
 

 

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（令和元年度医療分） 
 

 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 令和元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） 

H26～30に造成した 

基金の残額活用分 
R1基金活用分 

①病床機能分化・連携推進事業 339,128 149,508 189,629 

②在宅医療推進事業 93,857 91,396 2,461 

③医療従事者確保事業 359,616 61,556 298,060 

合計 792,601 302,460 490,141 

   

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

事業 

区分 
H26 

執行額 

H27 

執行額 

H28 

執行額 

H29 

執行額 

H30 

執行額 

R1 

執行額 
総計(A) 

基金 

造成額(B) 

基金 

残額(B-A) 

① 219,705 481,959 533,697 575,752 338,576 339,128 2,488,817 3,065,123 576,306 

② 106,319 134,193 146,400 147,713 29,997 93,857 658,479 682,131 23,652 

③ 360,143 355,605 444,903 500,141 377,408 359,616 2,397,816 2,734,653 336,837 

合計 686,167 971,757 1,125,000 1,223,606 745,981 792,601 5,545,112 6,481,907 936,795 

 

 

（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 
 

【達成状況】 

入院患者の在宅復帰支援・緩和ケア等に要する病棟整備や、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進めることができた。 

また、がん診療実施医療機関に対する医療機器の整備や、周術期口腔機能管理体制の整備

を目的とした設備整備、医学的リハビリテーションの提供を行う医療機関における医療機器

整備等を通して、医療提供体制の強化が図られた。 
 
② 在宅医療推進事業 

 
【達成状況】 

  診療所を中心に、軽症急性期患者や病院外で療養を行う患者への対応が可能な体制の整

備を進めたほか、退院調整支援員を要請・配置する医療機関への支援や、地域住民及び医

療関係者の在宅医療に関する知識の充実を目的とした研修会実施を支援するなど、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。 

  また、研修会を多職種が参加するものにするなど、関係者間の連携強化を図ることがで

きた。 
 
③ 医療従事者確保事業 

 
【達成状況】 

  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ほか、看護 

職員等の就業に向けた研修を行うなど、医療従事者の確保を進めることができた。 

また、医療機関における医療従事者の負担軽減や、より良い働き方に向けた取り組みの

ほか、勤務環境の改善に資する施設・設備整備に対して補助を行うことにより、医療機関

を支援することができた。 

 

 

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いきたい。 

 

 

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）令和元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 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

浅間南麓こもろ医療センター、
下伊那厚生病院、山田記念朝日
病院、下伊那赤十字病院、北信
総合病院

22,765,263 6,086,000
退院調整（支援）機能を強化する医療機関
の増：１医療機関

退院調整（支援）機能を強化する医療機
関の増：１医療機関

100%

2 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 4,001,000 4,001,000 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：900名 900%

3 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 656,839 564,000 研修会参加者数：100名 研修会参加者数：62名 62.0%
２回開催予定が１
回となったため

4 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 62,425,000 62,425,000

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
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

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：585医療機関
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

97.5%
50.0％

見込みより少な
かったため

5 在宅医療設備整備事業
在宅用透析装置、訪問看護用車両の整
備

篠ノ井総合病院、丸の内訪問看
護ステーション

5,961,018 1,310,000
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

6
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 11,833,800 11,833,800 年間250件以上の相談を受付 延べ相談件数：428件 171.2%

107,642,920 86,219,800

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 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 5,485,000 5,485,000

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：174名
研修責任者研修受講者数：241名
教育担当者研修受講者数：77名
実地指導者研修受講者数：79名

116％
482％
154％
99％

5,485,000 5,485,000

平成28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

8
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 363,286 363,286 研修会実施回数：２回、参加者：50名 研修会実施回数：３回、参加者；96名
150%
100%

9 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 709,050 709,050 研修会参加者数　163　人（昨年比5％増） 研修会参加者数　100名　 61.3%
参加者数が想定を
下回ったため

10 在宅歯科連携室整備事業
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

長野県 1,764,000 1,764,000
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：8件／
年

26.7%
相談件数が予定を
下回ったため

2,836,336 2,836,336

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

11 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 895,000 895,000 専任教員養成講習会受講者30名 専任教員養成講習会申込者13名 43.3%
申込者数が予定を
下回った

12
看護職員等確保対策施設整備事業(勤
務環境改善)

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

相澤病院 1,124,200 281,000
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%

2,019,200 1,176,000

小計

小計

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

13 病床機能分化・連携基盤整備事業
緩和ケア病棟、地域包括ケア病棟の整
備

丸の内病院、諏訪湖畔病院 294,003,700 149,508,000 実施医療機関数：２病院 実施医療機関数：２病院 100.0%

294,003,700 149,508,000

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

14 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

長野県歯科医師会 5,588,000 1,862,000 機器の貸出件数：30件／年 機器の貸出件数：27件／年 90.0%
貸出件数が予定を
下回ったため

5,588,000 1,862,000
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

15 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 3,000,000 3,000,000 資金貸与者数：４名 資金貸与者数：１名 25.0%
要望が想定を下
回ったため

