
平成３０年度実施事業一覧（事後評価総括表）

事業区分 事業名 事業概要 事業の評価(アウトプット指標に対する達成値） 事業者 事業額

事業区分２．
居宅等におけ
る医療の提供
に関する事業

在宅療養支援歯科医養成推進事業
大学歯学部に在宅歯科医療寄付講座を開設し、在宅歯科医療を担う歯科医師の養成を行
う。

在宅歯科医療寄附講座を開設し、在宅医療を担う医療人材を育成する
ことにより、本県の在宅療養支援歯科診療所の割合を16.7％から令和
元年度末に18％にすることを指標としている。2か年計画の初年度の
ため、評価は次年度に実施する。

県（愛知学院
大学に寄附）

20,000

事業区分４．
医療従事者の
確保に関する
事業

総合医養成推進事業
病院総合医の養成及び、地域枠医師のキャリア形成支援の強化等のために大学が設置す
る、地域医療学講座の運営に要する経費の寄附を行う。

総合医養成プログラムを2大学で新たに実施することを指標としてお
り、2大学が実施し、県内医学部を有する4大学すべてで実施すること
となった。

大学
（2）

40,000

事業区分 事業名 事業概要 事業の評価(アウトプット指標に対する達成値） 事業者 事業額

事業区分２．
居宅等におけ
る医療の提供
に関する事業

障害者歯科医療ネットワーク推進事業
愛知県歯科医療センターと障害者歯科医療センターを中心とした障害者歯科医療ネット
ワークを整備、運用するとともに、障害者歯科医療専門医を育成することにより、地域
完結型の障害者歯科医療体制の実現を目指す。

障害者歯科医療に対応できる歯科医師を20名育成することを指標とし
ており、20名の育成を行った。

県歯科医師会 5,446

事業区分４．
医療従事者の
確保に関する
事業

地域医療支援センター事業
医療法で地域医療支援センターにおいて実施が求められている、医師の地域偏在解消の
ために必要な医療支援事務を行う。

医師派遣を行う医療機関の維持・増加を指標としており、平成27年度
8か所から平成30年度6か所となった。引き続き、医師派遣を行う医療
機関の維持・増加に努める。

県
医療機関

2,172

事業区分 事業名 事業概要 事業の評価(アウトプット指標に対する達成値） 事業者 事業額

地域医療確保修学資金貸付金
将来的に県内の公的医療機関等で一定期間勤務することを条件とした修学資金の貸付を
医学生に対し行う。

県で配置調整が可能な医師を32名とする指標を策定しており、31名の
実績となった。

県 9,530

精神科医養成推進事業
病院勤務医不足の問題を解消すべく、精神医療を担う医師の養成を目的とし、名古屋大
学への講座設置の支援を実施する。

カリキュラム終了後に県内精神科医療機関へ5名の医師を派遣するこ
とを指標としており、8名を派遣した。

名古屋大学 30,000

障害児者医療医師養成推進事業
障害児者の医療に携わる医師を養成するため、名古屋大学への講座設置の支援を実施す
る。

28年度から31年度の4年間で大学医師を県立障害児医療施設へ毎年5名
名派遣することを指標としており、22名を派遣した。

名古屋大学 30,000

ナースセンター事業

看護師の人材確保を図るため、公益社団法人愛知県看護協会に委託して実施している
「愛知県ナースセンター」の業務に要する経費
28年度からは、新たに平成27年10月の看護師等の届出制度を活かした再就業支援策を加
え事業を実施する。

ナースセンターを利用して1,400人就職することを指標としており、
1,328人が利用して就職した。

県看護協会 66,486

26年度計画分

27年度計画分

28年度計画分

事業区分４．
医療従事者の
確保に関する
事業

資料４－３



事業区分 事業名 事業概要 事業の評価(アウトプット指標に対する達成値） 事業者 事業額

回復期病床整備事業
回復期病床（回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟など）への転換する
ために必要となる施設・設備整備に助成する。

