
事業名

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度要求

予算額（補正後） 4,317 2,955 5,193 3,242

執行額 3,496 2,914 3,935

執行率 81% 99% 76%

（事業の概要）

（論点）

　（別表）各事業の概要および執行実績（平成27～29年度）

　執行状況や地域における施設の整備状況等から各事業の有効性・継続の必要性を精査し、高
い政策効果を実現するために必要な支援のあり方（事業内容の整理・重点化）を検討するべきで
はないか。

【補助先】日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び
社会福祉法人北海道社会事業協会（☆印）、民間事業者（★印）
【調整率】0.5、0.33

論点等説明シート

医療提供体制施設整備交付金

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

医療提供体制の強化を図るため、都道府県が策定する「医療計画に基づく事業計画」に基づく救
急医療施設や周産期医療施設等の施設整備に必要な経費を都道府県に対して交付する。

事業番号 ００１８

交付金対象事業区分 （３１事業）

休日夜間急患センター ☆★ 不足病床地区病院☆ 医療施設耐震整備★

病院群輪番制病院及び共同利用
型病院 ☆★

基幹災害拠点病院☆★ アスベスト除去等整備☆★

地域災害拠点病院☆★ 特定地域病院☆

救急ヘリポート☆★ 医療施設近代化施設 ☆★ 地震防災対策医療施設耐震整備☆★

（地域）救命救急センター ☆★ 腎移植施設 ☆★ 共同利用施設 (開放型病棟等)★

小児救急医療拠点病院 ☆★ 特殊病室施設 ☆★ 医療機器管理室★

小児初期救急センター施設☆★ 肝移植施設☆★ 地球温暖化対策☆★

小児集中治療室☆★ 治験施設★ 病児・病後児保育施設 ☆★

小児医療施設☆★
南海トラフ地震に係る津波避難対策
緊急事業 ☆★

ヘリポート周辺施設整備☆★

周産期医療施設 ☆★ 地域療育支援施設☆★ 内視鏡施設訓練★

地域拠点歯科診療所施設☆★
看護師の特定行為に係る指定研修機関
等施設☆★



基幹災害拠点病院施設整備事
業

災害医療支援機能を有し、２４時間対応可能な基幹災害拠点病
院の施設整備を行う。

28,015 10,920 18,219

不足病床地区病院施設整備事
業

療養病床及び一般病床不足地区における病院の施設整備を行
う。

0 0 0

医療施設近代化施設整備事業
患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善
等のため、医療機関の施設整備を行う。

1,733,093 1,662,079 1,532,473

共同利用施設施設整備事業
地域の医療機関相互の密接な連携と機能分担の促進、医療資
源の効率的活用を図るため、地域の中心的な医療機関として位
置づけられた共同利用施設の施設整備を行う。

0 0 0

地域療育支援施設整備事業
長期入院児が円滑に在宅医療等へ移行できるよう訓練等を行う
地域療育支援施設の施設整備を行う。

0 0 0

周産期医療施設施設整備事業
切迫早産、前期破水等母体疾患又は胎児疾患等により搬送さ
れた母体、胎児の集中治療等を行う周産期医療施設の施設整
備を行う。

15,360 8,689 60,907

小児医療施設施設整備事業
小児疾患、新生児疾患の診断、治療を行う医療施設の施設整
備を行う。

86,800 17,929 77,564

小児集中治療室施設整備事業
小児重症患者に適切な医療を提供する小児集中治療室の施設
整備を行う。

3,675 774 1,448

小児初期救急センター施設整
備事業

小児救急医療を支援する二次救急病院と連携し、休日夜間に
小児患者を診療する小児初期救急センターの施設整備を行う。

0 0 0

小児救急医療拠点病院施設整
備事業

広域（原則複数の二次医療機関）を対象に小児重症救急患者を
受け入れる小児救急医療拠点病院の施設整備を行う。

0 275 1,131

救急ヘリポート周辺施設整備
事業

第二次救急医療機関のヘリポート設置に係る施設整備を行う。 0 10,626 0

救命救急センター施設整備事
業

重傷及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者
を２４時間体制で受け入れる救命救急センターの施設整備を行
う。

