
 

 

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（平成30年度医療分） 

 

 医療推進課 
 

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取扱いに関する留意事項（平

成31年４月26日医政地発0426第２号）」に基づき、毎年度、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し、次年度に提出する計画に記載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 平成30年度に実施した事業の事後評価 

 （１）事業実績額     

事業区分 総計 
（単位：千円） 

H26～29に造成した 
基金の残額活用分 

H30基金活用分 

①病床機能分化・連携推進事業 338,576 121,050 217,526 

②在宅医療推進事業 29,998 23,273 6,725 

③医療従事者確保事業 377,408 64,141 313,267 

合計 745,982 208,464 537,518 
   
（参考１）各年度の基金執行額 

事業 

区分 
H26 

執行額 

H27 

執行額 

H28 

執行額 

H29 

執行額 

H30 

執行額 
総計(A) 

基金 

造成額(B) 

基金 

残額(B-A) 

① 219,705 481,959 533,697 575,752 338,576 2,149,689 2,846,731 697,042 

② 106,320 134,193 146,400 147,713 29,998 564,624 676,633 112,009 

③ 360,143 355,605 444,903 500,142 377,408 2,038,201 2,229,002 190,801 

合計 686,168 971,757 1,125,000 1,223,607 745,982 4,752,514 5,752,366 999,852 

 
 
（参考２）各年度における基金執行額の推移 
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①病床機能分化・連携推進事業 ②在宅医療推進事業 ③医療従事者確保事業

（単位：百万円）



 

⑵ 事業区分ごとの評価 
 

① 病床機能分化・連携推進事業 

(目標） 

急性期、回復期、慢性期といった患者の病態変化に応じた医療が受けられるよう、地域の

医療機関の機能分化と相互連携を図る。 
 

(達成状況） 

入院患者の在宅復帰支援に要する施設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が進んだ。 

また、木曽医療圏における周産期医療に関する設備の整備、脳卒中疾患に関する設備の整

備など、脆弱二次・三次医療圏の医療提供体制の強化も引き続き図られた。 
 

② 在宅医療推進事業 

（目標） 

在宅療養患者が安心して質の高い療養生活を送るため、多職種による在宅医療の提供体 

制を強化する。患者が望む在宅療養生活が可能となるよう、適切な在宅医療を効率的に受

けられる環境づくりを進める。 
 

（達成状況） 

  在宅医療運営総合支援事業による診療所を中心とした医療機関の在宅医療への参画促

進、在宅医療連携推進モデル事業による人生の最終段階における医療に関する住民への普

及啓発、在宅療養退院支援事業による病院の退院調整スタッフの確保、多職種による在宅

医療に関する協議の場の設置や研修の実施など、地域における在宅医療提供体制の充実が

一定程度図られた。 
 

③ 医療従事者確保事業 

(目標) 

地域医療を担う医師のキャリア形成を支援しながら確保・定着を図ると共に、総合的な

医師確保対策を実施することにより、医師の偏在解消を目指す。看護職員の新規養成数の

確保及び働きやすい環境整備を通じて、県内への就業を促進する。 
 
（達成状況） 

  県外の医師に対するきめ細かなコーディネートや、他県で活躍する本県出身医師等への

働きかけにより、新たな医師確保を図ることができた。 

看護師養成所に対する運営費や施設整備等に対する支援による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る離職防止が図られた。また、勤務環境改善に取り

組む病院に対してアドバイザーを派遣し、多様な勤務形態の導入に向けた支援を行った。 

 

⑶ 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。 

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いく。 
 

⑷ 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 



（別表）平成30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

②在宅医療推進事業
整理
番号

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

1 生活習慣病医療連携体制基盤整備事業
地域連携クリティカルパスに関する
医療機関関係者を対象とした研修会
等の開催

長野県 896,000 154,688 研修会参加者数：95人 研修会参加者数：116人 122.1%

2
精神障がい者在宅アセスメントセン
ター事業

精神医療相談を通じた緊急受診の要
否判断、関係機関への取り次ぎや支
援制度の紹介等を実施

長野県 14,558,000 12,357,582 延べ相談件数：350件以上 延べ相談件数：303件 87%
見込みより少な
かったため

3 在宅医療普及啓発・人材育成研修事業
在宅医療推進のために実施する地域
住民及び医療従事者への普及啓発事
業等への支援

国立病院機構信州上田医療セン
ター、長野赤十字病院、国立病
院機構まつもと医療センター、
丸の内病院、長野県理学療法士
会、長野県作業療法士会、長野
県栄養士会

2,754,416 1,933,000 研修会への参加者：500名以上 研修会への参加者：約530名 106.0%

4 訪問看護支援事業
訪問看護師の資質向上を目的とした
研修会等の開催

長野県
(委託：公益社団法人 長野県看
護協会)

