


 

平成２４年度補正予算による地域医療再生基金の活用に当たっての留意事項 

 

第１ 趣旨 

 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成２５年１月１１日閣議決定）において、

災害時にも機能を維持することが必要な医療施設を防御するための施策等を講じること

や住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、介護と連携した在宅医療

の体制整備の支援や医学生に対する修学資金の貸与など地域の医師確保の推進に取り組

むこととしたところである。国は、その支援のため、これまで交付してきた地域医療再

生臨時特例交付金（以下「交付金」という。）により設置された地域医療再生基金の不

足分を補うことを目的として、平成２４年度補正予算において交付金を確保し、全都道

府県に交付することとしたものである。 

都道府県は、この交付金により、既存の地域医療再生基金の積み増しを行った上で、

都道府県が追加で策定する地域医療再生計画に基づき、必要な事業を行うものとする。 

 

第２ 地域医療再生計画 

 今回、都道府県が策定する地域医療再生計画の期間は、平成２５年度末までとする。

ただし、平成２５年度末までに開始する事業を計画に盛り込むことが出来る。 

また、今回の地域医療再生基金は、都道府県単位を対象地域とし、地域の医療課題を

解消するため各都道府県が策定する地域医療再生計画に位置付けられた事業について活

用を可能とする。 

今回の地域医療再生計画は、平成２１年度補正予算により計画された地域医療再生計

画及び平成２２年度補正予算により計画された地域医療再生計画に基づく事業を遂行し

ていく中で、計画策定時以降に生じた状況の変化に対する追加の支援を行うものであり、

その趣旨に基づき、「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）及

び被害想定（第一次報告）」（平成２４年８月２９日内閣府発表）への対応や地域枠の

拡大による医学生への修学資金の貸与などの地域の医師確保への対応、平成２５年度か

らの新たな医療計画に位置付けられた在宅医療の体制整備への支援など、地域医療全体

が直面する医療課題を解決することを目的とする。 

なお、地域医療再生計画は、これまでの計画に基づく事業を遂行していく中で計画策

定時以降に生じた状況の変化に対する追加の支援であることから、単独の計画である必

要はなく、これまでに策定した地域医療再生計画と一体的な計画として既存の事業に上

乗せする事業（事業総額が同じで単に事業者の負担を基金に振り替えるものは除く）で

あっても差し支えない。ただし、事業毎に活用する基金の区分（平成２１年度補正予算

による地域医療再生基金、平成２２年度補正予算による地域医療再生基金、平成２３年

度補正予算による地域医療再生基金、平成２４年度予備費による地域医療再生基金又は

平成２４年度補正予算による地域医療再生基金）は明確にしておく必要があるため、そ

れぞれを区分し経理することとする。 



 

