
 

 

【協議事項③】医療介護総合確保法に基づく長野県計画の事後評価について 
（令和２年度医療分） 

 

 医療政策課 

１ 事後評価の実施 

  国から発出された「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府

県計画及び市町村計画並びに地域医療介護総合確保基金の令和２年度の取扱いに関する留意事項に

ついて（令和２年６月８日医政地発0608第２号）」に基づき、事業の実施状況及び目標の達成状況に係

る事後評価を実施することとなっている。 

  この事後評価を実施する際には、地域の関係者や都道府県医療審議会等からも、必要に応じて意見

を聴取するものとされている。 

 

２ 令和２年度に実施した事業の事後評価 

 （１）事業実績額                             （単位：千円） 

事業区分 総計 
H26～R1に造成した 

基金の残額活用分 
R2基金活用分 

Ⅰ 病床機能分化・連携推進事業 171,515 25,273 146,242 

Ⅱ 在宅医療推進事業 91,091 16,971 74,120 

Ⅲ 医療従事者確保事業 502,634 176,634 326,000 

Ⅳ 医師の働き方改革推進事業 29,736 0 29,736 

合計 794,976 218,877 576,098 

   

【参考１】各年度の基金執行額                           （単位：千円） 

事業 

区分 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 総計(A) 

基金 

造成額(B) 

基金 

残額(B-A) 

Ⅰ 219,705 481,959 533,697 575,752 338,576 339,128 171,515 2,660,332 3,974,489 1,314,157 

Ⅱ 106,319 134,193 146,400 147,713 29,997 93,857 91,091 749,570 770,040 20,470 

Ⅲ 360,143 355,605 444,903 500,141 377,408 359,616 502,634 2,900,450 3,187,741 287,291 

Ⅳ - - - - - - 29,736 29,736 57,678 27,942 

合計 686,167 971,757 1,125,000 1,223,606 745,981 792,601 794,976 6,340,088 7,989,948 1,649,860 

 

【参考２】各年度における基金執行額の推移 
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Ⅰ病床機能分化・連携推進事業 Ⅱ在宅医療推進事業 Ⅲ医療従事者確保事業 Ⅳ働き方改革推進事業
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（単位：百万円） 



 

（２）事業区分ごとの評価 

Ⅰ 病床機能分化・連携推進事業 

【達成状況】 

一般病棟から地域包括ケア病棟への転換に係る病棟整備や、医療情報連携のための情報

端末の整備を通じて、医療機関の機能分化と相互連携を図る基盤整備を引き続き進めるこ

とができた。 

また、周産期医療やがん医療のような、地域によっては医療資源が脆弱となっている分

野の診療機能向上を目的とした設備整備の支援を行うなど、医療提供体制の強化が図られ

た。 

 

Ⅱ 在宅医療推進事業 

【達成状況】 

   在宅医療及び看取りを実施・支援している医療機関や、当番制による在宅看取り体制を

構築・運営する郡市医師会への支援のほか、平均在院日数を短縮するための退院調整支援

員を要請・配置する医療機関への支援を実施するなど、地域における在宅医療提供体制の

充実が図られた。 

   また、訪問看護車両や在宅歯科医療用機器整備に要する経費の補助を行うことにより、

ハード面での体制強化を支援することができた。 

 

Ⅲ 医療従事者確保事業 

【達成状況】 

  医学生修学資金貸与者のキャリア形成支援及び配置に関する調整を行うなど、地域医療

を担う医師の確保・定着及び医師の偏在解消に向けた取組を実施したほか、長野県での就

業を希望する県外医師と県内病院の求人とのマッチングを図るなど、医療従事者の確保を

進めることができた。 

また、病院内保育所の運営費への補助や、看護職員の新規養成及び新人看護職員向けの

研修の充実により、医療従事者の離職防止を図ることができた。 

 

Ⅳ 医師の働き方改革推進事業 

 【達成状況】 

   勤務医にとって働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境

改善の取組として、チーム医療の推進や ICT化等による業務改善の推進を支援することが

できた。 

 

 

