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地 域 医 療 再 生 計 画 

（救急医療体制の確保・在宅医療の充実等に重点化） 

過疎・高齢化地域の住民が安全・安心を実感できる医療体制を確保し、 

～暖かみのある”ぬくもり２次医療圏“を創出～ 

 

Ⅰ 対象とする地域 

 ・ 本地域医療再生計画は、峡南医療圏を中心とした地域を対象とする。 

    本県峡南医療圏は、県の南部に位置し、市川三郷町、増穂町、鰍沢町、早川町、

身延町、南部町の計６町により構成し、面積１，０５９平方キロメートル（県全体

の２５．５％）、人口６万３千人余（県全体の７．２％）を有し、南北に長く山間

部を多く抱えた地域である。 

    圏内には、６つの病院（圏域北部に位置する３病院：社会保険鰍沢病院 158 床、

市川三郷町立病院 100床、（医）峡南病院 40床、圏域中南部に位置する３病院：一

部事務組合立飯富病院 87床、（財）身延山病院 80床、（医）しもべ病院 94床（全

て療養病床））と２０の開業医による診療所、１８の自治体立診療所がある。 

 

  ・ 医療施設に従事する医師数は、人口１０万人当たり１０８．１人（平成１８年１

２月現在：医師・歯科医師・薬剤師調査）であり、本県平均１９２．６人及び全国

平均２０６．３人を大きく下回っている。 

     近年においても、医師の引き上げ等により病院の診療科の閉鎖・縮小が相次ぎ、

また圏域最大の病院である社会保険鰍沢病院に常勤の内科医が不在となるなど、基

本的な医療提供体制、救急医療体制の早急な立て直しが求められている。 

 

 ・ 併せて、本医療圏は県下で最も高齢化・過疎化が進行している地域であることか

ら、訪問診療など在宅医療に対する需要が高く、これに応える体制の充実策を講ず

る必要がある。 

 

 ・ 救急をはじめとした医療提供体制の立て直しと在宅医療の充実の必要性が県下で

最も高い医療圏であることから、本医療圏を地域医療再生計画の対象地域としたと

ころである。 

 

Ⅱ 地域医療再生計画の期間 

   本地域医療再生計画は、平成２２年１月８日から平成２５年度末までの期間を対

象として定めるものとする。 

山梨県：峡南医療圏 
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Ⅲ 現状の分析 

 １ 基本的医療提供体制 

（１） 本医療圏内の住民が入院の際、どの地域の医療機関で入院治療を受けたかを

見ると住民のおよそ半数（４９％）は他の医療圏の医療機関に入院している。

（平成２０年５月レセプトデータ） 

 

  （２） 更に全入院診療から精神・リハビリ・高度特殊医療を受けるための入院を除

いた一般的な入院治療について見ても３１％の住民は他の医療圏の医療機関に

入院しており、この割合は他の医療圏と比べて最も高い。 

 

  （３） 本医療圏内の６病院の病床利用率（平成２０年度）は、 

         （北部） 

           社会保険鰍沢病院            ５１．１％ 

           市川三郷町立病院          ５８．５％ 

           （医）峡南病院                 ７３．２％ 

         （中南部） 

           一部事務組合立飯富病院          ８７．７％ 

           （財）身延山病院               ９０．０％ 

           （医）しもべ病院（全て療養病床）  ９４．６％  

        となっており、医師不足で入院患者を受け入れられない北部の３病院と社会的

入院が多い中南部の３病院とに分けられる。 

 

（４） 本医療圏内で最大規模の病床を持つ社会保険鰍沢病院は、内科の常勤医師不

在のため、現在内科の入院を受け付けていない。 

 

２ 救急医療体制 

  （１） 本医療圏の救急医療体制は、初期救急が在宅当番医制により休日の昼間のみ

実施。縦長の圏域を北部・中部・南部の３箇所で実施しているが初期救急の当

番に病院が参加して成り立っている状態である。 

 

