
 
 

 

地域医療介護総合確保基金計画について 

（令和４年度医療分） 
 

医療政策課 
 

１ 計画策定の趣旨   

医療機能の分化・連携等の医療提供体制の改革を実現するため、医療介護総合確保法に基づいて創

設された基金を活用して実施する次の事業の長野県計画を策定するもの 

Ⅰ-1 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  勤務医労働時間短縮事業 

 

２ 目指すべき医療提供体制の方向性  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

３ 令和４年度基金計画額（国への要望額） 

1,203,772 千円（国交付金：802,514千円、県費：401,258千円） 

  ※補助事業における補助率…ハード事業：原則1/3以内、ソフト事業：原則1/2以内又は定額 

 

４ 事業期間  

令和４年４月から令和６年３月まで（一部、複数年にわたる事業あり） 

2025年：超高齢社会の進展 

① 三大疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞）に対する標準的な急性期医療提供体制が

未だ脆弱な二次医療圏（上小、木曽、大北、北信）が存在 

② 在宅療養や看取りの希望が多い中、提供体制が十分確保されていない状況 

③ 県内の死亡原因において、がん・心疾患等の慢性疾患の割合が増加 

 

  ① どの医療圏においても県民が標準的な医療を等しく受けられる状況を創出 

② 患者が早期に社会・在宅復帰し、地域で継続的に生活 

③ 病床機能の見直しにより、患者の状態に応じた適切な医療を提供 

改革後の姿（「信州保健医療総合計画」でも掲げている目指すべき姿） 

本
県

現
状 

医療機能分化・連携による効率的で質の高い医療提供体制の構築 

2025 年：団塊の世代が 75 歳以上（国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1 人が 75 歳以上） 

○ 慢性疾患、複数疾病を抱える患者の増加  ○ 手術のみならず、リハビリの必要性の増大 

○ 在宅で医療を受ける患者の増加 
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５ 計画の内容 
 

Ⅰ-1 病床機能分化・連携推進事業 444,871千円 
  
  （事業目標） 

   長野県地域医療構想に基づき、地域全体で医療を支える体制を構築するため、不足する医療機

能への転換等を支援し、また、地域で不足する必要な設備等の充実に向けて医療機関を支援しま

す。 

（主な目標値） 

・脆弱な分野の診療機能強化と高度・特殊な医療提供体制構築に係る施設・設備整備事 

業の実施医療機関数：５病院（医療施設等体制強化事業） 

・医師派遣等を行う拠点病院に対する支援：14病院（病床機能転換に伴う医療従事者の 

適正配置事業） 

（主な事業）※金額は複数年事業含む 

❏ 三次医療圏・脆弱二次医療圏体制強化事業 ········ 248,349 千円 

  （脆弱な分野の診療機能強化と高度・特殊な医療提供体制構築に係る設備整備の支援） 

❏ 病床機能転換に伴う医療従事者の適正配置事業 ····· 85,806 千円 

    （地域医療構想の達成に向けた、医師をはじめとする医療従事者の適正配置の実施） 

❏ がん医療提供体制施設設備整備事業 ··············· 50,329 千円                

  （がん診療を実施する医療機関が行う施設・設備整備の支援）  

❏ 地域医療構想調整会議活性化事業 ················· 16,212 千円 

  （地域医療構想の達成に向けたセミナーの開催や医療提供体制の分析など実施） ほか 

 

Ⅱ 在宅医療推進事業 101,971千円 
 

   （事業目標） 

可能な限り、住み慣れた地域で療養生活が送れるよう、入院患者への退院支援から退院 

後の日常療養支援、在宅療養患者の症状が急変した時の対応、人生の最終段階の看取りま 

で、医療従事者と介護従事者が連携して、患者や家族を支援していく体制の構築を目指し 

ます。関係者間の連携については、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、理学 

療法士、管理栄養士、介護支援専門員等の多職種の専門性が尊重されるよう取り組みます。 

（主な目標値） 

・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（在宅医療運営総合支援事業） 

    ・精神医療相談の相談件数：年間250件以上（精神障がい者在宅アセスメントセンター事業） 

（主な事業） 

❏ 在宅医療運営総合支援事業 ······················· 64,178 千円 

    （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体制の整備に対

する支援） 

❏ 精神障がい者在宅アセスメントセンター事業 ...... 16,027 千円 

  （患者からの医療相談窓口を開設することによる在宅療養生活の支援） 

❏ 在宅医療設備整備事業 ··························· 5,897千円 

  （訪問診療又は訪問看護を増強するための設備の整備に対する支援） 

❏ 訪問看護支援事業 ······························· 4,935千円 

  （訪問看護師に必要な知識・技術に関する研修会の実施） ほか 

 