（３）全体の評価 

関係機関の円滑な連携と事業者の努力により、在宅医療の推進、医療従事者の確保及び労

働時間の短縮を図ることができた。病床機能の分化・連携推進についても、その基盤整備と

しての医療情報連携や医療提供体制の脆弱部分の強化が進められたところである。 

今後も地域の実情に鑑み、将来の医療提供体制を見据えた、医療資源の充実と必要な医療

施設整備に向けた事業を展開してまいりたい。 

 

（４）個別事業の実施状況 

   別表のとおり 

※地域医療介護総合確保基金（介護分）については、別途事後評価を実施。 



令和２年度地域医療介護総合確保基金事業の実施状況

平成26年度造成基金活用分

【区分Ⅱ】在宅医療推進事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

1 地域在宅歯科医療実施拠点事業
在宅歯科医療連携拠点窓口の設置
及び宅歯科医療機器の貸出

安曇野市歯科医師会
飯田下伊那歯科医師会
上伊那歯科医師会

1,216,272 360,000 在宅歯科医療等に関する相談件数：30件／年
在宅歯科医療等に関する相談件数：203件／
年

676.7%

2
薬剤師を活用した在宅医療推進
研修会

薬剤師の在宅医療推進研修会等の
開催

長野県薬剤師会 876,444 760,000 研修会参加者数：100名 研修会参加者数：247名 247.0%

2,092,716 1,120,000

【区分Ⅲ】医療従事者確保事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

3
医療従事者が働きやすい環境整
備推進事業

宿日直の軽減や育児中の医療従事
者の病児等のケアサービスに要す
る経費への補助

飯田市立病院
信州医療センター

1,606,000 1,606,000 補助対象事業に取り組む病院数：６病院 補助対象事業に取り組む病院数：２病院 33.3%
実施要望が想定を下
回ったため

4 ナースセンター運営事業

定年退職者など豊富な経験を有す
る看護職員（プラチナナース）の
再就業に向けた研修やマッチング
を実施

長野県 31,145,650 17,476,000

①ナースバンクの新規登録者数：700人
②再就職支援研修会受講者数：150人
③看護学生向けU・Iターン事業参加者数：学
生300人、病院等施設：50施設
④セカンドキャリア研修会受講者数：100人

①ナースバンクの新規登録者数：527人
②再就職支援研修会受講者数：127人
③看護学生向けU・Iターン事業参加者数：学
生213人、病院等施設：53施設
④セカンドキャリア研修会受講者数：111人