3,928,000 3,928,000 訪問看護師専門研修受講者数：100名 訪問看護師専門研修受講者数：365名 365.0%

5 地域在宅歯科医療実施拠点事業
在宅歯科医療を希望する者への相談
窓口の運営、在宅歯科医療実施機関
等への紹介・照会等

安曇野市歯科医師会、上伊那歯
科医師会、飯田下伊那歯科医師
会、大北医師会

1,869,874 530,000 相談件数：30件/年 相談件数：125件/年 416.0%

6 在宅医療設備整備事業
訪問診療等に用いる設備整備（訪問
用車両、診療機器、情報端末類等）
に対する補助

地方独立行政法人県立木曽病
院、篠ノ井総合病院、諏訪赤十
字病院、丸の内病院

6,649,776 1,869,000 事業実施機関数：６機関 事業実施機関数：４機関 66.7%
事業取下げによる
実施医療機関の減

30,656,066 20,772,270

③医療従事者確保事業
整理
番号

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

7 女性医師総合支援事業
女性医師が出産育児等ライフステー
ジに応じた働きやすい環境整備を行
うための研修等の開催

長野県 361,920 361,920 復職医師数：１名以上 復職医師数：０名 0%
医療機関からの実
施要望なし

8 新人看護職員研修事業
新人看護職員を対象とした研修等の
開催経費に対する補助

公益社団法人 長野県看護協会 5,531,000 5,531,000

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

○新人看護職員集合研修受講者数：169名
○研修責任者研修受講者数：259名
○教育担当者研修受講者数： 63名
○実地指導者研修受講者数：224名

113％
518％
126％
280％

9 看護人材育成推進事業
看護人材育成のための連絡協議会の
開催、研修アドバイザーの派遣等に
要する経費

長野県 2,847,000 1,961,709
連絡協議会の開催回数：５回
看護教員キャリア別研修会の開催回数：
１回

連絡協議会の開催回数：４回
看護教員キャリア別研修会の開催：１回

80%
100%

参加者の予定が合
わなかったため

10
看護職員専門分野研修 《認定看護師
養成講座》

認定看護師教育課程の開設
長野県
（県看護大学）

2,940,000 2,450,000 認定看護師の養成　認知症看護：25人 認定看護師の養成　認知症看護修了者：20人 80.0%
見込みより少な
かったため

11 看護学生等実習指導者養成講習会事業
基礎看護教育に必要な知識や技術、
態度を習得する研修及び講習の実施

長野県
(委託：公益社団法人 長野県看
護協会)

2,493,000 2,493,000
看護学生等実習指導者養成講習会修了者
数：50名

看護学生等実習指導者養成講習会修了者
数：54名

108.0%

12 保健師専門研修
効果的な保健師活動の展開のための
必要な知識技術習得を目的とした研
修会の実施

長野県 128,573 128,573
中堅期保健師研修会開催数　２回（延60
名）

中堅期保健師研修会２回（延42名）
現任保健師技術研修２回（延24名）

100.0%

13 医療従事者救急技能向上支援事業
医療従事者の救命救急処置技能の向
上に資する資格取得受講費用に対す
る支援

相澤病院、飯田市立病院、伊那
中央病院、国立病院機構信州上
田医療センター、地方独立行政
法人長野市民病院、丸の内病院

4,212,757 1,662,000 資格取得者数：150人 資格取得者数：159人 106.0%

14 看護補助者活用推進研修事業
看護補助業務を遂行するために必要
な知識・技術に習得を目的とした研
修の実施

長野県 328,000 328,000 研修会受講者数：80名 研修会受講者数：106名 132.0%

15 医療勤務環境改善支援センター事業
医療従事者の勤務環境改善に取り組
む医療機関に対する相談支援等の実
施

長野県 4,198,793 4,198,793 勤務環境改善の計画策定：３病院
センターが支援して計画策定に取り組ん
だ病院：１病院

33.3%
想定より策定に時
間を要したため

16
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
施設や設備の整備費に対する支援

諏訪中央病院、諏訪赤十字病院 86,306,040 28,768,000 事業実施機関数：２病院 事業実施機関数：２病院 100.0%

17 小児救急電話相談事業
小児の救急に関する看護師等による
電話相談業務

長野県 12,248,022 12,248,022
電話相談応対件数：7,169件
研修会等の開催回数：１回
電話相談に納得した割合：96.1％以上

電話相談応対件数：8,252件
研修会等の開催回数：1回
電話相談に納得した割合：96.2%

115％
100％
100％

121,595,105 60,131,017小計



平成29年度造成基金活用分

①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 実事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率 備考