 



Ⅲ 医療従事者確保事業 592,863千円 
 

 （事業目標） 

   身近な地域で安心して医療を受けることができるよう、即戦力となる医師、看護師をは 

じめとする医療従事者の確保を図るともに、人材の育成を進めるなど、医療従事者の絶対 

数の確保を図ります。また、離職防止による人材確保の観点から、医療従事者の勤務環境 

改善に取り組む医療機関を支援します。 

（主な目標値） 

 ・看護師等養成所への補助：10校（看護師等養成所運営費補助金） 

・施設の整備を行う施設数：６医療機関（医療従事者勤務環境改善施設整備事業） 

（主な事業） 

❏ 看護師等養成所運営費補助金 ·················· 150,091 千円 

（看護専門学校の運営費への支援） 

❏ 医療従事者勤務環境改善施設設備整備事業 ······ 140,066 千円 

         （医療従事者の業務負担軽減に資する施設等の整備費への支援） 

 ❏ 産科医等確保支援事業 ························· 40,651 千円 

      （産科医療機関が行う産科医等に対する分娩手当等支給に要する経費に対する支援） 

❏ 病院内保育所運営費補助金 ····················· 35,883 千円 

      （女性医師等の働きやすい環境整備を目的とした病院内保育所の運営費への支援）ほか 

 

Ⅳ 勤務医労働時間短縮事業 64,067千円 

  （事業目標） 

     令和６年４月から医師に対する時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、地域での

医療提供体制を確保しながら医師の労働時間短縮を進めるとともに、勤務医の負担軽減等に取

り組む医療機関を支援することで、働きやすい環境を整備します。 

（主な目標値） 

 ・勤務医の労働時間短縮に取り組む医療機関への補助：５施設 

（地域医療勤務環境改善体制整備事業） 

   （主な事業） 

❏ 地域医療勤務環境改善体制整備事業 ··········· 64,067 千円 

（医師の勤務環境改善に取り組む医療機関に対する支援） 

 