①75.3%
②84.7%
③71.0%,106.0%
④111.0%

新型コロナウイルス
感染症の影響で、一
部中止やオンライン
開催となったため

5 看護補助者活用推進研修事業
看護補助者の効果的な活用に関す
る研修や看護補助者の教育研修の
実施

長野県 257,600 257,600 研修会受講者数：80人 研修会受講者数：154人(延べ） 192.5%

6 小児救急電話相談事業
小児急病時における電話相談体制
の確保や制度に関する普及啓発

長野県 10,640,719 10,640,719
①電話相談対応件数：6,232件（直近５ヵ年の
平均相談件数）
②電話相談に納得した割合： 96.1％以上

①電話相談対応件数：7,691件
②電話相談に納得した割合： 98.8%

①123.4%
②102.8%

43,649,969 29,980,319

平成27年度造成基金活用分

【区分Ⅱ】在宅医療推進事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

7 在宅歯科医療連携室整備事業
在宅難病患者支援を行う医療機関
等向けの研修の実施及び支援に必
要な機器の貸出等

長野県 1,827,432 1,422,913 在宅歯科医療機器の貸出件数：50件／年 在宅歯科医療機器の貸出件数：27件／年 54.0%

貸出件数が予定を下
回ったため
※H27及びH30基金を
活用

1,827,432 1,422,913

【区分Ⅲ】医療従事者確保事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

8 医科歯科連携研修事業
医科歯科連携のための協議会の設
置及び人材育成研修会の開催

長野県歯科医師会 754,656 754,000 医科歯科連携研修会参加者数：100名
医科歯科連携研修会参加者数：390名（動画
の視聴数）

390.0%

9
医療従事者救急技能向上支援事
業

BLS・ACLS・PALS講習会等の受
講支援

相澤病院
諏訪赤十字病院
飯田市立病院
伊那中央病院

3,706,851 604,000 資格取得者数：200人 資格取得者数：78人 39.0%

新型コロナウイルス
感染拡大により講習
会が一部中止となっ
たため

4,461,507 1,358,000

小計

小計

小計

小計

資料３ ─ 別表



平成28年度造成基金活用分

【区分Ⅱ】在宅医療推進事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

10
生活習慣病医療連携体制基盤整
備事業

脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病等
の生活習慣病における地域連携ク
リティカルパスの導入推進