18 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

地方独立行政法人県立信州医療
センター

594,149,893 90,000,000 ネットワーク参加医療機関数の増：1機関 ネットワーク参加医療機関数の増：1機関 100.0%

19 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

諏訪赤十字病院 48,978,000 10,800,000 事業実施機関数：１病院 事業実施機関数：１病院 100.0%

20 病床機能分化・連携基盤整備事業 回復期リハ病棟の整備 諏訪湖畔病院（複数年30事業） 65,866,500 20,250,000 事業実施医療機関数：１機関 事業実施医療機関数：１機関 100.0%

708,994,393 121,050,000

②在宅医療推進事業
整理
番号

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

21 がん相談連携病院設置運営事業
がん相談支援センターの設置・運営
等に係る費用に対する補助

北アルプス医療センターあづみ
病院

6,405,902 2,500,000
がん相談支援センターの相談件数：
13,200件/年

がん相談支援センターの相談件数：
12,767件/年

96.7%

6,405,902 2,500,000

③医療従事者確保事業
整理
番号

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

22 医科歯科連携研修事業
医科と歯科の連携を促進するための
協議会及び研修会の開催

長野県歯科医師会 2,082,731 1,754,000 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：218名 218.0%

23 歯科医療関係者人材育成支援事業
歯科衛生士の人材育成を目的とした
職業紹介・相談会・研修会等の開催
を支援

長野県歯科医師会、長野県歯科
衛生士会、長野県歯科衛生士養
成校協議会

2,469,895 2,256,000
説明会実施数：５校
研修会参加者数：260名

説明会実施数：７校
研修会参加者数：408名

140%
157%

4,552,626 4,010,000

小計

小計

小計



平成30年度造成基金活用分

①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 実事業費 基金充当額 事業目標 達成状況 達成率 備考

24 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、駒ヶ根高原レ
ディスクリニック

68,655,600 22,849,000
地域医療ネットワークの構築：１ネット
ワーク増

地域医療ネットワークの構築：１ネット
ワーク増

100.0%

25 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

長野赤十字病院、飯山赤十字病
院

33,480,000 9,684,000 事業実施機関数：２病院 事業実施機関数：２病院 100.0%

26 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

信州上田医療センター、北信総
合病院

34,873,200 11,624,000 事業実施機関数：３病院 事業実施機関数：２病院 66.7%
事業取下げによる
実施医療機関の減

27 院内助産所施設・設備整備事業
院内助産所・助産師外来の開設に必
要な増改築、改修に要する工事費又
は工事請負費の補助

╼ 0 0 事業実施医療機関数：１病院 事業実施医療機関数：なし 0.0% 取下げ

28 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

信州上田医療センター、諏訪中
央病院

10,540,797 2,132,000
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：20.1件／１か月

201.0%

29 病床機能分化・連携基盤整備事業
地域包括ケア病棟及び緩和ケア病棟
の整備

丸の内病院（複数年30事業）、
飯田市立病院

211,248,162 59,757,000 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%

30
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設備
の導入や高度な医療の提供体制を維
持強化するための施設・設備整備

長野赤十字病院、地方独立行政
法人県立木曽病院

9,833,400 3,277,000 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%

31
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施設の設備整備 鹿教湯病院 6,480,000 2,160,000 事業実施医療機関数：１病院 事業実施医療機関数：１病院 100.0%

32 在宅医療実施拠点整備事業
県医師会及び郡市医師会が実施する
在宅医療提供体制構築に向けた取組
への支援

長野県医師会、大北医師会、諏
訪市医師会、長野市医師会

7,659,684 6,447,000 在宅医療シンポジウムの参加者：200名 在宅医療シンポジウムの参加者：510名 255.0%

33 在宅医療連携推進モデル事業
人生の最終段階における患者の意思
表示を尊重した在宅医療・介護の
サービス提供体制モデルの構築

長野県医師会 8,592,147 2,083,000
住民向け普及啓発のための研修会：計400
名

住民向け普及啓発のための研修会：計
1105名

276.3%

34 在宅療養退院支援事業
退院調整業務を行う専門部署の専任
スタッフの人件費に対する補助

下伊那赤十字病院、小諸厚生総
合病院、山田記念朝日病院、相
澤東病院

17,600,539 4,632,000
退院調整（支援）機能を強化する医療機
関の増：２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：１医療機関（新規）