６ 国からの内示状況 
  ８月５日付けで、令和４年度医療介護提供体制改革推進交付金（医療分）の内示があった。 

  区分Ⅱ・Ⅲ・Ⅳについては要望額を下回る結果となったが、過去に造成した基金の執行残を活用し、

予定していた全ての事業が実施可能となる見込み。 
 

事業区分 
要望額 
（千円） 

内示額 
（千円） 

 
内示率 
（％） 

Ⅰ-1 病床機能分化・連携推進事業 444,871 444,871 100.0 

Ⅱ  在宅医療推進事業 101,971 80,548 79.0 

Ⅲ  医療従事者確保事業 592,863 220,316 37.2 

Ⅳ  勤務医労働時間短縮事業 64,067 0 0.0 

計 1,203,772 745,735 61.9 



（単位：千円）

444,871

No. 321,639

1 30,202

2 20,127

3 4,510

4 12,580

5 248,349

6 252

7 5,619

121,632

8 3,639

9 12,573

10 12,217

11 1,240

12 268

13 4,075

14 1,814

15 84,650

16 1,156

1,600

17 1,600

令和４年度　地域医療介護総合確保基金事業一覧

基金計画額

長野県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）

在宅医療実施拠点整備事業
　（在宅医療を担う医師・訪問看護師等との連携体制構築や拠点整備に要する機器整備等への支
援）

（２）病床機能分化に向けた関係機関との連携促進に必要な事業　等

地域医療構想推進事業
　（県単位の地域医療構想調整会議等を開催）

地域医療人材ネットワーク構築支援事業【拡】
　（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）

（３）病床機能転換に向けた人材の確保に必要な事業

在宅医療推進協議会等設置運営支援事業
　（多職種による地域の在宅医療に係る協議会、連携体制整備のための検討会等への支援）

在宅歯科口腔保健医療研修事業
　（在宅療養患者のための口腔ケアや摂食嚥下訓練等に関する研修会等の実施に対する支援）

医学的リハビリテーション施設設備整備事業
 （リハビリテーション機能の充実に要する施設・設備整備に対する支援）

　 院内助産所施設・設備整備事業
　　（院内助産所または助産師外来の設置に必要な施設・設備に対する支援）

がん医療提供体制施設設備整備事業
　（がん診療連拠点病院等のがん診療に要する施設・設備整備への支援）

がん診療施設設備整備事業
　（脆弱二次医療圏における病院のがん診療に要する施設・設備整備への支援）

歯科口腔保健医療機器整備事業
　（専門的口腔ケアの充実及び口腔機能管理体制強化のための機器整備の支援）

病床機能分化・連携基盤整備事業
　（再編・統合による建替、回復期等・他用途への転換等要する施設・設備整備の支援）

三次医療圏・脆弱二次医療圏体制強化事業
　（二次医療圏の医療提供体制が脆弱な分野や三次医療圏の基幹病院の強化に係る施設・設備整
備への支援）

事業区分Ⅰ　病床機能分化・連携推進事業

事業名（事業概要）

在宅医療人材育成基盤整備事業
　（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）

　 病床機能転換に係る看護体制強化事業
　　（認知症、皮膚・排泄ケア、感染管理などの看護技術の取得に要する経費への補助）

（１）医療提供体制の改革に向けた施設・設備の整備　等

保健医療計画策定事業≪医療提供体制分析≫【新】
　（医療計画の重要事項を客観的なデータに基づいて検討・議論するため、レセプトデータを活用した
医療提供体制の分析を実施）

　　在宅医療介護連携推進支援事業
　　 （在宅医療介護連携推進の取組を促進するための高齢者施設における研修会等の実施）

資料３ ─ 別表



基金計画額事業名（事業概要）

101,971

26,109

18 2,214

19 16,027

20 1,075

21 1,026

22 832

23 4,935

2,124

24 1,764

25 360

800

26 800

（４）事業区分Ⅱに属する（１）から（３）以外の事業 72,938

27 5,897

28 64,178

29 2,863

592,863

82,655

30 33,407

31 6,648

32 33,600

33 9,000

薬剤師を活用した在宅医療推進研修等事業
　（薬剤師のフィジカルアセスメントに係る実習形式の研修会等の実施に対する支援）

長野県医学生修学資金等貸与事業【拡】
　（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等）

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）

在宅医療普及啓発・人材育成研修事業
　（在宅医療に対する医療関係者の知識等の充実、地域住民への普及啓発活動への支援）

保健医療計画策定事業≪県民医療意識調査≫【新】
　（患者ニーズに沿った質の高い医療提供体制を確保するための調査）

事業区分Ⅱ　在宅医療推進事業（在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業）

（１）医師の地域偏在対策のための事業　等

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）

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）

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）

在宅歯科口腔医療連携室整備事業
　（在宅歯科診療や口腔ケア指導等の相談を受け付ける窓口の運営等）

地域在宅歯科口腔医療実施拠点事業
　（在宅歯科診療に関する相談や地域支援センターとの連携等を行う拠点の整備に対する支援）

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）

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）

在宅療養退院支援事業
　（患者の退院・在宅療養への移行調整を行う専任職員の配置等への支援）

（１）在宅医療を支える体制整備　等

（２）在宅医療（歯科）を推進するために必要な事業　等

（３）在宅医療（薬剤）を推進するために必要な事業　等

　 在宅医療設備整備事業
　　（訪問診療・看護に必要な医療機器・車両・情報端末等の整備に対する支援）

在宅医療運営総合支援事業
　（県医師会が行う、往診や看取りを実施・支援している医療機関、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に対する補助事業への支援）