  （２） 二次救急医療体制は、社会保険鰍沢病院、市川三郷町立病院、峡南病院、一

部事務組合立飯富病院、身延山病院の５病院による各日２当番病院の輪番制で

対応している。 

 

 （３） 三次救急医療体制については、救命救急センターが圏域内にはなく重篤な患
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者は、県内唯一の救命救急センターがある県立中央病院又は同等の高度な医療

提供が可能な山梨大学医学部付属病院へ搬送されている。 

 

（４）  平成２０年の救急搬送人数は２，０１３人であるが、このうち本医療圏内の

病院に搬送された者は１，３７９人（自地域内への搬送割合：６８．５％）で

あり、県外を含む圏域外の医療機関に搬送される割合が高い。（平成２０年消

防年報） 

また、通報から病院収容までの時間が平均４０．７分と県平均３４．１分を

大きく上回っている。 

 

 ３ 小児救急医療体制 

 （１） 本県の小児初期救急医療体制については、小児科医が不足している状況の中

で、全県の小児科開業医及び病院勤務小児科医が交替で出務するセンター方式

により確保されている。平成１７年３月に甲府市内に開設され、本医療圏はじ

め県内各地から小児患者が受診している。 

 

  （２） 患者の専門医志向や感染症の流行により、同センターを利用する患者は年々

増加しているが、反面、施設が手狭になっており、また感染症対応の診察室及

び待合室が未整備の状況である。 

     小児初期救急医療センター（平成１７年３月～） 

             Ｈ１９患者数：１７，８７３人 

      Ｈ２０患者数：１８，８６１人 

 

４ へき地・在宅医療体制 

（１） 峡南医療圏における高齢化率は３１．２％（平成１７年国勢調査）であり、

県下で最も高齢化・過疎化が進行している地域である。 

         このため、巡回診療等のへき地医療に加え、訪問診療など在宅医療に対する

ニーズが高くなっている。 

 

  （２） 巡回診療は、へき地拠点病院である飯富病院と市川三郷町立病院の２病院で

行っている。 

       飯富病院では、１地区の巡回診療を行っており、併せて圏域内の過疎集落に

１２の出張診療所を設け、医師が定期的に診療所に赴き、病院への通院が困難

な患者を対象に診療を行っている。市川三郷町立病院では、２地区で巡回診療

を行っている。 
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     平成２０年度の診療実績は、飯富病院が延べ６０４日、７，６１７人、市川

三郷町立病院は、延べ９９日、５１１人であった。 

 

  （３） 訪問診療は、圏域内で飯富病院、身延山病院と峡南病院の３病院で行ってい

る。 

       主に加齢に伴う総合的な疾患、脳卒中の後遺症を抱える患者などを対象に、 

平成２０年度には飯富病院では延べ５８０人、身延山病院は延べ５００人、峡 

南病院は延べ３４０人に対し訪問診療を行った。 

         なお、在宅医療に関する国庫補助事業を採択している峡南病院の場合を例に

とると、訪問診療の回数は平成１８年度：２１３回、平成１９年度：２２８回、

平成２０年度：３４０回と近年増加傾向にある。 

 

  （４） 在宅療養支援診療所については、現在県内で４６の診療所が届け出をしてい 

るが、本医療圏内では届け出をしている診療所はない。 

 

  （５） 訪問看護ステーションは本医療圏内に８箇所と他の医療圏と比較して人口割

りでは多い。本医療圏は在宅医療を行っている病院が多いことから、関係機関

間の連携等が重要である。 

 

５ 医療従事者数 

（１）  平成１８年度における本医療圏内の医療施設従事医師数は６７人であ   

り、平成１４年度の７７人から１０人減少した。更に、人口１０万人当たり

では１０８．１人であり、県平均の１９２．６人を大きく下回り県下最低で

ある。 

 