50.0%
事業取下げによる
実施医療機関の減

35
在宅医療推進協議会等設置運営支援事
業

県医師会在宅医療推進協議会の開催
経費の支援

一般社団法人長野県医師会 597,960 597,000 在宅医療推進協議会等の開催回数：３回 在宅医療推進協議会等の開催回数：５回 166.7%

36 在宅医療人材育成基盤整備事業
在宅医療の推進を目的として会議や
セミナーの開催

長野県 2,015,477 2,015,477 参加者数：150名以上 参加者数：150名以上 100.0%

37 在宅歯科保健医療研修事業
在宅医療従事者を対象とした在宅歯
科医療の普及啓発研修会等の開催経
費に対する補助

上伊那歯科医師会、飯田下伊那
歯科医師会、安曇野市歯科医師
会、大北医師会、長野県歯科衛
生士会

3,955,249 2,324,000 研修会参加者数：180人 研修参加者数:696名 386.0%

38 在宅医療運営総合支援事業
往診や看取りを行う医療機関への運
営支援

長野県医師会 62,580,000 62,580,000 往診等を実施する医療機関数：500箇所 往診等を実施する医療機関数：591箇所 118.2%

39
地域医療人材ネットワーク構築支援事
業

地域の医師不足病院を支援するため
のネットワーク構築

県が指定する10拠点病院 68,767,538 24,231,200 事業実施施設：10病院 事業実施施設：９病院 90.0%
実績が見込みを下
回る

40 地域医療対策協議会運営事業 地域医療対策協議会の開催 長野県 383,137 383,137 地域医療対策協議会の開催回数：２回 地域医療対策協議会の開催回数：2回 100.0%