長野県 0 0 研修会参加者数：97人 研修会参加者数：0人 0.0%
新型コロナウイルス
感染拡大により研修
会を中止したため

0 0

【区分Ⅲ】医療従事者確保事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

11
歯科医療関係者人材育成支援事
業

復職支援研修会、相談会及び未就
業歯科衛生士研修会等の開催

松本歯科大学衛生学院
長野県歯科衛生士会
長野県歯科医師会

1,680,668 1,660,000
①高等学校等への説明会実施数：５校
②復職支援研修会参加者数：30名

①高等学校等への説明会実施数：16校
②復職支援研修会参加者数：137名

①320.0%
②456.7%

1,680,668 1,660,000

平成30年度造成基金活用分

【区分Ⅰ】病床機能分化・連携推進事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

12
地域医療ネットワーク活用推進
事業

医療機関間での医療連携を行うた
めのネットワークシステム等の整
備

飯田市立病院
軽井沢病院
篠ノ井総合病院

84,700,000 24,283,000
地域医療ネットワーク基盤を整備する施設
数：３施設

地域医療ネットワーク基盤を整備した施設
数：３施設

100.0%

13
脆弱二次医療圏・三次医療圏体
制強化事業

診療機能の向上に資する基礎的な
設備の導入支援

県立木曽病院 2,970,000 990,000 実施医療機関数：２病院 実施医療機関数：１病院 50.0%
事業取下げによる実
施医療機関の減

87,670,000 25,273,000

【区分Ⅱ】在宅医療推進事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

14
在宅医療普及啓発・人材育成研
修事業

地域住民への在宅医療普及啓発及
び医療関係者向け研修会の実施

長野県理学療法士会
長野赤十字病院
新生病院

804,742 715,000
①研修会への参加者：350人
②住民への在宅医療やかかりつけ医の普及啓
発用冊子等配布数：5,000冊以上

①研修会への参加者：257人
②住民への在宅医療やかかりつけ医の普及啓
発用冊子等配布数：3,000冊

①73.4%
②60.0%

事業取下げによる実
施医療機関の減

15 在宅歯科医療連携室整備事業
在宅難病患者支援を行う医療機関
等向けの研修の実施及び支援に必
要な機器の貸出等

長野県歯科医師会 1,827,432 341,087 （整理番号7に同じ） - -
※H27及びH30基金を
活用

16
精神障がい者在宅アセスメント
センター事業

緊急医療相談の受付、医療機関の
紹介、支援プログラムの策定等に
よる在宅患者への支援

長野県 12,370,219 12,370,219 年間相談受付件数：250件以上 年間相談受付件数：280件 112.0%

15,002,393 13,426,306

【区分Ⅲ】医療従事者確保事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

17 特定行為研修受講支援事業 特定行為研修の受講支援

伊那中央病院
昭和伊南総合病院
県立木曽病院
県立信州医療センター
長野市民病院
県立阿南病院

2,828,000 2,828,000
在宅医療分野における特定行為研修修了看護
師数：10人以上

在宅医療分野における特定行為研修修了看護
師数：13人

130.0%

2,828,000 2,828,000

小計

小計

小計

小計

小計



令和元年度造成基金活用分

【区分Ⅱ】在宅医療推進事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

18 在宅医療設備整備事業
訪問看護用車両の整備に対する助
成

あん訪問看護ステーショ
ン
辰野町訪問看護ステー
ション

3,709,800 1,002,000
訪問診療又は訪問看護体制を強化する医療機
関数：５機関

訪問診療又は訪問看護体制を強化する医療機
関数：２機関

40.0%
事業取下げによる実
施医療機関の減

3,709,800 1,002,000

【区分Ⅲ】医療従事者確保事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

19
看護師等養成所施設整備事業
【R1～複数年事業】

看護師等養成所の施設整備に対す
る支援

松本看護専門学校 1,417,900,000 133,283,000
看護師等養成所施設整備を行う養成所数：１
養成所

看護師等養成所施設整備を行う養成所数：１
養成所

100.0%

20
医療従事者勤務環境改善施設設
備整備事業【R1～複数年事業】

医療従事者の勤務環境改善に資す
る施設等の整備

飯田市立病院 25,091,000 7,524,000 整備を行う施設数：１医療機関 整備を行う施設数：１医療機関 100.0%

1,442,991,000 140,807,000

令和２年度造成基金活用分

【区分Ⅰ】病床機能分化・連携推進事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

21 がん診療施設設備整備事業

がん医療提供体制が脆弱な二次医
療圏において、標準的ながん診療
医療機関が行う施設及び設備の整
備に係る経費に対する補助

依田窪病院
県立木曽病院

46,893,000 13,711,000 事業実施医療機関数：２病院 事業実施医療機関数：２病院 100.0%