 （２） 平成１４年度における本県の医療施設従事医師数は、人口１０万人当たり 

１８７．４人であり、平成１８年度の医師数は当時と比較して約３％増加して

いる。 

         一方、平成１４年度における本医療圏内の従事医師数は、人口１０万人当た

り１１７．２人であり、平成１８年度の医師数は当時と比較して逆に約８％減

少している。 

 

  （３） 本医療圏の平成１８年度の診療科別医師数は、内科３０人、外科１３人、整

形外科８人、泌尿器科４人などであり、平成１４年度と比較して内科系医師が

７人減少している。 
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  （４） 各病院における平成２１年９月現在の常勤医師数は次のとおりであり、全て

の病院で１桁台の状況である。 

         社会保険鰍沢病院          ７名 

     市川三郷町立病院                    ７名 

         峡南病院                            ２名 

         一部事務組合立飯富病院              ６名 

         身延山病院                          ８名 

     しもべ病院                          ２名 

 

  （５） 本医療圏内の看護師数は、人口１０万人当たり５４７．８人で、県平均６８

６人を下回っている。また、准看護師は同２３５人であり、これも県平均２６

７人を下回っている。（平成２０年１２月県調査） 

 

Ⅳ 課題 

 

 

【医療提供体制が脆弱】 

・  医療機関、人的医療資源が少ないことから基本的な医療提供体制が脆弱である。 

加えて、比較的近い場所に同規模・同種の病院があり、それぞれが医師不足を抱え

ているなど効率的な医療提供体制が組まれていない。 

    医師をはじめ、地域の医療に従事する人材の確保・定着が必要である。 

 

【救急の自圏域内の受け入れが困難】 

・  救急についても、医師数が少ない中で体制を組んでいるが、専門外であることを理

由に搬送受け入れができない事が多く、搬送先を探すのに苦労して結果的に搬送先到

着までの時間がかかる原因のひとつとなっている。 

   安定的に救急患者を受け入れられる体制が必要である。 

 

【高齢化・過疎化が進行し、在宅医療のニーズが増大】 

・  これまでも、在宅医療に取り組んできているが、高齢化・過疎化の進行に合わせて、

在宅医療提供体制の更なる充実を図る必要がある。 

 

 

１ 基本的医療提供体制 

（１） 診療所数も少なく、また開業医の高齢化も進んでおり、病院が担う役割が大き
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いと考えられるが、各病院における診療科ごとの常勤医師数が少なく、圏域内最

大の病床数を持ちながら内科医のいない病院もあるなど、基本的な医療提供体制

が脆弱である。 

    こうした体制の脆弱さが入院の必要な患者が圏内で入院治療を受けられない原

因となったり、救急の受け入れにも影響していると考えられる。 

        また、必然的に当直回数が多くなるなど、医師の疲弊を招いている。 

 

（２） 比較的近い場所に同規模、同種の病院があることから、これらの医療機関同士 

が連携し、医療資源を集約化する等少ない医療資源を効果的に活用できる医療提

供体制を構築する必要がある。 

 

２ 救急医療体制 

（１） 開業診療所が少なく、初期救急（在宅当番）が休日の昼間のみとなっており、

平日及び休日の夜間は軽症患者も二次の輪番病院で受診することとなり本来対応

すべき救急患者の対応に支障を来している。  

 

（２） 二次救急の患者については、医師数が少ないため専門外の医師が当直せざるを

得なく、他の医療圏に搬送されるケースが多いと考えられる。また、圏域外に搬

送される場合であっても、搬送先の決定に時間がかかることが、救急搬送に時間

を要していることの原因の一つとなっている。 

 

（３） 三次救急については、圏外の救命救急センター若しくは同等の機能を持つ病院

に搬送しなければならないが、山間へき地を抱える圏域中南部からの搬送は１時

間近く要する。この時間短縮を図る必要がある。 

 