41 病床機能転換に係る看護体制強化事業
病床機能転換に係る病床機能分化に
必要な技術について、その取得に要
する経費の支援

富士見高原病院、県立信州医療
センター

2,546,300 750,000 認定看護師資格取得者数：７名以上 認定看護師資格取得者数：２名 28.6%
４医療機関（５
名）取下げ

549,809,190 217,525,814

②在宅医療推進事業
整理
番号

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

42 小児在宅医療連携事業

在宅で療養する小児患児を支える医
療・福祉・教育の連携体制の強化を
図りながら、多職種による在宅医療
の提供体制を整備に要する費用を補
助する。

地方独立行政法人長野県立こど
も病院、新生病院

3,211,107 1,515,000

多職種による連携体制強化のための研修
会参加者：20名以上
各専門職のスキルアップを目的とした研
修会参加者：80名以上

多職種による連携体制強化のための研修
会参加者：15名
各専門職のスキルアップを目的とした研
修会参加者：189名

75%
236%

43
在宅難病患者コミュニケーション支援
事業

在宅難病患者支援者研修会の実施、
コミュニケーション機器の貸出等

長野県
（県難病相談支援センター）

904,000 642,193
研修会実施回数：2回
参加者：50名

研修会実施回数：４回
参加者：144名

200%
288%

44 在宅歯科医療連携室整備事業
在宅歯科受診希望者に対する診療所
の紹介や在宅歯科医療機器の貸出

長野県 1,764,000 1,764,000 在宅歯科医療機器の貸出件数：50件/年 機器の貸出件数：37件/年 74.0%

45 在宅歯科医療設備整備事業
在宅療養患者用の緊急対応用歯科医
療機器等の設備整備に対する補助

長野県歯科医師会 5,961,600 1,987,000 機器の貸出件数：30件/年 機器の貸出件数：37件/年 123.0%

46
薬剤師を活用した在宅医療推進研修等
事業

薬剤師が在宅医療に関わる上で必要
となるスキルアップ研修会等を実施

長野県薬剤師会 859,379 817,000 研修会参加者数：100名 研修会参加者数：93名 93.0%
参加者が想定を下
回る

12,700,086 6,725,193

小計

小計



③医療従事者確保事業
整理
番号

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

47
信州医師確保総合支援センター運営事
業

信州医師確保総合支援センターの運
営

長野県 28,130,735 28,130,735

キャリア形成プログラムの作成数：１
（H34作成予定）
地域枠卒業医師数に対するキャリア形成
プログラム参加医師数の割合：２割

キャリア形成プログラムの改定について
今年度の医師確保計画の策定過程におい
て検討予定

―
―

48 ドクターバンク事業
ドクターバンクの設置による医師無
料職業紹介等の実施

長野県 4,229,691 4,229,691
ドクターバンク事業の年間成約件数：８
件

ドクターバンク事業の年間成約件数：５
件

75.0%

17名の求職登録が
あったが、就業に
至らないケースが
多かったため

49 医学生修学資金等貸与事業
県内への就業に意欲的な医学生への
修学資金等の貸与

長野県 0 0 新規貸与者数：13名（基金分6名） 新規貸与者数：19名（基金分0名） 146.0%

50
急性心筋梗塞に対する救急診療体制維
持のための医師派遣委託事業

救急診療体制維持のため医師派遣を
信州大学医学部附属病院に委託する
事業への補助

県立木曽病院 0 0 24時間・365日の救急診療体制の確保 ― ― 事業の取下げ

51 産科医等確保支援事業
参加医療機関が行う産科医等に対す
る分娩手当等子宮に要する経費に対
する補助

産科医に手当を支給する病院 247,481,860 36,910,000
手当支給施設数：44施設
手当支給件数：13,400件

手当支給施設数：41施設
手当支給件数：11,592件

93.2%
86.5%

実績が見込みを下
回る

52
長期連休時における精神保健指定医待
機事業

年末年始等長期連休時における精神
保健指定医の待機体制の確保

８保健所（佐久・上田・諏訪・
伊那・飯田・松本・長野・北
信）

552,000 391,000
精神保健指定医による有償待機：延べ16
名以上の確保

精神保健指定医の有償確保：延べ17名 112%

53 薬剤師復職・就職支援事業
地域の病院・薬局等と連携した研修
プログラムや復職・就業支援相談会
の開催

長野県薬剤師会 2,095,588 1,999,000 研修等参加者数：20名 研修等参加者数：18名 90.0%
参加者が見込みを
下回ったため

54 新人看護職員研修指導体制整備事業
新人看護職員が卒後研修を受けられ
る体制を構築する取組に要する経費
を支援

新人看護師研修を実施する医療
機関47施設

33,363,000 28,890,000 研修実施医療機関数；48施設以上 研修実施医療機関数；47施設 97.9% 1医療機関取下げ

55 ナースセンター運営事業
看護職員の再就業の促進や離職防止
等のための相談事業や研修会の開催

長野県 32,161,000 16,307,000

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

ナースバンク新規求職者数：951名
再就職支援研修会受講者数：226名
看護学生向けUIターン事業参加者数：学生
261名、病院等施設　62施設
セカンドキャリア研修会受講者数：107名

135%
150%
87%
107%

UIターン事業参加
者が見込みを下
回った

56 特定行為研修受講支援事業
在宅医療に従事する看護師の特定行
為研修の受講に要する経費（受講
料、旅費）の支援

長野県 2,500,000 4,106,000
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：15名

150.0%

57 助産師支援研修事業
助産師の助産技術向上を目的とした
研修会の開催

長野県
(委託：公益社団法人 長野県看
護協会)

1,097,000 1,097,000 研修会の参加者数：180名 研修会の参加者数：419名 233.0%

58 看護師等養成所運営費補助金
看護師等養成所の運営に要する経費
に対する補助

看護師等養成所11校
（公立校を除く）

142,977,000 140,317,000 補助養成所数：11校 補助養成所数：11校 100.0%

59 看護師等養成所施設整備事業
学校又は養成所（寄宿舎を含む。）
の新築、増改築または改修に要する
工事費・工事請負費に対する補助

小諸看護専門学校 39,282,840 14,040,000
看護師養成所施設整備を行う養成所数：
１養成所

看護師養成所施設整備を行う養成所数：
１養成所

100.0%

60 病院内保育所運営事業補助金
病院内保育所の運営に要する経費に
対する補助

病院内保育所設置の民間立病院
等

68,047,000 36,850,000 事業実施医療機関数：20施設 事業実施医療機関数：15施設 75.0% ５医療機関取下げ

61 医師研究資金貸与事業
県外から即戦力となる医師を確保す
るための研究資金の貸与

長野県 0 0 資金貸与者数１名 資金貸与者数０名 0.0%
貸付希望者が想定
を下回る

62
医療従事者が働きやすい環境整備推進
事業（医師確保）

短時間勤務の導入など、医師の勤務
負担軽減や女性医師の就労支援等に
資する取組を実施する病院を支援

╼ 0 0 事業に取り組む病院数：２病院 事業に取り組む病院数：０病院 0.0%
医療機関からの実
施要望なし

63
医療従事者が働きやすい環境整備推進
事業（看護）

短時間勤務の導入など、医師の勤務
負担軽減や女性医師の就労支援等に
資する取組を実施する病院を支援

╼ 0 0 事業に取り組む病院数：２病院 事業に取り組む病院数：０病院 0.0%
医療機関からの実
施要望なし

601,917,714 313,267,426小計


