モデ
ル事業

がん患者団体への委
託による相談支援体制
強化と、がんに関する
情報提供体制の強化
を図る。

H23.10
がんに関する支援・情
報提供体制強化のた
め新設

がん患者団体への委
託による相談支援体制
の強化及びがんに関す
る情報提供体制の強
化が必要なため。

0 7,000 ○

21'補正
がん罹患者生存確認
調査事業

がん登録の充実強化
により、罹患集計デー
タの品質、完全性の向
上等により精度を高
め、がん予防や治療等
の疫学研究等に活用
する。

H23.10

沖縄県の罹患集計
データの品質、完全性
の向上を図り、がん予
防や治療等の疫学研
究などに活用するため
新設

在の業務体制を整理
し、平成26年度以降も
継続して全死亡個票の
整理・入力を責任を
持って継続してくことが
できるため。

0 9,900 ○

21'補正
救急医療体制強化の
ための施設・設備の整
備

県立宮古病院内の改
築に際し、同病院に宮
古島市が運営する休
日・夜間救急診療所を
整備し、一次救急を担
う。

H23.10 節減による縮小
計画通りの事業を実施
しており、執行残分は
縮小する。

75,000 64,308 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【沖縄県】

新規 変更 中止

21'補正 救急設備の改修

県立八重山病院は、年
間25,000人の救急患者
を取り扱い、救急搬送
患者の約85％を引き受
けている。救急室の改
築を行い、必要な医療
機器整備を行う。

H23.10 機器整備費を拡充
医療機器整備を行う必
要があるため。。

56,000 61,396 ○

21'補正
救急患者搬送車整備
事業

宮古及び八重山保健
医療圏の小規模離島
における救急患者搬送
に使用する車両を整備
し、スムーズな搬送を
行う。

H23.10 不用見込みによる縮小
入札等による執行減の
ため

40,000 30,485 ○

21'補正 院内助産所整備事業

産婦人科医の確保が
不安定な宮古及び八
重山保健医療圏にお
いて、助産師外来の整
備を行うことにより、産
婦人科を補完する。

H23.10
節減による不用見込み
のため縮小

計画通りの事業を実施
しており、執行残分は
縮小する。

54,000 47,537 ○

21'補正 院内保育所整備事業

交代制勤務である医療
従事者の勤務状況に
対応できるよう24時間
対応可能な院内保育
所を整備する。

H23.10
利用者が見込めないこ
とから事業廃止

事業を実施出来る見込
みがないため、他の事
業に充てる。

48,000 0 ○

21'補正
新生児集中治療室の
改修

八重山圏域で妊娠分
娩産褥、周産期の病態
の入院医療を全て取り
扱っている県立八重山
病院は、それに係る施
設及び設備が不十分
であるため、その整備
を行い、圏域で周産期
医療が完結できるよう
にする。

H23.10
節減による不用見込み
のため縮小

入札等による執行減の
ため

56,000 50,604 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【沖縄県】

新規 変更 中止

21'補正
地域医療連携推進協
議会の設置・運営

県、県医師会、地区医
師会、県立病院、民間
病院・診療所、保健所
等で構成する協議会等
を開催し、地域医療連
携を検討推進していく。

H23.10

地域連携クリティカル
パスの運用促進等のた
めの費用拡充
協議会等を開催する費
用を拡充

各地区医師会に事業
委託し、地域連携クリ
ティカルパスの運用促
進等の取り組みを実施
するため。
沖縄県保健医療計画
等の見直しに向け、有
識者、医療関係者等を
含めた協議会等を開催
する必要があるため。

4,000 14,000 ○

21'補正
医療機能提供制度機
能拡充事業

医療機能提供制度ネッ
トワークの機能を拡充
し、各疾病に対応した
医療機関の検索機能、
地域連携等の強化を
図る。

H23.10

各疾病に対応した医療
機関を県民及び患者が
容易に検索することが
できるシステムを構築
するため新設。

医療機能提供制度で
ある「うちなぁ医療ネッ
ト」の検索機能を追加
し、各疾病に対応した
医療機関を県民及び患
者が容易に検索するこ
とができるシステムを
構築するため。