３ 小児救急医療体制 

（１） 甲府の小児初期救急医療センターは、既存の施設を利用しているため、はしか

等の感染症や昨今の新型インフルエンザへの対応に苦慮している状況であり、さ

らに診療室や待合室の不足などにより患者対応が十分できていない。 

        本医療圏では、小児の感染症患者が発生した場合、甲府のセンターに頼らざる

を得ない状況であるため、同センターに必要な整備を図る必要がある。 

 

４ 在宅医療体制 

（１） これまでも在宅医療に取り組んでおり、県内における在宅医療の先進地である

が、高齢化と過疎化の進行に合わせて、これまで以上に在宅で診療を受けるニー
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ズが高まると考えられるため、在宅医療をより充実していく必要がある。 

（２） 医師が不足している現状を踏まえると、在宅医療を志す医療従事者の確保・育

成を図るとともに、効率的に在宅医療が提供できるよう、ＩＴ機器等の整備を進

めることが求められている。 

 

５ 医療従事者 

（１） 県全体での医師確保が重要な課題となっている中、山梨大学を対象にした医師

修学資金制度を創設し医師確保に努めているが、更に、県外大学から医師を獲得

するための新たな医師修学資金制度の導入が必要である。 

 

Ⅴ 目標 

 

 

過疎・高齢化地域の住民が安全・安心を実感できる医療体制を確保し、暖かみのある 

”ぬくもり２次医療圏”を創出する。 

 

【医療機関の共同経営化や連携の推進】 

・ 圏域内の病院の共同経営化や連携を図り、限られた医療資源を集約化して地域医療

の核となる病院を創り出し、基本的な医療提供体制をより強固なものとする。 

・ 救急についても、地域医療の核となる病院で実施し、救急患者自圏内受け入れを増

加させる。 

・ 併せてこれらの機能の向上を図る。 

 

【近接する中北医療圏による補完機能の充実】 

・ 圏域内で受け入れられない傷病の種類とその場合確実に受け入れる搬送先を隣接す

る医療圏との間で予め定めておく。これにより、救急搬送について時間短縮を図る。 

 

【在宅医療のモデル地区化】 

・ 在宅医療のモデル地区として、在宅医療関係機関の間での、医療の調整等を行う「在

宅医療支援センターの設置」や在宅医療をはじめとする地域医療に従事する者の育成、

及びＩＴの活用等、様々な方策を行い、ニーズに対応した在宅医療を提供する。 

 

 

１ 基本的医療提供体制 

（１） 圏域北部に位置する圏域最大の病院である社会保険鰍沢病院と近隣にある市川
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三郷町立病院との共同経営又は連携等により、医療資源の集約化を図って圏域北

部の核となる病院とする。 

 

（２） 圏域中南部に位置する同規模・同種の病院である一部事務組合立飯富病院と身

延山病院との実質的な連携、医療資源の集約化を図り、地域医療の拠点となる病

院とする。 

 

（３） これにより、圏域内の住民が一般的な入院治療を圏域内で受ける割合を平成 

２５年度までに県平均の７５％とする。（平成２０年度：６９％） 

 

２ 救急医療体制 

（１） 救急の受け入れは、共同経営化や連携等による２病院で行うこととし、これに

より他の医療圏への救急患者搬送の割合を平成２５年までに県平均の２０％まで

引き下げる。（平成２０年：３２％） 

 

（２） 圏域内で対応できない救急患者について、近接する中北医療圏に補完機能を求

め、あらかじめ疾病別・病態別に搬送先を選定し、搬送先決定までの時間を短縮

させる。併せて、搬送方法の改善を図るとともに、搬送先に選定された病院の設

備を充実させる。 

    これにより、救急隊が通報を受けてから病院に収容するまでの時間を平成２５

年までに県平均の３４分に短縮させる。（平成２０年：４１分） 

 

３ 小児救急医療体制 

（１）  はしか等の感染症や昨今の新型インフルエンザへの患者対応が困難となって

いる甲府の小児初期救急医療センターについては、患者が安心して適切な診療

を受けられる施設として整備する。 

 

