
備考欄　①：新規、②：拡充、③：継続
※小計の備考欄には事業数を記載

（単位：千円）

事業区分 担当課 事業名 概要 実施団体 予算額（案） 備考

脳卒中地域連携クリティカル
パス推進事業

脳卒中地域連携クリティカルパス普及促進に向けた会議・研修を
行う熊本県医師会等に対する助成

県医師会
郡市医師会
脳卒中急性期
拠点医療機関

1,200 ③

地域医療等情報ネットワーク
基盤整備事業

くまもとメディカルネットワークの構築を行う熊本県医師会に対
する助成等

県医師会 322,917 ②

[不足病床機能転換施設・設備整備事業]
不足する病床機能に転換する医療機関が実施する施設又は設備整
備に対する助成

医療機関 365,099 ②

[回復期病床機能強化事業]
①回復期機能を有する医療機関が実施する医療機器等の整備に対
する助成
②回復期機能を有する医療機関の医療従事者に対して研修を実施
する団体等に対する助成

①医療機関
②関係団体

36,000 ②

がん診療施設設備整備事業
がん診療機能の拡充のための設備整備を行う医療機関に対する助
成

医療機関 48,283 ③

がん診療施設施設整備事業
がん診療機能の拡充のための診療施設（診療棟等)の整備を行う
医療機関に対する助成

医療機関 37,374 ③

810,873 6

「熊本モデル」若年性認知症
対応力向上支援事業

[若年性認知症の人を支える医療・介護等連携促進支援事業]
医療・介護等のワーキングチームによる認知症ケアパスの作成・
普及をとおした医療・介護等の連携促進に対する助成

熊本県老人福
祉施設協議会

1,250 ①

[県在宅医療センター事業]
県医師会に在宅医療センターを設置し、在宅医療の提供基盤の強
化を図る事業に対する経費

県医師会 4,847 ①

[地域在宅医療センター事業]
各地域医療機関等に在宅医療センターを設置し、在宅医療の提供
基盤の強化を図る事業に対する経費

医療機関等 15,289 ①

精神科病院による一般病院
認知症対応力向上支援事業

[精神科病院による一般病院認知症対応力向上支援事業]
一般科病院に対し、認知症対応技術、退院時の助言等を行う活動
等への助成

県精神科協
会

10,100 ①

「熊本モデル」認知症疾患医
療機能強化事業

[認知症専門医養成事業]
高い専門性を有する認知症医療職を養成し、今後の認知症高齢者
の増加に対応できる体制を整えるため、認知症専門医の養成コー
スの設置・運営等に対する助成

熊本大学
医学部附属
病院

20,000 ①

[訪問看護ステーションアドバイザー派遣事業]
訪問看護ステーションへのアドバイザー派遣を行う事業に対する
助成

九州看護福
祉
大学

1,868 ③

[訪問看護師等人材育成事業]
訪問看護師等の人材育成を行う事業に対する助成

九州看護福
祉
大学

11,825 ③

[訪問看護サービス相談対応強化事業]
看護協会の訪問看護ステーションサポートセンター運営等への助
成

県看護協会 7,150 ③

自立支援型ケアマネジメント
多職種人材育成事業

[在宅歯科診療従事者研修事業]
医療、介護の多職種の専門職の自立支援志向を高めるとともに、
スキルに関する人材育成やネットワークの充実強化を図ることを
目的に、在宅歯科医療従事者の人材育成を行う事業に対する助
成。

県歯科医師
会

2,435 ③

在宅医療連携推進事業
在宅医療を担う医療・介護等の関係機関の連携体制構築及び人材
育成に要する経費

県 4,972 ③

在宅歯科診療器材整備事業
訪問歯科診療の更なる充実に向けた在宅療養支援歯科診療所の訪
問診療器材の整備に対する助成

歯科診療所
等

5,969 ①

在宅歯科医療連携室整備事
業

在宅歯科診療を推進するため、熊本県歯科医師会が設置する在宅
歯科連携室の運営に対する助成

県歯科医師
会

1,228 ③

障がい者支援課
重度障がい者居宅生活支援
事業

[医療型短期入所事業所等設置支援事業]
在宅で重度障がい児（者）の介護を行っている家族のレスパイト
ケアを図るため、居宅サービスや医療的ケアを行う事業所の設置
運営に対する助成

医療法人等 11,262 ③

小児医療対策事業
[小児訪問看護ステーション機能強化事業]
小児訪問看護ステーションの相談窓口の開設、技術的支援、研修
開催に要する経費

県 4,500 ③

熊本県小児在宅医療支援セ
ンター運営事業

[小児在宅医療支援センター運営事業]
県内の小児在宅医療推進の中核となる「熊本大学医学部附属病院
小児在宅医療支援センター」の運営等に対する助成

熊本大学
医学部附属
病院

36,173 ③

在宅訪問薬局支援体制強化
事業

地域単位で在宅医療を推進するための環境整備を目指し、熊本県
薬剤師会が実施する在宅訪問支援体制強化事業等に対する助成

県薬剤師会 13,685 ③

152,553 16

医療政策課

健康づくり
推進課

認知症対策・
地域ケア推進課

医療政策課

H30年度地域医療介護総合確保基金（医療分）予定事業一覧

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

事業区分１　小計

病床機能転換・強化事業

在宅医療センター事業

訪問看護ステーション等経
営強化支援事業

２：居宅等
における
医療の提
供

事業区分２　小計

（※各事業の事業区分は今後変更の可能性あり）
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備考欄　①：新規、②：拡充、③：継続
※小計の備考欄には事業数を記載