平成32年度までに2,649床の整備を行うことを指標としており、回復
期病床を284床整備した。

医療機関 1,488,500

医療介護連携体制支援事業
在宅医療の充実により療養病床等の入院患者の在宅への移行を促進し、慢性期病床等の
他の機能の病床への転換等を推進するため、医療介護連携を進める上で必要となる多職
種連携や職種別の研修を実施する。

研修を12医療圏で実施することを指標としており、医療介護連携体制
支援研修をはじめとした12種の研修を12医療圏で実施した。

医療機関等 963

高齢者疾患医療連携体制推進事業費

県内の医療機関において蓄積される医療情報などのビッグデータを解析し、患者を取り
巻く生活環境上の課題や特異性に合わせた、患者ごとに精密化された地域連携クリティ
カルパスを作成する。
高齢者疾患を対象とした地域連携クリティカルパスの効果的な活用を普及することに
よって、病床機能の分化・連携を推進する。また、高齢者疾患患者に最適な退院支援を
行い、入院期間短縮と社会復帰向上を図る。

リハビリプラン・退院支援策作成の患者を平成33年度までに500人に
行うことを指標として平成29年度から事業継続中

名古屋大学医
学部附属病院

27,750

事業区分２．
居宅等におけ
る医療の提供
に関する事業

障害者歯科医療ネットワーク推進事業
愛知県歯科医療センターと障害者歯科医療センターを中心とした障害者歯科医療ネット
ワークを整備、運用するとともに、障害者歯科医療専門医を育成することにより、地域
完結型の障害者歯科医療体制の実現を目指す。

障害者歯科医療に対応できる歯科医師を20名育成することを指標とし
ており、20名の育成を行った。

県歯科医師会 1,747

事業区分４．
医療従事者の
確保に関する
事業

地域医療確保修学資金貸付金
将来的に県内の公的医療機関等で一定期間勤務することを条件とした修学資金の貸付を
医学生に対し行う。

県で配置調整が可能な医師を32名とする指標を策定しており、31名の
実績となった。

県 103,355

事業区分 事業名 事業概要 事業の評価(アウトプット指標に対する達成値） 事業者 事業額

事業区分１．
地域医療構想
の達成に向け
た医療機関の
施設又は設備
の整備に関す
る事業

医療介護連携体制支援事業
在宅医療の充実により療養病床等の入院患者の在宅への移行を促進し、慢性期病床等の
他の機能の病床への転換等を推進するため、医療介護連携を進める上で必要となる多職
種連携や職種別の研修を実施する。

医療介護連携を進めるための研修を12メニュー、308回・8か所で実施
することを指標としており、12メニュー、136回、7か所で実施し、多
職種連携のための知識の習得に努めた。

医療機関等 73,551

地域包括ケア推進事業
地域包括ケアシステムの構築を図るため、団地を中心とした地域包括ケアのモデル事業
を実施するとともに、市町村からの問い合わせに対応するため、国立長寿医療研究セン
ターに相談窓口を設置するなどにより、システム構築の取組を県内に広める。

他の補助金により事業を実施。
市町村

国立長寿医療
研究センター

10,714

保健医療福祉連携強化普及啓発事業
本県における保健・医療・福祉関係者の連携強化に資する関連調査を行うとともに、県
民への普及啓発を行う。

保健、医療、福祉分野の連携強化に資するシンポジウムを1回開催す
ることを指標としており、開催することができた。

県医師会 2,808

事業区分２．
居宅等におけ
る医療の提供
に関する事業

30年度計画分

29年度計画分

事業区分１．
地域医療構想
の達成に向け
た医療機関の
施設又は設備
の整備に関す
る事業



事業区分 事業名 事業概要 事業の評価(アウトプット指標に対する達成値） 事業者 事業額

在宅歯科医療連携室事業 訪問診療を行う歯科衛生士の派遣や在宅歯科医療に関する講習会を実施する。
訪問歯科診療の支援を行う歯科衛生士の派遣を140件行うことを指標
としており、95件の派遣を行った。