22
がん医療提供体制施設設備整備
事業

がん診療実施医療機関が行う施設
及び設備の整備に係る経費に対す
る補助

南長野医療センター新町
病院
長野赤十字病院
飯山赤十字病院

29,564,700 9,853,000 事業実施医療機関数：３病院 事業実施医療機関数：３病院 100.0%

23 歯科保健医療機器整備事業
周術期口腔機能管理体制の整備を
目的とした、病院における設備整
備に対する補助

長野赤十字病院
県立木曽病院
諏訪赤十字病院
諏訪中央病院
川西赤十字病院

50,972,599 13,667,000
事業実施病院での周術期口腔機能管理料算定
件数：10件／１か月

事業実施病院での周術期口腔機能管理料算定
件数：27.14件／１か月

271.4%

24 地域医療構想調整会議事業
県単位の地域医療構想調整会議を
開催

長野県 0 0
①セミナーの開催回数：２回
②分析データを活用した調整会議の開催：延
べ40回

①セミナーの開催回数：０回
②分析データを活用した調整会議の開催：延
べ15回

　  ①0%
　  ②37.5%

新型コロナウイルス
感染拡大により一部
会議等を中止したた
め

25
病床機能分化・連携基盤整備事
業

地域医療構想の達成に必要な機能
転換等に関する施設・設備整備へ
の支援

中村病院
松代総合病院

86,310,400 28,769,000 事業実施医療機関数：３病院 事業実施医療機関数：２病院 66.7%
事業取下げによる実
施医療機関の減

26
在宅医療・介護連携推進支援事
業

市町村における在宅医療介護連携
推進の取組を促進するための研修
会等の実施

長野県 0 0
①研修会の開催回数：１回
②研修会参加者：100人

①研修会の開催回数：0回
②研修会参加者：0人

①0%
②0%

新型コロナウイルス
感染拡大により研修
会を中止したため

27
在宅医療人材育成研修基盤整備
事業

多職種協働による在宅チーム医療
を担う人材育成の好事例の情報共
有と地域への普及活動

長野県 3,533,000 1,648,811
①研修会の開催回数：２回
②研修会参加者：150人

①研修会の開催回数：0回
②セミナーの開催：0回

①0%
②0%

新型コロナウイルス
感染拡大により研修
会を中止したため

28 在宅医療実施拠点整備事業
在宅医療を推進するための研修会
やシンポジウム等の開催

長野県医師会
諏訪市医師会

4,598,039 4,285,000
①研修会の開催回数：８回
②研修会参加者：650人

①研修会の開催回数：2回
②研修会参加者：約200人

①25.0%
②33.3%

新型コロナウイルス
感染拡大により一部
研修会を中止したた
め

29
在宅医療推進協議会等設置運営
支援事業

県医師会が設置・開催する在宅医
療推進協議会等の開催経費の支援

長野県医師会 483,080 483,000
①協議会等の開催回数：６回
②協議会等参加者：50人

①協議会等の開催回数：5回
②協議会等参加者：41人

①83.3%
②82.0%

新型コロナウイルス
感染拡大により一部
協議会を中止したた
め

小計

小計



30 在宅歯科保健医療研修事業
施設訪問歯科保健指導研修会等の
開催

長野県歯科衛生士会
飯田下伊那歯科衛生士会

1,708,380 973,000 多職種連携研修会参加者数：180人 多職種連携研修会参加者数：1,300人(延べ) 722.2%

31
病床機能転換に係る看護体制強
化事業

認知症認定看護師、感染管理認定
看護師の養成等

県立信州医療センター 787,000 787,000 認定看護師資格取得者数：４名以上 認定看護師資格取得者数：２名 50.0%
事業の取下げによる
受講者数の減

32
地域医療人材ネットワーク構築
支援事業

地域の拠点病院への医師の集約、
医師不足病院を支援するネット
ワークの構築

長野県 73,165,000 71,461,000
医師派遣等を行う拠点病院に対する支援：13
病院

医師派遣等を行う拠点病院に対する支援：12
病院

92.3%
対象となる医師派遣
を行わない病院が
あったため

33 地域医療対策協議会
医師の確保・定着及び地域医療の
充実を図るための対策について検
討する協議会の運営

長野県 176,467 176,467 地域医療対策協議会の開催回数：３回 地域医療対策協議会の開催回数：３回 100.0%

34
医学的リハビリテーション施設
設備整備事業

重度上肢麻痺患者等に用いるリハ
ビリテーション機器の整備に対す
る支援

鹿教湯三才山リハビリ
テーションセンター鹿教
湯病院
南長野医療センター新町
病院

1,307,474 428,000 実施医療機関数：２病院 実施医療機関数：２病院 100.0%

299,499,139 146,242,278

【区分Ⅱ】在宅医療推進事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

35 在宅医療運営総合支援事業
在宅医療に携わる医療機関の運営
費支援

長野県医師会 65,610,000 65,610,000

①軽症急性期患者や病院外で療養を行う患者
への対応を行うことができる医療機関数：
600医療機関
②輪番制による病院外療養を行う終末期患者
への対応ができる体制を構築する地域：２地
域

①軽症急性期患者や病院外で療養を行う患者
への対応を行うことができる医療機関数：
582医療機関
②輪番制による病院外療養を行う終末期患者
への対応ができる体制を構築する地域：1地
域