（単位：千円）

事業区分 担当課 事業名 概要 実施団体 予算額（案） 備考

災害医療体制整備事業
[災害医療研修強化事業]
医療救護現地対策室活動訓練を行う熊本赤十字病院に対する助成、
地域災害医療コーディネーター技能維持研修に要する経費

県
基幹災害拠点
病院

2,792 ③

[小児救急電話相談事業]
夜間・休日に子どもが発病した場合の応急処置や保護者の不安解消を
目的とした、電話相談事業の運営に要する経費

県 20,196 ③

[小児救急医療拠点病院運営事業]
入院加療が必要な小児救急患者に対処する小児救急医療拠点病院の
運営に対する助成

小児救急医療
拠点病院

50,000 ③

[医師修学資金貸与事業]
将来、熊本県の地域医療に貢献する意思のある医学部の学生に対
する修学資金の貸与

県 84,943 ③

[寄附講座開設事業]
〇地域医療・総合診療実践学寄附講座開設事業
地域医療に関する卒前からの継続的な教育、総合診療（専門）医
の育成、地域の医療機関における診療支援、並びにこれらに関連
する研究に対する寄附金
〇専門医療実践学寄附講座開設事業
医師が不足する地域の中核的な役割を果たす医療機関への医師派
遣、医師修学資金貸与医師への支援、専門診療の在り方に関連す
る研究に対する寄附金

熊本大学 170,000 ③

[地域医療支援センター事業（運営）]
県内の医師不足の状況等を把握・分析し、地域医療に従事する医
師のキャリア形成支援と一体的に、医師不足医療機関の医師確保
の支援等を行う「熊本県地域医療支援センター」の運営に要する
経費

県 46,962 ③

[熊本県医療対策協議会の運営]
本県の地域における医療従事者の確保並びに必要とされる医療の
確保に関する総合的な施策について協議・検討する熊本県医療対
策協議会の運営や関係者間との調整に要する経費

県 2,723 ③

[地域医療支援センター事業（臨床研修医確保対策）]
臨床研修医の指導を行う指導医養成による臨床研修体制の充実、
臨床研修病院合同説明会等におけるＰＲ活動に要する経費

県 10,691 ③

[産科医等育成・確保支援事業]
分娩取扱医療機関による産科医等への分娩手当等の支給に対する
助成

分娩医療機関 41,476 ③

[産科医等育成・確保支援事業]
医療機関による産科を選択する医師への研修医手当等の支給に対
する助成

熊本大学
医学部附属
病院

1,400 ③

[新生児医療担当医（新生児科医）確保事業]
ＮＩＣＵ医療機関による新生児担当医手当等の支給に対する助成

NICU医療機
関

3,050 ③

[地域医療支援センター事業（女性医師支援事業）]
・結婚・出産等のハードルを抱える女性医師への情報の集積と発
信など、就職継続のための支援に要する経費
・復職支援コーディネーターの配置、復職支援に関する相談体制
の充実等に要する経費

県 9,780 ③

[地域医療支援センター事業（地域医療研修連絡調整部会）]
地域医療に対する理解を深め、専門的な診療能力に加え幅広い視
野と総合的な診療能力を身に付けた医師を養成するための研修シ
ステムの運営に要する経費

県 314 ③

[総合診療専門医育成支援設備整備事業]
総合診療専門医育成のために熊本大学が基幹型臨床研修病院等と
行う症例カンファレンスの促進を支援するための設備整備に対す
る助成

医療機関 2,000 ③

[通勤困難医療従事者支援事業]
被災による幹線道路の不通等の影響により、通勤・帰宅が困難と
なった医療従事者に係る宿泊費の一部を負担する阿蘇医療圏の医
療機関に対する助成

阿蘇地域の
医療機関

750 ③

医療勤務環境改善支援セン
ター事業

医療勤務環境改善センターの運営に要する経費 県 12,514 ③

地域医療支援センター事業
（医師確保・Drバンク広報事
業）

[医師確保・Ｄｒバンク広報事業]
①県内の臨床研修病院に関する紹介パンフレット及び広報用グッ
ズの作成、地域医療の専用ホームページの運営に要する経費
②県ドクターバンクのあっ旋により、へき地の公立医療機関に新
たに勤務する医師に報奨金を支給する市町村に対する助成

①県
②市町村

8,510 ②

医科歯科病診連携推進事業
（回復期）

回復期病院における医科・歯科連携を推進するための連携協議会の設
置、歯科医師等を対象とした研修等の実施に要する経費

県 2,026 ③

看護師養成所等運営費補助
事業

看護師等養成所の運営に対する助成
看護師等養成
所

226,632 ③

小児医療対策事業

医師確保総合対策事業

４：医療従
事者の確
保

医療政策課
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備考欄　①：新規、②：拡充、③：継続
※小計の備考欄には事業数を記載