0 8,000 ○

21'補正
後期臨床研修医派遣
事業

県立病院群、群星沖縄
（民間）及びRyuMIC（琉
大）の３研修グループ
が連携して、研修一環
として離島などの医師
不足地域等の病院で
臨床研修を実施する。

H23.10 実施箇所減による縮小

離島医療組合、与那国
町での指定管理導入、
竹富診療所での医師
確保等により、当面事
業を実施する箇所がな
いため。

28,000 7,350 ○

21'補正
医師等の離職防止･再
就職の促進対策

・女性医師等復職支援
・短時間正規雇用支援
・医師交代勤務等導入
促進　･離島離職防止
事業等実施支援　・医
師事務作業補助

H23.10
補助医療機関が５箇所
と実績減による縮小

想定よりも事業実施機
関が少なかったため。

220,000 92,938 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【沖縄県】

新規 変更 中止

21'補正
医学教育者・指導医育
成事業

琉球大学とハワイ大学
と協力して沖縄の地域
医療を活かした医学教
育フェローシッププログ
ラムを開発し、実施す
る。

H23.10
医学教育フェローシッ
ププログラムを開発を
行うため新設

沖縄の地域医療を活
かした医学教育者及び
指導育成を図るため。

0 14,000 ○

21'補正
臨床研修医確保対策
合同説明会参加モデ
ル事業

研修医確保のための
合同説明会へ県内の
臨床研修病院が合同
で参加することで、研修
医確保への効果を確
認する。

H23.10
研修医確保への効果
確認のため新設

研修医確保のための
合同説明会へ県内の
臨床研修病院が合同
で参加することで、研修
医確保への効果を確
認する必要があるた
め。

0 30,000 ○

21'補正
看護研修センターの建
設

看護研修センターを整
備し、看護の研修を強
化することにより、看護
職の資質向上、離職防
止、復職支援を図る。

H23.10
センター完成後の研修
を拡充

センター完成後に研修
を拡充し、そのための
施設運営ができるよう、
施設維持費の軽減に
つながる施設整備とし
て、クールチューブ、雨
水・中水貯留設備整備
費を追加で整備を行う
ため。

300,000 316,000 ○

21'補正 看護職教育研修事業

新人看護職の卒後臨
床研修の実施、指導者
の育成、離島等の衛星
通信研修、認定看護師
の育成等を行う。

H23.10
インターネット送受信環
境を整備費を拡充

新看護研修センター４
階大教室（130席）のイ
ンターネット送受信環
境を整備

75,000 80,000 ○

21'補正
沖縄県ナースセンター
事業の充実･拡大

ナースバンク事業の充
実強化、看護の心普及
啓発訪問看護支援事
業の強化等により、看
護職の復職支援等を
図る。

H23.10
求人・求職コンピュータ
システム開発費拡充

日本看護協会中央
ナースセンターの求人・
求職コンピュータシステ
ムが、平成24年度に運
用停止することに伴
い、県で同システムを
開発する。

10,000 40,000 ○

変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要
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変更事業一覧 【沖縄県】

新規 変更 中止

21'補正
島しょ・へき地の看護職
者の人材養成・人材確
保事業

島しょ・へき地で勤務す
る看護職者の人材養
成・人材確保のための
看護研修事業を実施す
る。

H23.10
島しょ・へき地看護研修
のための新設

島しょ・へき地で勤務す
る看護職者の人材養
成・人材確保を行う必
要があるため。

0 10,000 ○

21'補正
離島診療所医師の代
診医派遣事業

へき地診療所等の代診
医師等のために、へき
地医療支援機構に常
勤の医師を配置する。

H23.10 不用見込みによる縮小

計画通りの事業を実施
しているため、節減に
よる不要分を減額し
た。

42,000 39,960 ○

21'補正 遠隔画像支援システム

県内の離島診療所２０
カ所に、インターネット
回線を介して、医療機
関の画像情報など診療
所で必要とする医療情
報を得る。

H23.10 計画再検討による縮小

遠隔画像連携のネット
ワーク機能は、琉球大
学の遠隔読影支援シス
テム（二次事業）で整備
し、必要な検査機器等
の購入費のみとするた
め。

120,000 70,000 ○

21'補正
Ｗeb会議システム導入
による連携推進事業

臨床研修グループの県
立病院群(離島診療
所)、ＲｙｕＭＩＣ群、群星
沖縄が相互に臨床研
修講義や症例検討会
を配信する

H23.10 節減により縮小
計画通りの事業を実施
しており、執行残分は
縮小する。

8,000 4,284 ○

21'補正
離島・へき地診療所等
の医療機器等整備

離島・へき地診療所等
に妊婦管理のための
胎児モニター等の周産
期に係る機器を整備す
ることにより、医師等の
円滑な診療実施を支援
する。

H23.10

指定管理者制度を導
入した与那国診療所に
おいて、今後とも同制
度を通じ医師確保がで
きるよう、その条件整
備として、要望のある
電子カルテシステム、
デジタル画像診断シス
テムの整備を行うため
拡充