第３ 地域医療再生計画の内容 

地域医療再生計画の内容は、これまでの計画の進捗状況やそれぞれの地域の実情を踏

まえ、これまでの計画策定時以降に生じた状況の変化に対する追加の支援として、次の

ような内容を盛り込むこととする。 

① 「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）及び被害想定（第

一次報告）」（平成２４年８月２９日内閣府発表）への対応など津波対策に必要と

なる医療機関の施設整備費（高台への移転新築整備や自家発電装置の上層階への設

置等） 

② 医学部の地域枠定員の増員に伴い必要となる修学資金の貸与事業 

③ 地域医療学等の寄附講座の設置による地域における医師確保対策 

④ 介護と連携した在宅医療体制を整備する在宅医療推進事業 

⑤ 在宅医療連携体制の先進事例を県内全域に普及するための伝達研修等の開催 

⑥ 震災後の労務費等の建設コスト高騰への対応 

⑦ 東日本大震災等これまでの地域医療再生計画の策定時からの状況の変化に伴い必

要となる新たな取組  等 

上記に記載した事例のうち、都道府県は①から⑤の内容について必ず検討することと

する。 

計画の作成にあたっては、これまでの地域医療再生計画の作成と同様、現状分析や課

題の抽出、目標設定などを行うとともに、地域の医療機関、医育機関、医師会等関係団

体、市町村、地域住民等の関係者（以下「地域の関係者」という。）の意見を踏まえ、地

域にとって必要性・公益性の高い事業が今回の地域医療再生基金の対象となるようにす

ることとする。 

また、地域医療再生計画においては、国庫補助対象事業を定めても差し支えないが、

当該国庫補助を優先的に活用することとする。 

さらに、継続的に実施することが必要な事業については、地域医療再生計画が終了し、

地域医療再生基金が無くなった後においても引き続き実施されるよう、地域医療再生計

画の期間中においても一部は都道府県又は市町村が負担するなど、費用負担の在り方に

留意する。 

なお、現在策定中の都道府県の医療計画、都道府県の定める介護保険事業支援計画、

市町村の定める介護保険事業計画、その他都道府県及び市町村が定める関係計画の内容

と調和が保たれるよう考慮するとともに、必要に応じてこれらの計画を見直すこととす

る。 

 

第４ 交付の条件 

 都道府県は、第１の趣旨に基づき、災害時にも機能を維持することが必要な医療施設

を防御するための施策を講ずることや住み慣れた地域で安心して暮らし続けることがで

きるよう、介護と連携した在宅医療の体制整備の支援や地域の医師確保の推進に取り組



むなど、これまでの地域医療再生計画に基づく事業を遂行していく中で、計画策定時（平

成２２年度）以降に生じた状況変化に対応する観点から地域医療再生計画を策定された

い。その際は、次の点を交付の条件とするので留意されたい。 

① 医師確保対策及び在宅医療の推進に係る事業内容を盛り込むこと。 

② 将来、南海トラフの巨大地震など、東日本大震災と同規模の地震が発生した場合に

備え移転整備を行う場合には、高台への移転整備など安全な地点での施設整備を前

提とした事業内容とすること。 

③ 地域医療再生計画にかかる基金の充当額は１５億円以内で作成すること。 

また、医師確保対策及び在宅医療の推進は５億円以内を想定している。なお、都道

府県の作成する地域医療再生計画（案）の基金投入額の合計が５００億円を超える

場合には、各都道府県が作成した計画内容の優先性や必要性等を考慮し予算の範囲

内で交付予定額を内示する予定である。都道府県においては、計画された基金投入

額のすべてがそのまま承認されるわけではないため、あらかじめ事業の優先順位を

決めておくなどの準備をお願いする。 

④ 基金を交付する施設整備・設備整備事業については、基金交付額に加え都道府県経

費、事業者負担等を上乗せした事業規模とすることが望ましい。 

 

第５ 地域医療再生計画の作成等に係る手順 

都道府県が地域医療再生計画を作成する際に考えられる一般的な手順を提示するの

で、状況に応じて参考にされたい。 

（１）地域医療再生計画(案)を作成するための体制の整備。 

（２）地域医療の現状分析等に係るデータの収集、調査の実施及び将来予測の検討。 

（３）官民を問わない幅広い地域の関係者に対して意見を聴取。 

（４）対象地域における医療提供体制の再構築を推進するために実施してきたこれま

での事業の評価、又は将来構想及び目標等を検討。 

（５）対象地域における医療提供体制の再構築のための事業の内容についての検討。 

（６）以上の検討を踏まえ地域医療再生計画(案)の作成。これまでに厚生労働省と随

時意見交換。 

（７）地域医療再生計画(案)について都道府県医療審議会又は医療対策協議会への意

見聴取。 

（８）地域医療再生計画(案)及び概要、様式１並びに様式２の厚生労働省への提出。 

（９）地域医療再生計画に係る有識者会議（以下「有識者会議」という。）において

地域医療再生計画(案)に対する意見を聴取する。 

（９）厚生労働省による交付基準額の決定。 

（１０）厚生労働省から都道府県に地域医療再生臨時特例交付金の交付額を内示。 

（１１）地域医療再生計画を決定。 

 