事業区分Ⅲ　医療従事者確保事業（医師、看護師等の確保・養成のための事業）

長野県ドクターバンク事業
　（医師の無料職業紹介）



基金計画額事業名（事業概要）

43,117

34 40,651

35 552

36 1,914

7,386

37 2,000

38 789

39 2,863

40 1,734

260,419

41 33,263

42 5,531

43 17,325

44 6,316

45 2,909

46 1,097

47 2,493

48 273

49 1,756

50 889

51 328

52 150,091

53 24,668

54 10,800

55 2,450

56 230

医療的ケア児等の支援医療人材育成事業
（医療的ケア児等に対する支援体制の構築及び支援人材の育成）

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）

医科歯科連携研修事業
　（医科分野と歯科分野が連携した歯周病等による疾患憎悪に関する研修会等の実施）

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）

中堅期保健師研修
　（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）

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）

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）

ナースセンター運営事業【拡】
　（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）

　特定行為研修受講支援事業
　　　（訪問看護師が医師の判断を待たずに行える特定行為の研修受講経費に対する支援）

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）

薬剤師復職・就業支援事業
　（薬剤師復職支援策を検討する協議会の開催、未就業薬剤師向け広報活動、相談会等の実施）

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）

（３）女性医療従事者支援のための事業　等

歯科口腔医療関係者人材育成支援事業
　（離職した歯科医療関係者の復職支援等の取組に対する支援）

医療従事者救急技能向上支援事業
　（医療従事者の救命措置に関する資格取得に要する経費への補助）

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）

看護師等養成所運営費補助金【拡】
　（看護専門学校等の運営費に対する支援）

助産師支援研修会
　（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）

　　看護学生等実習指導者養成講習会
　　（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）

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添った勤務・キャリア形成・生活に関する総合的支援）

看護大学における感染管理認定看護師教育課程実施事業【新】
　（県看護大学において感染管理認定看護師教育課程を開設）

（２）診療科の偏在対策、医科・歯科連携のための事業　等

（４）看護職員等の確保・育成のための事業　等

感染管理認定看護師養成支援事業【新】
　（感染管理認定看護師の養成を行う医療機関等に対する支援）

へき地の医療機関への看護師等派遣事前研修事業【新】
　（看護師等が行うへき地での業務を円滑に行うために必要な研修の実施）



基金計画額事業名（事業概要）

196,211

57 6,735

58 35,883

59 0

60 140,066

61 12,699

62 828

3,075

63 500

64 2,575

64,067

64,067

65 64,067

1,203,772

444,871

101,971

592,863

64,067

1,203,772計

がん医療提供体制人材育成事業【新】
　（がんの検診・診療に従事する臨床検査技師の能力向上に対する支援）

事業区分Ⅱ　　在宅医療推進事業（在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業）

事業区分Ⅲ　　医療従事者確保事業（医師、看護師等の確保・養成のための事業）

合計　　

タスク・シフト等推進事業
　（医師の労働時間短縮及び健康確保に向けたタスク・シフティングの推進）

事業区分Ⅰ-1　病床機能分化・連携推進事業

災害医療体制整備事業【新】
　（長野県DMAT及び災害医療関係者に対する研修会の実施や資格取得支援）

事業区分Ⅳ　　勤務医労働時間短縮事業（勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備に関する事業）

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

地域医療勤務環境改善体制整備事業
　（医師の労働時間短縮に向けた体制整備への総合的な取組に対する支援）

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対処法に関する普及啓発）

医療従事者勤務環境改善施設設備整備事業　≪R5複数年事業 81,250千円≫
　（業務の効率化・負担軽減のための医局改修や文書作成システム等の施設・設備整備に対する支
援）

医療勤務環境改善支援センター運営事業
　（勤務環境の改善に向けた取組を行う医療機関に対する総合的な支援体制の構築）

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）

　看護職員等確保対策施設整備事業 《看護師宿舎施設整備関係》
　　（看護師宿舎の施設整備に対する支援）

事業区分Ⅳ　勤務医労働時間短縮事業（勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備に関する事業）

（６）事業区分Ⅲに属する（１）から（５）以外の事業

（５）医療従事者の勤務環境改善のための事業