県歯科医師会 8,348

在宅歯科診療設備整備事業 在宅歯科診療に必要な医療機器等の整備にかかる経費に対し助成する。
設備整備を15の医療機関で実施することを指標としており、15か所を
助成した。

医療機関 6,000

在宅療養者歯科口腔保健推進設備整備事
業

在宅で療養する者の口腔ケアに必要な医療機器等の整備にかかる経費に対し助成する。
設備整備を12の医療機関で実施することを指標としており、6か所を
助成した。

医療機関 3,000

在宅歯科医療推進歯科衛生士研修事業
未就業歯科衛生士の再就業を支援するため、登録バンクの運営、研修、職場環境整備、
養成校連携強化を実施する。

再就業者を6名増やすことを指標としており、10名が再就業した。 県歯科医師会 9,233

在宅歯科医療支援設備整備事業
地区歯科医師会が運営する歯科医療センターに災害時でも在宅歯科医療が行えるよう、
訪問歯科診療の支援体制の整備を行う。

小型発電機を3セット(6基）配備することを指標としており、3セット
(6基)を配備した。

県歯科医師会 968

訪問看護推進事業 訪問看護を推進するため推進協議会を開催し、実態調査、研修等を実施する。
在宅医療推進研修の受講者数を29年度の105名以上とすることを指標
としており、133名が受講した。

県
県看護協会

1,749

小児救急電話相談事業
小児科医の診療していない休日等に保護者向けの相談体制を整備し、適切な医療相談を
実施する。

電話相談件数35,920件以上を指標としており、38,838件の相談を受け
た。

民間事業者 42,812

小児集中治療室医療従事者研修事業 小児専門医確保のための研修事業に対し助成する。
研修を3か所の医療機関で実施することを指標としており、3医療機関
で実施した。

医療機関 9,459

小児救急医療支援事業
小児の第2次救急医療体制として在宅当番医及び病院群輪番制病院等を支援する小児科
標榜病院に対し助成する。

小児救急医療支援事業を2医療圏で実施することを指標としており、2
つの医療圏で実施した。

市町村 16,208

産科医等支援事業
産科医及び小児科医の処遇改善・人材確保のため、分娩手当や新生児担当医に対する手
当を支給する医療機関に対し助成する。

産科医等確保支援事業に該当し1,046名以上に手当てを支給すること
等を指標としており、1,505人に支給した。

医療機関 123,568

帝王切開術医師支援事業
地域の中小規模の産婦人科医療機関でも帝王切開に対応できるよう医師確保のための支
援を行う。

助成医療機関が57か所以上を指標としており、57か所の医療機関に助
成した。

医療機関 33,584

事業区分４．
医療従事者の
確保に関する
事業

事業区分２．
居宅等におけ
る医療の提供
に関する事業

30年度計画分



事業区分 事業名 事業概要 事業の評価(アウトプット指標に対する達成値） 事業者 事業額

救急勤務医支援事業
一定の救急搬送実績のある第２次救急医療施設、救急告示病院で夜間・休日の救急医療
を担う医師への手当の支給を通じ、これらの業務負担の多い勤務医等の処遇改善を図
る。

救急勤務医支援事業の助成医療機関を30か所とする指標を策定した
が、助成医療機関は13か所となった。

２次救急医療
施設

救急告示病院
15,052

地域医療支援センター事業
医療法で地域医療支援センターにおいて実施が求められている、医師の地域偏在解消の
ために必要な医療支援事務を行う。

医師派遣や再就職医師のあっせん数を27名以上とする等を指標として
おり、29名のあっせん数となった。

県
医療機関

198,649

地域医療確保修学資金貸付金
将来的に県内の公的医療機関等で一定期間勤務することを条件とした修学資金の貸付を
医学生に対し行う。

県で配置調整が可能な医師を32名とする指標を策定しており、31名の
実績となった。

県 168,743

医療勤務環境改善支援センター事業

医師・看護師等の離職防止や医療安全の確保を図るため、各医療機関がPDCAサイクルを
活用して計画的に勤務環境改善に向けた取組を行うための仕組を創設するとともに、こ
うした取組を行う医療機関に対する総合的な支援体制を構築する「愛知県医療勤務環境
改善支援センター」を設置する。