第６ 地域医療再生計画の推進等 



１ 地域医療再生計画の推進体制 

地域医療再生計画の推進体制については、地域の医療機関、医育機関、医師会等関係

団体、市町村等の関係者、地域住民との情報の交換や都道府県医療審議会又は医療対策

協議会を活用するなど、関係者が互いに情報を共有することにより、信頼関係を醸成し、

円滑な連携が推進されるような体制を構築することが望ましい。 

また、平成２５年度末までの年度計画に基づき、各事業毎の責任者を明確化すること

等により、計画を着実に実施していくことのできる体制を整える。 

 

２ 地域医療再生計画の達成状況の評価等 

地域医療再生計画に定める事業に関して、当該目標の達成状況を評価し、実績報告を

作成する。その際には、地域の関係者及び都道府県医療審議会又は医療対策協議会から

も、必要に応じて意見を聴取するものとする。 

地域医療再生計画に定める事業の実績報告は、厚生労働大臣に提出する。 

 

３ 地域医療再生計画の変更 

都道府県は、評価の結果に基づき、これまでの地域医療再生計画における大目標を達

成するために必要があると認める場合、地域医療再生計画の変更を行うことができる。 

地域医療再生計画を変更しようとするときは、あらかじめ、地域の医療機関、医育機

関、医師会等関係団体、市町村等の関係者並びに都道府県医療審議会又は医療対策協議

会の意見を聴取するとともに、当該変更につき、厚生労働大臣の承認を受けなければな

らない。 

また、厚生労働大臣は、都道府県の地域医療再生計画の変更（軽微な変更を除く。）

を承認する場合は、有識者会議の意見を聴くものとする。 

なお、平成２５年度までに開始する事業において、翌年度以降へ継続させなければ予

め設定された目標が達成されないと見込まれる場合には、厚生労働大臣の承認を受けた

上で当該事業を繰り越すことを可能とする。また、これまでに都道府県が策定した地域

医療再生計画においても同様の扱いとする。 

 

第７ その他 

地域医療再生計画の記載内容は、別添の記載例を参考とする。 



医師確保対策

総事業費 基金充当額 事業者負担

②
地域枠の医学生に対する修
学資金貸与事業

③
地域医療学等の寄附講座を
設置

－

－

在宅医療の推進事業

総事業費 基金充当額 事業者負担

④ 在宅医療推進事業

⑤ 先進事例伝達研修の開催

－

－

災害対策

総事業費 基金充当額 事業者負担

①
災害に備えた基幹病院の高
台移転

①
災害に備えた自家発電装置
等の整備

－

－

その他

総事業費 基金充当額 事業者負担

重点 ⑥ 材料費等の高騰対応

その他 －

地域医療再生計画（案）事業別調書

事業名 事業内容 アピールポイント留意事項との関連

事業名 事業内容
金額（千円）

アピールポイント

金額（千円）

その他

留意事項との関連

留意事項との関連

重点

その他

重点

重点

その他

アピールポイント

事業名 事業内容
金額（千円）

アピールポイント

事業名 事業内容
金額（千円）

留意事項との関連

様式１ 



地域医療再生計画（案）調査票 

都道府県名： 

 

１  計画の必要性 

 

 

 

 

 

２  計画の効率性（事業に係る積算資料を別途添付してください） 

 

 

 

 

 

３  計画の有効性 

 

 

 

 

 

４  計画の公平性 

 

 

 

（官民問わず幅広く地域の医療関係者の意見を聴取するために行った取り組み内容） 

 

 

５  計画の優先性 

 

 

 

 

 

※ 定量的かつ具体的に、それぞれの項目のポイントを記載してください。 

 

（様式２） 



 