123,213 77,539 129,659

ヘリポート周辺施設施設整備
事業

ドクターヘリの格納庫、給油施設及び融雪施設設置に係る施設
整備を行う。

0 61,693 73,667

各事業の概要および執行実績（平成27～29年度）

病院群輪番制病院及び共同利
用型病院施設整備事業

休日及び夜間における入院治療を必要とする重傷救急患者の
医療を担う、病院群輪番制病院及び共同利用型病院等の施設
整備を行う。

7,337 30,190

休日夜間急患センター施設整
備事業

休日及び夜間の診療を行う休日夜間急患センターの施設整備
を行う。

9,382 26,627 13,686

事　業　名 事　業　概　要

　　　　　　　　　執　行　実　績（交付決定ベース）　　　　（千円）

47,390

平成27年度 平成28年度 平成29年度



事　業　名 事　業　概　要

　　　　　　　　　執　行　実　績（交付決定ベース）　　　　（千円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

治験施設における治験専門外来や治験管理部門の施設整備す
る。

0 211 2,636

肝移植施設施設整備事業 肝移植の実施に必要な無菌手術室の施設整備を行う。 0 0 0

特殊病室施設整備事業 骨髄移植の実施に必要な無菌室の施設整備を行う。 0 3,289 0

地域防災対策医療施設耐震整
備事業

地震防災対策又は土砂災害の防止のための対策の強化・推進
を図るため、医療施設の耐震化又は補強等に係る施設整備を
行う。

0 0 0

特定地域病院施設整備事業

医療施設等耐震整備事業
地震発生時において適切な医療提供体制の維持を図るため、
医療施設等の耐震化又は補強等に係る施設整備を行う。

841,165 941,165 1,431,095

0

大規模地震対策特別措置法規定に基づき地震防災対策強化
地域に指定された地域に所在する病院について、耐震診断の
結果、改築又は補強が必要と認められる診療棟又は病棟の施
設整備を行う。

0 0

病児・病後児保育施設施設整
備事業

病児・病後児を一時的に保育するための施設の施設整備を行
う。

1,903 0 0

治験施設施設整備事業

看護師の特定行為に係る指定
研修機関等施設整備事業
（30年度新規）

保健師助産師看護師法に基づき特定行為研修を行う指定研修
機関等の施設整備を行う。

－ － －

地域拠点歯科診療所施設整備
事業　（30年度新規）

各地域に必要な歯科医療の提供（障害者等の受け入れを含む）
に対応できる拠点歯科診療所の施設整備を行う。

－ － －

内視鏡訓練施設施設整備事業
腹腔鏡下における内視鏡手術に関する研修を行う内視鏡訓練
施設の施設整備を行う。

0 0 0

地球温暖化対策施設整備事業
地球温暖化対策の取り組みを推進するため病院等の施設整備
を行う。

205,232 77,394 234,053

医療機器管理室施設整備事業
医療機関において、医療機器に係る評価・選定、保守管理、廃
棄までの一貫した管理を行う医療機器管理室の施設整備を行
う。

2,530 6,003 2,591

アスベスト除去等整備事業
アスベスト等のばく露のおそれがある場所について、除去、囲い
込み、封じ込め等の措置を行う。

0 962 795

南海トラフ地震に係る津波避難
対策緊急事業

「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置
法」に基づき市町村長が作成する、「津波避難対策緊急事業計
画」に記載された施設の新築等に係る施設整備を行う。

0 0 0

腎移植施設施設整備事業 腎移植の実施に必要な無菌手術室の施設整備を行う。 0 0 0

地域災害拠点病院施設整備事
業

災害医療支援機能を有し、２４時間対応可能な地域災害拠点病
院の施設整備を行う。

189,654 132,837 252,640