４ 在宅医療体制の充実 

（１） 在宅患者の生体データを端末により地域医療の拠点となる病院に送信できるシ

ステムを導入し、適切な時期に適切な医療が受けられる体制を構築する。 

         また、異常データ検出時に表情が確認できるテレビ電話のレンタルを実現す

る。 

 

 （２） 圏域内における在宅医療を支援・調整する機能を持つ拠点として、在宅医療支

援センターを病院内に設置する。 
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（３） 当圏域をモデルとして地域医療に携わる医師、看護師等の育成研修プログラム

を作成・実施し、地域医療を志す医療従事者を３名以上育成する。 

 

５ 医療従事者の確保 

（１） 本医療圏において、地域医療に従事する医師を確保するため、大学に寄附講座

を設置することにより、指導医及び研修医を確保する。 

 

（２） 恒常的な医師不足に対応するため、県内唯一の医師養成期間である山梨大学医 

学部の地域枠設定や医師修学資金貸与制度により、本県内で一定期間勤務するこ

とが確実な医師を平成２５年度末までの間に２００人確保する。 

 

（３） 更に北里大学に地域医療医師確保枠を設定して、現行の医師修学資金貸与制度

を拡充することにより、本県内で一定期間勤務することが確実な医師を確保す

る。 

 

Ⅵ 目標達成のための具体的な施策実施内容 

 

 １ 県全体で取り組む事業 

 

（１）医学部生に対する奨学金の貸与 

     本県には、唯一の医師養成機関である山梨大学医学部があり、平成１９年度には 

定員１００名であったが、緊急医師確保対策に基づき平成２０年度には１１０名に、 

また平成２１年度には１２０名に増員している。 

    定員増に当たっては、平成２０年度には県内の高校卒業者を対象に将来本県医療 

に従事することを条件にした地域枠の設定を行い、加えて２１年度には、全国の高 

校に対象を広げた地域枠Ⅱ（全国版）５名を設定したところである。 

    こうした定員増に対応し、県は医学部生等に対する修学資金の貸与制度（最大 

６０名の貸与枠）を創設し、山梨大学医学部地域枠入学者には貸与を必須としてい 

る。 

      毎年度の貸与枠は１００％利用されており、現在２５１名（平成２１年度実績） 

に貸与している。 

     なお、山梨大学医学部医学科は、平成２２年度より入学定員を５名増員（合計 

１２５名）する予定であり、入学者に対し、県の医学部生等に対する修学資金の貸

与制度の利用を推奨することとしている。 

 



 10 

・平成２１年度～ 

    ・事業費   ３，９０４，６２０千円 

   （県費負担分 ３，９０４，６２０千円） 

 

      今回更に、北里大学に地域医療医師確保枠を設定し、将来山梨で医療に従事する 

事を条件に２名枠の修学資金の貸与制度を新たに設け、将来にわたる持続的な医師 

確保を目指すこととする。 

      貸付枠の利用率 90%以上を目指す。   

 

    ・平成２２年度～ 

    ・事業費総額 １８７，２００千円 

   （基金負担分 ３１，２００千円、県費負担分１５６，０００千円） 

 

（２）救急医療情報システムの整備 

      現在本県では平成２４年度を目指し、消防本部の一元化を進めている。これが実 

現すれば救急搬送に係る指令も一元化されることになり現在使用している救急医療 

情報システムの改修が必要となる。 

      また、消防法の改正に伴い傷病の状況に応じた救急患者の搬送の実施基準を定め 

る必要があり、この実施基準を反映したシステムとする。 

 

    ・事業期間 平成２３年度～ 

    ・事業費 ２００，０００千円  

   （基金負担分 ２００，０００千円）  

 

（３）小児救急医療体制の機能強化 

     甲府の小児初期救急医療センターが、インフルエンザ等感染症の患者をスムーズ 

に受け入れ、また大規模地震時においても安心して患者を受け入れられるための体 

制を確保するための機能の強化に対し整備を行う。 

 