１．地域医療再生計画の期間 

補正予算成立日以降の都道府県が定める日から平成２５年度末までの期間を対象とし

て定めるものとする。 

（個別の事業で明らかに２５年度を越えるものについては、具体的施策の個別事業にお

いて「２５年度事業開始」と記載。） 

 

２．現状の分析 

 

 ※これまでの地域医療再生計画の内容のうち関連する部分をそのまま記載（必要に応じ

て加筆）してください。 

 

(記載例)  

県内の医療機関において、自家発電設備を所有する医療機関数は、次のとおりである。 

                      （平成○年○月 県医療課調） 

区 分 対象数 回答数 設置機関数 設置率 

病 院    0.0％ 

 うち浸水想定地域※１    0.0％ 

 うち透析医療機関    0.0％ 

診療所    0.0％ 

 うち浸水想定地域※１    0.0％ 

 うち透析医療機関    0.0％ 

計    0.0％ 

    ※１ 平成○年○月に策定した南海トラフ地震による津波浸水想定による地域 

 

 

３．課題 

 

 ※これまでの地域医療再生計画の内容から今回の積み増しが必要となる課題についてそ

のまま記載（必要に応じて加筆）してください。また、新規の課題については追加し

て記載して下さい。 

 

４．目標 

 

 ※定量的かつ具体的な目標を記載すること。 

  

記載例 



５．具体的な施策 

 

(1) 医師等確保対策事業（運営に係る事業） 

総事業費 △△千円（基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者負担分 

△△千円） 

   うち今回拡充分 △△千円（基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者

負担分 △△千円） 

（目的） 

 地域における産科・小児科・救急医療をはじめとした医師不足診療科に対して、持続的

な医師派遣システムによる医療連携体制の構築や地域の医療機関等の医師不足の解消を図

るため、医学部附属病院を持つ○○大学に寄附講座を設置し、継続的に県内の救急医療機

関等の医師不足医療機関に医師が派遣可能な仕組みを設けるとともに、医学生の県内定着

に対するインセンティブを確保する奨学金の仕組みを設定するなど、県内大学と連携し、

各種事業を円滑に行う。 

 このため、これまで実施してきた取組を更に拡充するとともに不足する財源を充当する。 

  

＜拡充する事業＞ 

①  医師派遣の仕組みの構築のため、○○大学に寄附講座を設置 

・平成２５年度事業開始。 

・総事業費 △△千円（基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円） 

  県内における医師不足地域の医療機関へ医師派遣を行う総合的な仕組みを構築する

ため、○○大学に寄附講座を設置する。 

 

② 地域医療医師確保枠を設定し、医学部生に対する奨学金を拡充 

・平成２５年度事業開始。 

・総事業費 △△千円（基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円） 

現在本県では、これまで、○○大学医学部において卒業後９年間は県知事の指定す

る県内医療機関に勤務することを返還免除の要件とする「地域医療医師確保枠」とし

て医学部定員を１００人から１１５人へと増員を行っているところである。 

平成２５年度より新たに「地域医療医師確保枠」として５人の医学部定員の増員を

行うとともに不足する財源を充当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※翌年度以降に繰り越さなければ予め設定された目標が達成されないと見込まれる事業

については、基金の所要額を繰り越すことを前提に２７年度（最長でも２７年度）までの

予算を計上することも可能とする。 

 