センターの支援により3か所の医療機関で勤務環境改善計画の策定を
指標としており、5か所の医療機関で実施した。

民間団体
（企画公募に
て選定）

4,497

看護職員確保対策事業 診療所における看護職員の確保を図るための事業を行う。
委託事業を利用して生徒募集を行う養成所を4か所とする指標と策定
しており、4か所の養成所で実施した。

県医師会 3,600

ナースセンター事業

看護師の人材確保を図るため、公益社団法人愛知県看護協会に委託して実施している
「愛知県ナースセンター」の業務に要する経費
28年度からは、新たに平成27年10月の看護師等の届出制度を活かした再就業支援策を加
え事業を実施する。

ナースセンターを利用して1,400人就職することを指標としており、
1,328人が利用して就職した。

県看護協会 10,736

看護師等養成所運営助成事業 看護師等養成所の運営に必要な経費を助成する。 看護師養成所数21課程を指標としており、21課程で実施した。
看護師等養成

所
360,855

病院内保育所運営助成事業
病院の設置する保育施設への補助を行い、看護職員等の離職防止及び再就業を支援す
る。

病院内保育所の運営経費を助成する施設数95か所を指標としており、
97か所に助成した。

医療機関 274,865

病院内保育所整備事業
病院及び診療所に従事する職員が安心して子育てをしながら働くことができるよう、保
育施設を整備する経費を助成する。

1か所の医療機関に助成して整備をすることを指標としていたが、希
望事業者がなかったため実績がなかった。

医療機関 1,631

新人看護職員研修事業
新人看護職員研修ガイドラインに示された項目に沿って病院等が実施する新人看護職員
研修に対し助成する。

臨床研修を実施する医療機関87か所を指標としており、85か所に助成
した。

医療機関 87,682

看護職員専門分野研修事業 認定看護師育成のため研修を実施する医療機関等へ助成する。
専門分野研修を実施する医療機関1か所を指標としており、1か所に助
成した。

県看護協会 8,400

30年度計画分

事業区分４．
医療従事者の
確保に関する
事業



事業区分 事業名 事業概要 事業の評価(アウトプット指標に対する達成値） 事業者 事業額

へき地医療確保看護修学資金貸付金
県立の看護専門学校において、「地域枠推薦入試」を行い、へき地医療機関への就職を
希望する者に対して、在学中に奨学金を貸与する。

へき地医療確保看護修学資金を7名に貸与することを指標としてお
り、4名に貸与した。

県 8,400

看護研修センター事業

愛知県看護研修センターにおいて実施する看護教員・実習指導者の養成研修や看護職員
の専門性・実践力を向上するための研修事業に要する経費に対し助成する。
また、新たに実施する新人看護教員研修、臨地実習指導者講習会（特定分野）に要する
経費に対し助成する。

研修の受講者数を755名とすることを指標としており、857名が受講し
た。

県 21,443

看護師勤務環境改善施設整備費事業 勤務環境改善整備をする施設整備事業に要する経費を助成する。
助成事業を活用する事業者1か所を指標としており、1か所に助成し
た。

県 2,405

薬剤師再就業支援事業
結婚、育児等を理由に休業している薬剤師のうち、勤労意欲のある者に対して研修会等
を開催し、復職を支援することにより、地域包括ケアを推進する薬剤師の人材確保を図
る。

研修の受講者数を100名とすることを指標としており、147名が受講し
た。

県薬剤師会 1,407

障害児者医療研修事業
障害者が地域で安心して生活できる体制整備のため、医療・療育関係者等へ研修を行う
ともに、発達障害医療及び重症心身障害児者療育に係るネットワークの構築を行う。

研修の受講者数を1,037名とすることを指標としており、1,385名が受
講した。

県 3,621

事業区分４．
医療従事者の
確保に関する
事業

30年度計画分