    ・事業期間 平成２５年度 

    ・事業費   ２００，０００千円 

  （基金負担分 ２００，０００千円  

 

（４）在宅歯科診療講習会の実施 

      これまで提供されてこなかった歯科の在宅診療を実施できる体制の整備を図る。 
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    具体的には、在宅歯科診療に係る知識や技能を習得させる講習会を本県内で開催し、 

在宅歯科に従事することが可能な歯科医師の確保を図る。 

 

    ・事業期間   平成２２年度～２５年度 

    ・事業費 １２，０００千円 

   （基金負担分 １２，０００千円）   

 

２ 二次医療圏で取り組む事業 

 

  【医療機関の共同経営や連携の推進】 

 

   （目的） 

      限られた医療資源を有効活用するため、医療資源の集約化を図り地域医療の核と

なる病院を創出し、救急をはじめ基本的医療提供体制を強固なものとする。 

   また、核となる病院と医療圏内の他の病院との連携を強化する。 

 

  （各種事業） 

（１）医療圏北部に地域医療の拠点病院を創出 

      当該地域北部にある圏域最大の病床数を持つ社会保険鰍沢病院（158床）と市川三

郷町立病院（100床）の共同経営化や協定等による連携により、医療資源の集約化を

図り、圏域北部における拠点病院とする。 

 

      現在、社会保険鰍沢病院はＲＦＯ（独立行政法人 年金・健康保険福祉施設整理機

構）の傘下であり今後の動向が不透明である。現在、常勤医師は７名であり、内科

医師が今年３月末から不在である。 

      一方、市川三郷町立病院は常勤医７名という状況であり、施設的にも古く病床利

用率も低迷している。 

      両病院間は３㎞足らずしか離れておらず、お互いに僅かなスタッフにより運営が

行われており、診療科の縮小が相次いでいる極めて非効率な医療提供体制であり、

このままの状態が続くと両病院とも機能しなくなるおそれがある。 

      地域医療確保の観点から、両病院の共同経営や連携を図り、医師をはじめとする

医療資源を集約化し、圏域北部の地域医療の核となる病院を創出する。 
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 共同経営等の対象となる両病院の施設改修・設備整備 

 

      鰍沢病院と市川三郷町立病院の共同経営又は連携等による病院機能の集約化に伴

い、両病院の施設の改修や設備の整備を行う費用に対し助成を行う。 

    ・事業期間 平成２３年度～２５年度 

  ・事業費 ５００，０００千円 

    （基金負担分 ５００，０００千円） 

 

（２）共同経営に伴う運営費の助成 

      一部事務組合化による共同経営を図る場合、一時的に増加する運営費について、

経費の一部を助成する。 

   

 ・事業期間 平成２４年度～２５年度 

  ・事業費 ２０，０００千円 

  （基金負担分 ２０，０００千円） 

 

（３）医療圏中南部に地域医療の拠点病院を創出 

      医療圏中南部に位置する同種・同規模の病院である飯富病院と身延山病院が連携

し実質的統合を図り、両者の機能分担を行うとともに救急に関しては集中して対応

する体制を構築する。 

 

   連携の対象となる両病院の施設改修・設備整備 

      飯富病院と身延山病院の連携による機能分担に伴い、両病院の施設の改修や設備

の整備を行う費用に対し助成を行う。 

 

    ・事業期間 平成２３年度～２５年度 

  ・事業費 ２００，０００千円 

    （基金負担分 ２００，０００千円） 

 

（４）病院間で患者情報を共有するシステムの導入 

     病院間の連携や機能分担を支えるため、患者の検査結果等を共有するシステムを

導入する。 

   導入することにより、患者の診療情報（検査、投薬、画像等）を各病院間で参照

することができ、医療連携をスムーズにし効率的な診療が可能となる。 
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     ・事業期間 平成２３年度～ 