＜参考 これまでの取組＞ 

医師等確保対策事業（抜粋） 

＜平成２１年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【○○医療圏】 

(3) 安定的な医師・看護師等医療従事者の確保〔全県域で取り組む事業〕 

  ア 医師、看護師等のライフステージに応じた支援の充実 

(ｱ) 地域医療医師修学資金貸付事業 

【事業期間】 平成 22年度開始 

【総事業費】 820,800 千円（基金負担分 88,800千円、県負担分 732,000 千円、市町村負担分 0千円、事

業者負担分 0千円） 

 ※総事業費は、平成 22 年度から 36年度までの総額である。 

    【目的】 

将来、県内の医療機関における地域医療を担う医師の確保を図る。 

    【事業内容】 

○○医科大学に平成 22年度から 31 年度までの各年度入学生５名、○○大学に平成 24 年度から 31年度ま

での各年度入学生５名、○○大学に平成 24 年度から 31年度までの各年度入学生３名を対象に、将来、県内

の医療機関において地域医療を担う医師を養成するために医学部卒業後９年間、県内の指定医療機関での指

定診療科（内科等６診療科）における就業を返還免除の要件とする修学資金の貸付け（月 10 万円）を実施

する。（事業終了は 36年度） 

（参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 820,800 6,000 12,000 27,600 45,600 43,200 

基金負担分 88,800 6,000 12,000 27,600 45,600 43,200 

 

(ｲ) 大学医学教育環境改善緊急支援事業 

【事業期間】 平成 22年度から平成 25 年度まで 

【総事業費】 150,000 千円（基金負担分 150,000 千円、県負担分 0千円、事業者負担分 0 千円） 

    【目的】 

医学部の定員増等に伴う教育環境の改善を図る。 

    【事業内容】 

県内の４医科大学の教育環境の改善に必要な設備等の整備費用について、各年度 10,000 千円を上限に補

助し、緊急的に支援を行う。（補助率は、10/10） 

 （参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 150,000 30,000 39,975 40,000 109,975 40,025 

基金負担分 150,000 30,000 39,975 40,000 109,975 40,025 

今回拡充する事業に関連するこれまでの地域医療再生計画の記載内容を続けて枠等で囲いコピ

ー＆ペーストにより記入して下さい。併せて、その執行状況についても記載願います。 

＜参考 これまでの取組＞は、今回拡

充する事業に関連するこれまでの計

画を記載することにより、施策の全体

像を把握するためのものである。 



 

(ｳ) 後期研修医等確保支援事業 

       （中略） 

(ｴ) 医師等勤務環境改善緊急支援事業 

      （中略） 

 

            

 ＜平成２２年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【三次医療圏】 

(5) 医療人材の養成 

  ア 精神科疾患のある身体合併症救急患者に対応できる専門医の養成 

  【事業期間】平成 24 年度から 25年度 

  【総事業費】220,000千円（基金負担分 220,000 千円） 

  【目  的】 

    精神科疾患のある身体合併症救急患者に対応できる専門医を養成するための卒後講座を開設し、各救命救急セ

ンターや地域の医療機関に専門医を供給し、精神科疾患のある身体合併症患者の対応の強化を図る。 

  【事業内容】 

    ○○大学医学部において、精神科疾患のある身体合併症救急患者に対応できる専門医を養成するための卒後講

座の開設に伴う教授等の人件費、運営費等に対し寄附を行う（１大学当たり 110,000 千円）。 

（参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 220,000 - - 110,000 110,000 110,000 

基金負担分 220,000 - - 110,000 110,000 110,000 

 

  イ 看護職員の確保 

  【事業期間】平成 24 年度から 25年度 

  【総事業費】1,300,000 千円（基金負担分 433,332 千円、事業者負担分 866,668 千円） 

  【目  的】 

   看護師等養成施設を再整備し、地域の医療機関等と連携した卒後研修等の仕組みづくりに取り組み、看護職員

の資質の向上と定着を促進し、看護人材の確保を図る。 

  【事業内容】 

   卒後研修支援等を行い、看護職員の資質の向上と定着の促進を図る看護専門学校の再整備に対し補助し、支援

を行う。 

（参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 1,300,000 - - 650,000 650,000 650,000 

基金負担分 433,332 - - 216,666 216,666 216,666 
 



 