16 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 2,498,490 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：185名 185.0%

17
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

長野中央病院以下３者 2,000,000 1,000,000 補助対象事業に取り組む病院数：６病院 事業実施病院数：３病院 50.0%
実施要望が想定を
下回ったため

18 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

長野県歯科医師会、長野県歯科
衛生士会

1,996,167 1,865,000
高等学校等への説明会実施数：５校
復職支援研修会参加者数：30名

高等学校等への説明会実施数：14校
復職支援研修会参加者数：364名

280%
1213.3%

19 医療従事者救急技能向上支援事業
BLS・ACLS・PALS研修会等の受講支
援

相澤病院、飯田市立病院、長野
市民病院、諏訪赤十字病院、伊
那中央病院、市立大町総合病
院、丸の内病院、県立信州医療
センター

3,044,526 1,265,000 資格取得者数：200人 資格取得者数：120人 60.0%
受講者数が想定を
下回ったため

20 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 2,036,961 2,036,961
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：1回
キャリア別研修会開催１回

20%
100%

災害、感染症発生
により実施回数減

21 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

長野県 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：49名

98.0% 1名、申込辞退

22 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 328,000 328,000 研修会受講者数：80人 研修会受講者数：142名 177.5%

5,498,490 13,741,961

小計

小計

小計



平成30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

23 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
飯田下伊那歯科医師会、上伊那
歯科医師会、安曇野市歯科医師
会、大北歯科医師会

1,441,790 477,907 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

1,441,790 477,907

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

24
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 31,088,194 30,697,194

キャリア形成プログラムの作成数：３件
医師派遣・あっせん数：８件
修学資金貸与医師の勤務配置件数：18件
令和２年度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

キャリア形成プログラムの作成数：３件
医師派遣・あっせん数：７件
修学資金貸与医師の勤務配置件数：27件
令和２年度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

100%
87.5%
150%
100%

25 長野県ドクターバンク事業 医師の無料職業紹介 長野県 4,550,282 4,550,282 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：７
件

87.5%
就業に至るケース
が想定を下回った
ため

26
長期連休時における精神保健指定医確
保事業

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 713,000 713,000
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31名 193.8%

27 特定行為研修受講支援事業 特定行為研修の受講支援
昭和伊南総合病院、丸の内病
院、市立大町総合病院、佐久総
合病院、伊那中央病院

3,548,000 3,548,000
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　10人

100.0%

28
医療的ケア児等の災害時等支援体制構
築時事業

圏域別の医療的ケア児等の実数、必要
な医療的ケア等の実態調査

長野県 581,834 581,834 医療的ケア児等実態調査：10医療圏域 医療的ケア児等実態調査：10医療圏域 100.0%

29
医療的ケア児等の支援医療人材育成事
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 1,063,000 1,063,000 研修受講者数：120人以上 研修受講者数：134人 111.7%

41,544,310 41,153,310

小計

小計



令和元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

30 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

富士見高原病院、諏訪中央病院 17,731,835 5,854,000
地域医療ネットワーク基盤を整備する施設
数：２施設

地域医療ネットワーク基盤を整備した施
設数：２施設

100.0%

31 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、篠ノ井総合病
院、新町病院

135,890,000 34,496,000 事業実施機関数：３病院 事業実施機関数：３病院 100.0%

32 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

県立木曽病院、市立大町総合病
院、信州上田医療センター、国
保依田窪病院

70,289,000 21,225,000 事業実施機関数：５病院 事業実施機関数：４病院 80.0%
要望が想定を下
回ったため

33 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

諏訪中央病院、長野赤十字病
院、丸の内病院

21,120,000 4,638,000
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：29.5件／１か月

295.0%

34 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、健康・医療・介護のレセプトデー
タ等の基礎分析等を実施

長野県 35,420,428 35,420,428
セミナーの開催回数：２回
分析データを活用した調整会議の開催：延
べ40回

セミナーの開催回数：２回
分析データを活用した調整会議の開催：
延べ37回

100%
92.5%

35 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 1,870,104 1,870,104
研修会の開催回数：1回
研修会参加者：150人

研修会の開催回数：1回
研修会参加者：150人

50.0%
100.0%

36 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 372,217 372,217
研修会の開催回数：2回
研修会参加者：100人

研修会の開催回数：1回
研修会参加者：57人

50.0%
57.0%

参加者が想定を下
回ったため

37 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・介護サービス
提供体制モデルの構築

長野県医師会 10,272,847 2,193,000
研修会の開催回数：3回、研修会参加者：
500人

研修会の開催回数：57回、研修会参加
者：2,090人以上

1,900％
418％以上

38 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、長野市医師会、
諏訪市医師会、飯田医師会

7,714,186 5,984,000
研修会の開催回数：10回、研修会参加者：
200人

研修会の開催回数：10回、研修会参加
者：518人以上

100％
259％以上

39
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 536,000 536,000 在宅医療推進協議会の開催回数：１回 在宅医療推進協議会の開催回数：0回 0.0%
新型コロナウイル
ス感染拡大防止の
ため中止