     ・事業費 ２１０，０００千円 

     （基金負担分 ２１０，０００千円） 

 

（５）病院間の連携等に伴う患者の利便性の確保（運営費） 

      医療圏北部の二病院の共同経営や連携等に伴い、これまでと異なる病院に通院す

ることとなる患者の利便性を確保するため、両町村を巡回して拠点病院に到着する

巡回バスを走らせる。 

      また、機能分担した中南部の両病院間にシャトルバスを運行する。 

 

    ・事業期間 平成２４年度～ 

    ・事業費 ６０，０００千円 

    （地元負担分 ３０，０００千円、基金負担分 ３０，０００千円） 

 

（６）峡南医療圏地域医療連携協議会の設置 

      拠点病院間や他の医療機関との連携、役割分担など医療圏内における医療提供に

関わるあらゆる問題について協議調整・調査研究を行う協議会を設置する。 

      構成員 地域医療拠点病院、その他の病院、開業医、県、市町村 等 

 

    ・事業期間 平成２２年度～ 

    ・事業費 ４２，０００千円 

    （基金負担分 ４２，０００千円） 

 

（７）大学との連携による医師確保 

   地域における中核病院に医師を確保し、安定した医療を提供していくための体制

を確保するため、山梨大学に寄付講座を設置することにより、継続的に圏域内の医

師不足医療機関に医師が派遣可能な仕組みを設ける。 

   具体的には、医師の派遣先病院に「地域医療研修センター」を設置し、臨床研修

における地域医療のカリキュラムを学ぶ研修医を常時３名受け入れるとともに、併

せてこれを指導する指導医を３名確保し、研修指導と同時に診療を行う。 

 

    ・事業期間   平成２２年度～ 

    ・事業費  ２４０，０００千円 （基金負担分 ２４０，０００千円） 
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 【近接する中北医療圏による補完機能の充実】 

 

（１）救急医療機関の医療機能の整備 

     圏域内ではあらゆる疾病の全ての救急患者に対応できないことから、脳疾患、心

臓疾患、心肺停止等の疾病の種別ごとに搬送先を予め選定しておき、状況に応じて

搬送先を決定する体制を整備する必要がある。 

      こうした体制を実効性あるものとするため、搬送先としてリストアップされた医

療機関の医療設備の充実を図る。 

   また、圏域内で対応できない重篤な救急患者について、県内唯一の救命救急セン

ターである県立中央病院に求められる３次救急医療機能の強化を図る。 

 

    ・事業期間 平成２３年度～ 

    ・事業費 ９７０，０００千円 

  （国庫補助 ３２４，０００千円、基金負担分 ６４６，０００千円） 

 

  【在宅医療のモデル地区化】 

 

    限られた医療資源で、へき地における巡回診療や在宅医療をより充実させるため、

ＩＴ関連の基盤を整備するとともに、在宅医療を支援する役割を担うセンターを設立

する。 

    また、これまで提供してきた医療に加え、歯科の在宅診療を提供する体制を構築す

る。 

 

（１）在宅健康管理システムの整備 

   在宅患者の生体データを端末により地域医療の拠点となる病院に送信出きるシス

テムの導入や顔色等の情報が伝えられるようテレビ電話等の機器を貸与できる体制

を整備し、適切な時期に医療提供が行える体制を構築し在宅患者の安全・安心を確

保する。（各２０台） 

 

    ・事業期間   平成２３年度～ 

    ・事業費 ２６，０００千円 

    （基金負担分 ２６，０００千円） 

 