(2) 在宅医療推進事業（運営に係る事業） 

総事業費 △△千円（基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者負担分 

△△千円） 

   うち今回拡充分 △△千円（基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者

負担分 △△千円） 

（目的） 

 地域全体に在宅医療を普及するため、関係機関間の緊密な連携のための市町村を中心と

した調整機能を強化しつつ、誰もが安心して在宅生活を継続できるよう、医療必要度が高

い者（急変時やがん患者の疼痛時等）等にも対応できる連携体制を構築することが必要で

ある。このため、市町村が主体となって地域医師会等と連携しながら、多職種協働による

在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が連携した地域における包括的かつ継続的な在

宅医療の提供を目指す。  

  

＜拡充する事業＞ 

在宅医療の充実強化事業 

・平成２５年度事業開始。 

・総事業費 △△千円（基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円） 

  在宅療養を安心して継続するためには、在宅療養者が急変時にも、適切な場所で適

切な療養を受けられるような体制の充実が必要である。このため、市町村が主体とな

って、地域医師会等と連携しながら、①～⑦に取り組むことにより、地域の在宅医療、

介護関係者の顔の見える関係の構築と医療側から介護への連携を働きかける体制作り

に取り組むとともに病態急変時の連携体制の整備など対応強化を図る。 

① 地域の医療・福祉資源の把握及び活用 

② 会議の開催（会議への医療関係者の参加の仲介を含む。） 

③ 研修の実施 

④ ２４時間３６５日の在宅医療・介護提供体制の構築 

⑤ 地域包括支援センター・ケアマネを対象にした支援の実施 

⑥ 効率的な情報共有のための取組（地域連携パスの作成の取組、地域の在宅医療・介

護関係者の連絡様式・方法の統一など） 

⑦ 地域住民への普及・啓発  

 

＜参考 これまでの取組（関連事業）＞ 

在宅医療推進事業（抜粋） 

＜平成２１年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【○○医療圏】 

イ 在宅医療提供体制の充実 

(ｱ) 在宅医療提供体制推進事業 

【事業期間】 平成 22年度から平成 25 年度まで 

※在宅医療推進事業については、基金の所要額は、繰り越すことを

前提に２６年度までの予算を計上することも可能とする。 

 

＜参考 これまでの取組＞は、今回拡

充する事業に関連するこれまでの計

画を記載することにより、施策の全体

像を把握するためのものである。 



【総事業費】 284,578 千円(基金負担分 284,578 千円、県負担分 0千円、市町村負担分 0千円、事業者負担

分 0 千円） 

【目的】 

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みや医療機器等の整備などの事業に対して

支援をはじめ、歯科保健センターに訪問診療に必要な医療機器及びセンターにおける高齢者、障害者に対す

る歯科診療に必要な医療機器の整備や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（在宅歯科を含む。）提供体制の推進強

化を図る。 

   【事業内容】 

① 地域連携推進事業（基金活用額；127,876 千円） 

     かかりつけ医等と連携した取組みを行う在宅療養支援診療所（各年度５カ所）に対して補助（基準額は、5,160

千円）し支援を行う。（補助率は、10/10） 

 （参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 127,876 11,136 36,874 51,600 99,610 28,266 

基金負担分 127,876 11,136 36,874 51,600 99,610 28,266 

 

② 在宅歯科医療推進事業（基金活用額；108,150 千円） 

     訪問診療や歯科保健センターにおける高齢者や障害者に対する診療に必要な医療機器（20 セット）について、

訪問診療用の機器を補助（基準額は、3,638 千円）するとともに、歯科保健センター診療用の機器（５か所）

を補助（基準額は、3,638 千円）する。また、歯科衛生士等の高齢者、障害者診療に係る研修に対する諸経費

を補助（基準額は、4,300 千円）し支援を行う。（補助率は、10/10） 

 （参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 108,150 22,490 40,261 22,490 85,241 22,909 

基金負担分 108,150 22,490 40,261 22,490 85,241 22,909 

 