①97.0%
②50.0%

見込みより少なかっ
たため

36 在宅療養退院支援事業
退院調整を行う支援員の配置及び
研修会の開催等

飯田病院
北信総合病院

12,670,985 1,730,000
退院調整（支援）機能を強化する医療機関の
増：１医療機関（新規）

退院調整（支援）機能を強化する医療機関の
増：0医療機関（新規）

0.0%
見込みより少なかっ
たため

37
在宅難病患者コミュニケーショ
ン支援事業

在宅難病患者支援を行う医療機関
等向けの研修の実施及び支援に必
要な機器の貸出等

長野県 178,526 178,526 研修会実施回数：２回 研修会実施回数：０回 0.0%
新型コロナウイルス
感染拡大により研修
会を中止したため

38 訪問看護支援事業
訪問看護師向けの研修実施、訪問
看護事業者からの相談対応、ネッ
トワーク構築支援等

長野県 4,501,000 4,501,000 訪問看護師専門研修受講者数：100人 訪問看護師専門研修受講者数：313人 313.0%

39 在宅歯科医療設備整備事業
在宅歯科医療用ポータブルレント
ゲン機器の整備

鹿教湯三才山リハビリ
テーションセンター鹿教
湯病院
丸の内病院
飯田病院
川西赤十字病院

2,943,259 980,000
①機器の貸出件数：30件／年
②事業実施医療機関数：３病院

①機器の貸出件数：１件／年
②事業実施医療機関数：２病院

①3.3%
  ②66.7%

①整備時期が遅かっ
たため
②要望が予定より少
なかったため

40 在宅医療設備整備事業
訪問看護用車両の整備に対する助
成

飯田病院
川西赤十字病院

3,670,000 1,120,000
訪問診療又は訪問看護体制を強化する医療機
関数：２医療機関

訪問診療又は訪問看護体制を強化する医療機
関数：２医療機関

100.0%

89,573,770 74,119,526

【区分Ⅲ】医療従事者確保事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

41
信州医師確保総合支援センター
運営事業

医師等のキャリア形成支援、医学
生修学資金貸与者等の研修先や勤
務先の配置調整

長野県 35,744,646 35,744,646

①医師不足病院への修学資金貸与医師数：27
名
②R2地域枠入学者数に対するキャリア形成プ
ログラム参加医師数の割合：10割

①医師不足病院への修学資金貸与医師数：41
名
②R2地域枠入学者数に対するキャリア形成プ
ログラム参加医師数の割合：10割

①151.9%
②100.0%

42 長野県ドクターバンク事業 医師の無料職業紹介 長野県 3,762,155 3,757,308 ドクターバンク事業の年間成約件数：９件 ドクターバンク事業の年間成約件数：７件 77.8% マッチングの不調