（２）在宅医療支援センターの設置 

      在宅医療全般に対する相談機能を持つとともに、在宅患者に訪問看護を含め適切



 15 

な時期に医療の提供がなされるよう関係機関を調整する機能を持つ、専任の看護師

又は保健師を配置した在宅支援センターを拠点病院内に設置する。 

      また、在宅健康管理システムを通じ、在宅患者から送られる生体データのチェッ

クを行う。 

    ・事業期間   平成２３年度～ 

    ・事業費  ４０，０００千円 

    （基金負担分 ４０，０００千円） 

（３）在宅医療支援協議会の設置 

   在宅療養者が適切な医療等のケアを受けられるよう、在宅医療に関する保健、医

療、福祉の総合的なサービスを提供する協力体制を構築するため、在宅医療支援協

議会を設置する。 

  具体的には、協議会の事務局を保健所に置き、在宅医療に係る諸課題を他職種間

で協議し、総合的な対応方策を検討する。 

  協議会の構成員は病院、診療所、訪問看護ステーション、薬局、介護施設、市町

村等とする。 

    ・事業期間 平成２２年度～ 

    ・事業費 ２，０００千円 

    （基金負担分 ２，０００千円） 

 

（４）身近な場所で検診が受けられる体制の整備 

      過疎地等において、きめ細やかな巡回検診が実施されるよう、検診事業を行う公

益法人に対し検診車を購入するための経費を助成する。 

 

    ・事業期間 平成２２年度 

    ・事業費 ７０，０００千円 

    （基金負担分 ７０，０００千円） 

 

（５）在宅歯科診療体制の整備 

      これまで提供されてこなかった歯科の在宅診療を実施できる体制の整備を図る。 

      具体的には、在宅診療のためのユニット機器の整備を、地域の在宅歯科診療の拠 

点に対し助成する。（２台） 

    ・事業期間   平成２３年度～２５年度 

    ・事業費 ７，２００千円 

   （国庫補助 ２，４００千円、基金負担分 ４，８００千円） 
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（６）在宅医療推進のための基幹薬局体制整備 

      在宅医療を推進させていく上で、薬剤師（薬局）の関わりは必要不可欠である。

このため、地域の基幹的薬局にクリーンベンチを整備するための経費に助成を行 

う。 

 

    ・事業期間 平成２３年度～２５年度 

    ・事業費 ６，０００千円 （基金負担分 ６，０００千円） 

 

（７）地域医療従事者の育成支援 

地域医療に携わる医療従事者を確保していくため、医師や看護師のための在宅医

療も含めた地域医療従事者育成プログラムを作成し、中南部の拠点病院でプログラ

ムにより研修を受け入れる。地域医療の専門家となれる医療従事者の育成システム

を全国に広報する。 

 

   ・事業期間   平成２２年度～ 

    ・事業費     １１，０００千円 （基金負担分 １１，０００千円） 

 

医師等の地域医療従事者育成プログラムによる研修参加を促進させるため、同プ

ログラムにより、中南部の拠点病院で研修を行う医師・看護師に対し奨励金を交付

する。 

 

    ・事業期間   平成２３年度～２５年度 

    ・事業費     ９，０００千円 （基金負担分 ９，０００千円） 
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Ⅶ 地域医療再生計画終了後に実施する事業 

 

 

  地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなった後においても、Ⅴに掲

げる目標を達成した状況を将来にわたって安定的に維持するために必要があると見込

まれる事業については、平成２６年度以降も、引き続き実施していくこととする。 

 

 

（再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると見込まれる 

事業） 

（１）県単独の奨学金貸与制度（単年度貸与枠６０名）の継続 

   単年度事業予定額：３７６，９２０千円 

 

（２）北里大学の学生を対象とした奨学金貸与制度拡充の継続 

   単年度事業予定額：１８，７２０千円 

 

（３）北部の病院の運営は地元町による一部事務組合が継続して実施 

   単年度事業予定額：６０，０００千円 

 

（４）地域医療連携協議会による医療課題の解決方針決定システムの継続 

   単年度事業予定額：１２，５００千円 

 

（５）在宅医療支援協議会による在宅に係る課題の解決方針決定システムの継続 

   単年度事業予定額：８，６００千円 

 

（６）近接する医療圏での補完機能の維持 

   単年度事業予定額：２７６，０００千円 