②  離山間地域医療振興事業（基金活用額；48,552 千円） 

               （中略） 

 

 

 

＜平成２２年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【三次医療圏】 

 オ 在宅医療を含めた地域医療連携の仕組みづくり 

  【事業期間】平成 24 年度から 25年度 

  【総事業費】3,000千円（基金負担分 3,000千円） 



  【目  的】 

    診療所、訪問看護ステーション及び家庭等との連携を強化するため、インターネットを活用した地域密着型の

在宅医療連携をモデル的に実施する。 

  【事業内容】 

    在宅の患者、家族と担当のかかりつけ医、訪問看護師等から構成されるチームごとに、情報共有やコミュニケ

ーションに活用する連携情報共有システム構築のための取組みに対し補助し、支援を行う。 

 

 （参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 3,000 - - 3,000 3,000 - 

基金負担分 3,000 - - 3,000 3,000 - 

 

  カ 在宅高齢者、障害者への高次歯科診療体制の整備 

  【事業期間】平成 24 年度から 25年度 

  【総事業費】210,000千円（基金負担分 105,000 千円、事業者負担分 105,000 千円） 

  【目  的】 

    在宅高齢者、障害者に対して全身管理を伴う治療が可能な設備整備を行い、高次歯科診療体制の充実を図る。 

  【事業内容】 

    地域の拠点的な口腔保健センター等において、在宅高齢者、障害者に対して静脈内鎮静法等を行うために必要

な医療機器の整備に対し補助し、支援を行う。 

 （参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 210,000 - - 42,000 42,000 168,000 

基金負担分 105,000 - - 21,000 21,000 84,000 
 

 

(3) 災害時の医療提供体制確保事業 

総事業費 △△千円（基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者負担分 

△△千円） 

（目的） 

 国が公表した「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）及び被害

想定（第一次報告）」（平成２４年８月２９日内閣府発表）に対応するため、浸水の危険

性の高い沿岸部の医療機関が継続して医療機能を提供出来る体制を整備する。特に危険度

の高い○○病院は○○医療圏における中核的な病院であり、二次救急、分娩、人工透析な

どを担うほか、地域周産期母子医療センター、感染症指定医療機関、臨床研修指定病院な

ど、診療や医療連携の拠点として機能しており、災害時や災害後も引き続きその機能を確

保する必要があるため、高台への移転整備を行う。また、浸水危険区域にある医療機関の

自家発電装置の上層階へ設置等必要な整備を行う。 



 

（１）○○病院の移転新築 

・事業期間 平成２５年度事業開始 

・総事業費 △△億円（基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者負担分 △

△千円） 

・規模等３００床（４階建て） 

○○病院は老朽化や施設の狭あいが問題とされており、さらに東日本大震災での教訓

や新たに県で策定した津波防災対策基本計画を受けて、施設の移転整備の必要性は一層

高まっていることから、早期の移転新築を行うものである。 

新病院建設に際しては，地域の諸条件を考慮した上で，地域医療連携の強化、医師確

保の見通し、経営合理化等の観点から病床数を減少することとする。 

 

（２）医療施設発電設備設置事業 

・事業期間 平成２５年度 

・総事業費 ○○千円（基金負担分 ○○千円、県負担分 ○○千円、市町村負担分 ○

○千円、事業者負担分 ○○千円） 

（事業内容） 

新たに県で策定した津波防災対策基本計画において浸水危険区域にある医療機関等の

自家発電設備や受水槽の上層階への設置整備を行い、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行う。 

整備対象 病院３施設（○○病院、△△病院、□□病院） 

     診療所１４箇所（○○診療所、・・・・・） 

 

＜参考 これまでの取組（関連事業）＞ 

災害対策事業（抜粋） 

＜平成２１年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【○○医療圏】 

ウ 災害時における医療体制の整備 

(ｱ) 医療施設発電設備設置事業 

【事業期間】 平成 24年度から平成 25 年度 

【総事業費】 888,063 千円（基金負担分 296,021 千円、県負担分 0 千円、市町村負担分 0 千円、事業

者負担分 592,042千円） 

【目的】 

自家発電設備の整備を通じて、地域の基盤強化を図ることにより、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。 