指定管理者制度を導
入した与那国診療所に
おいて、今後とも同制
度を通じ医師確保がで
きるよう、その条件整
備として、要望のある
電子カルテシステム、
デジタル画像診断シス
テムの整備を補助す
る。合わせて、その後
の市町村等の新規需
要分を確保する。

149,000 207,276 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分
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変更事業一覧 【沖縄県】

新規 変更 中止

21'補正
在宅療養を支える環境
づくり事業

台風時等の緊急時に
備え医療的ケア児に対
し台風時等の緊急時に
備え発電機等を給付す
る。

H23.10
緊急時に備え発電機
等を給付するため新設

医療的ケア児に対し台
風時等の緊急時に備
え発電機等を給付する
必要があるため。

0 19,266 ○

21'補正
難病患者等人工呼吸
器用外付けﾊﾞｯﾃﾘｰ等
給付事業

災害等に伴う停電時の
電源確保のため、人工
呼吸器を装着した在宅
難病患者の人工呼吸
器用外づけバッテリー
等を給付する。

H23.10

人工呼吸器用の外づ
けバッテリー等を給付
し電源確保を行うため
新設

人工呼吸器を装着した
在宅の難病患者の災
害等に伴う停電時の電
源確保のため人工呼
吸器用の外づけバッテ
リー等を給付し電源確
保する必要があるた
め。

0 13,196 ○

21'補正
重症難病患者入院施
設確保事業

病状悪化等の理由で
入院治療が必要となっ
た在宅の重症難病患
者に対して、適時・適切
な入院施設等の確保を
行う。

H23.10

在宅の重症難病患者
に対して、適時・適切な
入院施設等の確保を
行うため新設

病状悪化等の理由で
入院治療が必要となっ
た在宅の重症難病患
者に対して、適時・適切
な入院施設等の確保
が必要なため。

0 14,500 ○

21'補正
災害時医療資器材整
備事業

ＤＭＡＴ派遣等、災害時
の医療活動に必要な
資器材等の整備

H23.10
災害時の医療活動に
必要な資器材等の整
備のため新設

ＤＭＡＴ派遣等、災害時
の医療活動に必要な
資器材等の整備を行う
必要があるため。

0 21,900 ○

21'補正

在宅医療を推進するた
めの基幹薬局（在宅医
療支援センター）の体
制整備事業

薬剤師不足を補うた
め、基幹病院を中心と
した薬局間、医療機関
等との連携のための
ネットワークを作り、在
宅患者訪問薬剤管理
指導、無菌製剤処理加
算等を算定できる薬局
を増やし、薬局の在宅
医療への参加システム
を構築する

H23.10 不用見込みによる縮小
当初の予定より一部事
業を実施しないことと
なったため。

9,000 8,026 ○

21'補正
在宅歯科診療機器整
備事業

在宅歯科医療実施に
必要な機器整備を行う

H23.10 機器整備費を拡充
在宅歯科医療実施に
必要な機器整備を行う
必要があるため。

12,000 16,000 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分

150



変更事業一覧 【沖縄県】

新規 変更 中止

21'補正
妊婦・新生児搬送用救
急車の配備

本医療圏から中部医療
圏や南部医療圏へ安
全に妊婦・新生児を搬
送するための専用の救
急車の設置

H23.10 需要減少による縮小
一箇所が整備を取りや
めたため不用が見込ま
れるため。

80,000 36,959 ○

21'補正
北部地区周産期医療
体制整備事業

北部医療圏からのハイ
リスク妊産婦及びＮＩＵ
Ｃに入院が必要な新生
児の受入体制を強化す
るため、総合周産期母
子医療センターの県立
中部病院の医療機器
の整備充実を図る。

H23.10

ハイリスク妊産婦及び
ＮＩＵＣに入院が必要な
新生児の受入体制を
強化のため新設

県として、二次計画で
の総合母子周産期セン
ターの施設増築事業と
合わせ、この基金を活
用し、集中的にその機
能を補うための支援を
するため。

0 120,000 ○

21'補正
ＩＴを活用した地域医療
連携システムの構築

地域医療連携推進協
議会を設置し、圏域内
でのＩＴを活用した医療
機関の医療情報の共
有等について、検討を
行い整備をしていく。

H23.10
入札残や節減による縮
小

入札等による執行減の
ため不用分を縮小

375,000 295,015 ○

計画年度 事業名 事業概要 変更年月 変更概要 変更理由
変更前

基金充当額
（千円）

変更後
基金充当額

（千円）

事業区分

151
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