（単位：千円）

事業区分 担当課 事業名 概要 実施団体 予算額（案） 備考

[ナースセンター事業]
無料職業紹介、看護職員の需要調査及び離職調査、就労相談を行う
ナースセンターの運営に要する経費

県 16,288 ②

[在宅看護に係る認定看護師等養成支援事業]
在宅医療に係る認定看護師等の資格取得に必要な入学金､授業料､実
習費及び教材費に対する助成

医療機関 18,530 ③

[潜在看護職員等再就業支援研修事業]
県内潜在看護職員の掘り起し及び再就業支援のために行う研修会の
実施に要する経費

県 9,990 ③

[病院内保育所運営事業]
病院内保育所の運営に必要な給与費に対する助成

医療機関 84,381 ③

[医療従事者宿舎施設整備事業]
医療従事者の確保及び定着を促進するための宿舎の個室整備に対す
る助成

医療機関 37,306 ③

[新人看護職員研修事業]
①新人看護職員研修を実施する病院等の研修責任者等を対象とした
研修に要する経費
②他医療機関からの新人看護職員等を受入れて研修を実施する医療
機関に対する助成

①県
②医療機関

6,994 ③

[看護教員等養成・研修事業]
看護師等学校養成所の専任教員等を対象とした研修会及び実習施設
の指導者を対象とした講習会の開催に要する経費

県 3,712 ③

[医療従事者勤務環境改善施設・設備整備事業]
医療従事者が働きやすい合理的な病棟づくりのため行う施設整備及び
医療従事者の業務省力化につながる設備整備に対する助成

医療機関 10,676 ③

[医療依存度の高い患者の在宅療養に関わる看護職支援事業]
急性期から在宅療養を目的に移行した医療依存度の高い患者に係る
医療機関や訪問看護ステーションに従事する看護職の支援に要する経
費に対する助成
①地域の看護職を対象とした相談支援システムの運用
②訪問看護師からの実地による技術指導・助言の要望に応じた訪問支
援
③地域の看護職を対象とした在宅療養教育研修の実施

熊本大学医学
部附属病院

3,000 ①

[圏域における看護職員継続教育推進事業]
県内の各医療圏域の看護職員の資質向上を目的とした、地域の課題
に応じた検討会の開催や研修等の実施に要する経費

県 556 ③

[看護師等修学資金貸与事業]
看護師等学校養成所の在学者に対する修学資金

県 28,548 ③

[看護学生の県内定着促進事業]
県内の看護師等学校養成所が行う看護学生の県内定着促進に係る取
組みに対する助成

看護師等
学校養成所

3,000 ③

[高校生の一日看護体験・看護学生体験等を通じた啓発事業]
高校生を対象とした一日看護体験、中高生への看護職による出前講
座、進路指導担当者向け説明会等の実施に要する経費

県 1,860 ①

医科歯科病診連携推進事業
（がん診療）

がん診療における医科・歯科病診連携を推進するため、医科・歯科
連携協議会の開催や歯科医師、歯科衛生士を対象とした研修会に
要する経費

県 1,086 ③

がん緩和ケア提供体制整備
事業

がん緩和ケアの推進を図るためのがん緩和ケアに関する専門医や臨
床心理士の育成及び体制整備に対する助成

熊本大学
医学部附属
病院

23,000 ③

がん相談機能向上事業
がん患者等の療養生活の向上を図るため、がん相談員の研修、拠点
病院等のピアサポート体制の支援・充実、がん相談支援センターの周
知啓発、地域連携クリティカルパスの円滑な運用等に要する経費

県 24,011 ③

糖尿病医療の均てん化・ネッ
トワーク支援事業

糖尿病に関する適切な医療提供のための医療スタッフの養成及び保健
医療連携体制の整備に対する助成

熊本大学
医学部附属
病院

13,003 ③

神経難病診療体制構築事業

医師・看護師・介護福祉士・理学療法士等を対象とした神経難病専門
医療従事者の育成・認定、神経難病リハビリテーションコースの設
定、インターネットシステムによる神経難病取扱い病院の連携構
築、市民への講習会等の開催経費等に対する助成

熊本大学
医学部附属
病院

26,000 ③

薬務衛生課
移植医療を担当する専門職
の確保、維持、育成事業

[移植医療専門職確保等事業]
ＨＬＡ検査の実施及びＨＬＡ検査技師の後任者育成に対する助成
※ＨＬＡ検査：臓器移植の拒絶反応の有無を判定する検査

熊本大学
医学部附属
病院

6,000 ③

1,014,700 38

1,978,126 60

1 810,873 6

2 152,553 16

4 1,014,700 38

合計

区分ごとの内訳

看護学生の県内定着促進事
業

看護職員確保総合推進事業

事業区分４　小計

健康づくり
推進課

医療政策課

４：医療従
事者の確
保

【参考】     全体に占める各事業区分の割合 

          事業区分１ 41.0％ 

          事業区分２   7.7％ 

          事業区分４ 51.3％ 
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