【事業内容】 

地域医療支援病院、地域周産期母子医療センター、人工透析実施医療機関、災害拠点病院の自家発電設備

の整備に対して、支援を行う。 

 

＜参考 これまでの取組＞は、今回拡

充する事業に関連するこれまでの計

画を記載することにより、施策の全体

像を把握するためのものである。 

※施設整備事業については、基金の所要額を繰り越すことを前提に事業

完了時の精算に要する予算を計上することも可能とする。 

 



 （参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 888,063 - - 782,649 782,649 105,414 

基金負担分 296,021 - - 260,883 260,883 35,138 

 

 

＜平成２２年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【三次医療圏】 

（３）災害医療の充実 

 【総事業費】 436,870千円（基金負担分 353,346 千円、事業者負担分 83,524千円） 

 【目的】 

   南海トラフの巨大地震の発生に備え、県内の広い範囲にわたって甚大な被害を受けることが想定されるため、重

傷者等の県内外の医療施設への搬送など広域な医療搬送体制の整備を行う。 

 【事業内容】 

① 広域医療搬送拠点施設設備事業 

 【事業期間】平成２４年度 

 【事業総額】269,822千円（基金負担分 269,822千円） 

 【事業内容】 

県内２箇所の広域搬送拠点に展開するＳＣＵに必要な資機材（搬送用モニター、人工呼吸器、通信機器等の平

成２２年度に日本ＤＭＡＴ検討委員会が定めた資機材（ＳＣＵ標準備品リスト））を整備し、大規模地震発生時に

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。 

 （参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 269,822 - - 269,822 269,822 0 

基金負担分 269,822 - - 269,822 269,822 0 

 

② 災害拠点病院ヘリポート整備事業 

 【事業期間】平成２４年度 

 【事業総額】167,048千円（基金負担分 83,524 千円、事業者負担分 83,524千円） 

 【事業内容】 

      県下全域に対する支援を行う災害拠点病院として県が位置付けている○○病院が行う災害時等の患者搬送専用

ヘリポートの整備を支援し、広域搬送と連動した被災地内の患者搬送能力を向上させる。 

 （参考 執行状況） 

 
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 167,048 - - 0 0 167,048 

基金負担分 83,524 - - 0 0 83,524 
 



 

 

６．期待される効果 

 

※定量的かつ具体的な成果がわかるよう記載すること。 

 

７．地域医療再生計画終了後も継続して実施する事業 

 

※地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなったあとにおいても継続する必要が

あると考えられる事業について記載（事業予定額についても記載） 

 

 

８．地域医療再生の案の作成経過 

 

※地域医療再生計画の案を作成するまでの経過について記載 

〔記載例〕 

○月○日 関係機関、団体及び住民に対する説明会開催 

○月○日 第１回○○委員会開催 

○月○日 第○会○○委員会開催 再生計画中間案の決定 

○月○日 

         パブリックコメントの募集 

○月○日 

○月○日 ○○県医療審議会開催 再生計画（案）の決定 



厚生労働省 都道府県

平成２５年
２月

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

８月

６月

２４年度補正による地域医療再生基金 交付スケジュール

５月

７月

３月

４月

交付要綱等の通知発出 

計画案の提出 

計
画
案
の
審
査
、 

有
識
者
会
議
の
開
催 

計
画
の
確
定 

交付申請 

交付決定 

分配額について内示 

地
域
の
関
係
者
と
の
調
整 

・ 

地
域
医
療
再
生
計
画
案
の
策
定 

有識者会議の開催 

交
付
決
定 

決
裁 

２月下旬に補正予算が成立と仮定 

（参考） 