40 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
那歯科医師会、大北歯科医師
会、安曇野市歯科医師会

2,986,100 1,747,000 多職種連携研修会参加者数：180人 研修会参加者数：543人 301%以上

41 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

昭和伊南総合病院、まつもと医
療センター、飯田病院、丸の内
病院、伊那中央病院、長野市民
病院

4,762,800 2,305,000 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：８名 114.3%

42
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 68,281,000 68,281,000
地域医療人材拠点病院の指定数：11病院
地域医療人材拠点病院への医師紹介数：４
人

地域医療人材拠点病院の指定数：11病院
地域医療人材拠点病院への医師紹介数：
１人

100%
25%

拠点病院への医師
の紹介が想定を下
回ったため

43 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 644,623 644,623 地域医療対策協議会の開催回数：４回 地域医療対策協議会の開催回数：５回 125.0%

44
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、県立木曽病院 6,114,000 1,452,000 実施医療機関数：２病院 実施医療機関数：２病院 100.0%

45
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

鹿教湯病院、篠ノ井総合病院 4,170,364 1,345,000 実施医療機関数：２病院 実施医療機関数：２病院 100.0%

46 院内助産所施設・設備整備事業 超音波診断装置の整備に対する助成 丸の内病院 5,400,000 1,257,000 実施医療機関数：1施設 実施医療機関数：1施設 100.0%
300,680,617 189,620,372

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

47 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

長野県栄養士会、長野県理学療
法士会、まつもと医療セン
ター、新生病院、長野赤十字病
院、伊那中央病院、丸の内病院

2,654,883 2,020,000
研修会への参加者：350人
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

研修会への参加者：562人以上
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冊以上

160.6％
60.0％

事業取下げによる
実施医療機関の減

48 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 訪問看護ステーションふじみ 1,406,740 441,000
訪問診療又は訪問看護体制を強化する医療
機関数：１機関

訪問診療又は訪問看護体制を強化する医
療機関数：１機関

100.0%

4,061,623 2,461,000

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

49 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 37,398,000 37,398,000
手当支給施設数：42施設
手当支給件数： 13,365件

手当支給施設数：42施設
手当支給件数： 11,777件

100％
88.1%

分娩件数の合計が
想定を下回ったた
め

50 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 2,072,307 1,757,000 研修参加者数：20名 研修参加者数：22名 110%

51 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

医療機関 242,111,270 28,178,000 研修実施医療機関数：47施設以上 研修実施医療機関数：46施設 97.9%
辞退した施設が
あったため

52 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 30,664,700 14,891,000

ナースバンクの新規登録者数：700人
再就職支援研修会受講者数：150人
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
セカンドキャリア研修会受講者数：100人

ナースバンク求職登録者：940人
再就職支援研修会受講者：134人
看護学生向けUIターン事業：開催中止
セカンドキャリア研修会受講者：96人

134.2%
89.3%

0%
96%

台風災害や感染症
の影響により一部
事業の開催中止あ
り

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 903,880 903,880 研修会の参加者数：180人 研修会の参加者数：延べ389人 216.1%

54 看護職員専門分野研修事業 認定看護師養成講座の運営経費 長野県 2,940,000 2,940,000 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：24人 96.0%

55 保健師専門研修
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

長野県 118,970 118,970
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2回開催 100.0%

56 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 県内看護師等養成所 1,246,920,283 139,518,000 補助養成所数：11校 補助養成所数：11校 100%

57 看護師等養成所施設整備事業補助金
看護師等養成所の施設整備に対する支
援

松本市医師会、諏訪市医師会、
小諸北佐久医師会

1,421,177,600 15,955,000
看護師等養成所施設整備を行う養成所数：
2養成所以上

看護師等養成所施設整備を行う養成所
数：3養成所

150.0%

58
医療従事者勤務環境改善支援センター
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

長野県 3,093,319 3,081,625
センター支援により勤務環境改善計画を新
たに策定する医療機関数：２病院

センター支援により勤務環境改善計画を
新たに策定する医療機関数：０病院

0.0%
想定より策定に時
間を要したため

59 病院内保育所運営事業補助金 病院内保育所の運営費に対する支援 医療機関 819,170,147 37,931,000 事業実施医療機関数：37施設 事業実施医療機関数：37施設 100.0%

60
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

飯田市立病院、諏訪赤十字病
院、藤森病院、丸の内病院、市
立大町総合病院、丸の内病院、
飯田市立病院

20,374,000 6,697,000 整備を行う施設数：５医療機関 整備を行う施設数：５医療機関 100.0%

61 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 8,690,000 8,690,000
電話相談対応件数：6,232件
電話相談に納得した割合： 96.1％以上

電話相談対応件数：9,415件
電話相談に納得した割合： 98.7％以上

151.1%
100%

3,835,634,476 298,059,475小計