43
長野県医学生修学資金等貸与事
業

将来県内の医療機関で医師として
勤務・研修しようとする医学生に
対する修学資金の貸与

長野県 283,200,000 0
義務履行を条件とした新規貸与者数：25名
（うち基金充当６名）

義務履行を条件とした新規貸与者数：27名
（うち基金充当なし）

108.0%

小計



44 医師研究資金貸与事業
即戦力となる産科医やがん専門医
を確保するための医師研究資金等
の貸与等

長野県 9,000,000 3,000,000 資金貸与者数：３名 資金貸与者数：３名 100.0%

45 産科医等確保支援事業
分娩を取扱う産科医の処遇改善の
ための手当等支給への支援

長野県 35,643,000 35,643,000
①手当支給施設数：42施設
②手当支給件数： 13,091件

①手当支給施設：43施設
②手当支給件数：11,122件

　 ①102.3%
　 ②84.9％

想定数より手当支給
施設は増えたが、分
娩件数は下回った

46
長期連休時における精神保健指
定医待機事業

医療機関の休診日が連続する特定
期間における精神保健指定医の確
保

長野県 667,000 667,000
精神保健指定医による有償待機：延べ16名以
上の確保

精神保健指定医による有償待機：延べ29人 181.25%

47
医療的ケア児等支援体制構築事
業

圏域での医療的ケア児等の個別支
援、指導役に必要な人材育成研修

長野県 325,750 325,750
①研修会開催数：３回程度
②研修参加者数：70名以上

①研修会開催数：６回
②研修参加者数：118名以上

　 ①200.0%
　 ②168.6%

48 女性医師総合支援事業
女性医師のライフステージや希望
に沿った勤務・キャリア形成・生
活に関する総合的支援

長野県 12,567,165 2,000,000 復職医師数：１名以上 復職医師数：0名 0%
新型コロナウイルス
感染拡大によりセミ
ナーを中止したため

49 薬剤師復職・就業支援事業
薬剤師の復職支援を促進するため
の研修プログラム及び復職・就業
支援相談会の開催

長野県薬剤師会 2,169,980 2,048,000 研修参加者数：20名（H30年度：18名） 研修参加者数：22名 110.0%

50
新人看護職員研修指導体制整備
事業

教育指導者や新人看護職員数に応
じた教育担当者の配置等への助成

長野県 231,768,910 26,747,000 研修実施医療機関数：49施設以上 研修実施医療機関数：46施設 93.9%
事業取下げによる実
施施設の減

51 新人看護職員研修事業
新人看護職員向けの集合研修や新
人看護職員の教育担当者向けの研
修の実施

長野県 5,531,000 5,531,000

①新人看護職員集合研修受講者数：150名
②研修責任者研修受講者数：50名
③教育担当者研修受講者数： 50名
④実地指導者研修受講者数：80名

①新人看護職員集合研修受講者数：123名
②研修責任者研修受講者数：26名
③教育担当者研修受講者数： 43名
④実地指導者研修受講者数：72名

①82.0％
②52.0％
③86.0％
④90.0％

新型コロナウイルス
感染症の影響による
参加者減

52 看護人材育成推進事業

看護職への研修体系を検討する協
議会の運営、研修実施に対する相
談・支援のためのアドバイザー派
遣

長野県 1,578,862 1,578,862 連絡会の開催回数：５回 連絡会の開催回数：１回 20.0%
新型コロナウイルス
感染症の影響による
開催回数減

53 助産師支援研修事業
助産師のスキルアップに必要な知
識・技術の習得のための研修会開
催

長野県 885,698 885,698 研修会の参加者数：180人 研修会の参加者数：212人 117.8%

54
看護学生等実習指導者養成講習
会事業

看護師等養成所の実習指導者を養
成するための研修会を実施

長野県 1,246,000 1,246,000
看護学生等実習指導者養成講習会修了者数：
49名

看護学生等実習指導者養成講習会修了者数：
38名

77.6%
新型コロナウイルス
感染症の影響による
参加者減

55 中堅期保健師研修事業
地域住民の多様な健康ニーズや課
題に対応できる保健師を養成する
ための研修を実施

長野県 108,195 108,195 中堅期保健師研修会開催数：２回（延60人） 中堅期保健師研修会開催数：３回（延27人）
150.0％

（45.0％）

新型コロナウイルス
感染症の影響による
参加者減

56 看護教員養成講習会事業 看護教員養成講習会の実施 長野県 6,700,000 6,700,000 専任教員養成講習会受講者30名 専任教員養成講習会受講者13名 43.3%
新型コロナウイルス
感染症の影響による
参加者減

57
看護職員等確保対策施設整備事
業（看護師勤務環境改善施設整
備事業関係）

更衣室の改修等の勤務環境の改善
を図るための施設整備に対する支
援

丸の内病院 8,580,000 2,069,000
看護師勤務環境改善施設整備（新規整備又は
規模拡張）を行う医療機関数：１医療機関以
上

看護師勤務環境改善施設整備（新規整備又は
規模拡張）を行う医療機関数：１医療機関

100.0%

58 看護師等養成所運営費補助金
看護専門学校等の運営費に対する
支援

11校 1,247,713,743 138,737,000 補助養成所数：11校 補助養成所数：11校 100.0%

59
医療勤務環境改善支援センター
運営事業

医師等のキャリア形成支援、医学
生修学資金貸与者等の研修先や勤
務先の配置調整

長野県 6,621,000 3,353,994
センター支援により医師労働時間短縮計画を
新たに策定する医療機関数：３病院

センター支援により医師労働時間短縮計画を
新たに策定する医療機関数：0病院

0%

新型コロナウイルス
感染拡大による医療
機関の業務量増加及
び面談制限により、
支援が困難となった
ため

60 病院内保育所運営費補助金
病院内保育所の運営費に対する支
援

37施設 824,516,415 33,780,000 事業実施医療機関数：16施設 事業実施医療機関数：13施設 81.3%
事業取下げによる実
施施設の減

61
医療従事者勤務環境改善施設設
備整備事業

医療従事者の勤務環境改善に資す
る施設等の整備

諏訪中央病院
県立木曽病院
飯田病院
相澤病院

67,714,900 22,078,000 整備を行う施設数：６医療機関 整備を行う施設数：４医療機関 66.7%
事業取下げによる実
施医療機関の減

2,786,044,419 326,000,453小計



【区分Ⅳ】医師の働き方改革推進事業

整理
番号

事業名 事業内容 実施施設 総事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率
備考

（達成率が100%未満
の理由等）

62
地域医療勤務環境改善体制整備
事業

勤務医の負担軽減及び処遇改善に
資する総合的な取組みへの支援

松本協立病院
飯山赤十字病院
県立木曽病院
県立こども病院

38,974,456 29,736,000 事業実施医療機関数：５施設 事業実施医療機関数：４施設 80.0%
要望が想定を下回っ
たため

38,974,456 29,736,000小計


