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医療介護総合確保促達法に基づく

(都道府)県計画

【様式制】

OOttO月
OO県



1.計画の基本的事項

(1)計画の基本的な考え方

※などこの計画を策定ナうの″うr→医療と介護 D違撓α親セ 推進の必ダ佐
'争

を記載。

(2)都道府県医療介護総合確保区域の設定

(例)OO県 における医療介護総合確保区域については、県西部 (OO市、OO市 )、 県東

部 ()…の地域とする。

図 2次医療圏及び老人福祉圏域と同じ

□ 2次医療圏及び老人福祉圏域と異なる

(異なる理由 :                     )

(3)計画の日標の設定等

※都道府県騨 物 厚標の設定とこ当たつて″、医療計卿を靡店芹現弁護案魔裏棠支房三た戸を

磨歳 、/ク トノノハ'/ク ト″漁こ着βιた勘 ノデヵ声たrろ 厚輝を記載ナう

■OO県全体

1.目標

OO県においては、OOな どの医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域に

おいて、安心して生活できるよう以下を目標に設定する。

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に関する目標

(例)OO県 においては、OO期機能の病床、OO期機能の病床の充実が必要となるこ

とから、機能転換による当該病床の整備を促進する。

・OO期病床数 OO床 (O年)→0●床 (0年 )

・退院忠者平均在院日数 ○.O日 (O年)→0.0日 (0年 )

・地域医療構想で記載する平成 37年度の医療機能ごとの病床の必要量

高度急性期 ●0床

急性期 0●床

回復期 0●床

慢性ダ』 ●0床

② 居宅等における医療の提供に関する日標

(例 )。 退院支援を実施している診療所 。病院数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・訪問診療を実施している診療所 。病院数 O力所 (O年)→0カ所 (0年 )
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・往診を実施 している診療所 。病院数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

。在宅看取 り (タ ーミナルケア)を実施 している診療所・病院数

O力所 (O年)→0カ所 (0年 )

・訪問看護事業所数、従事者数 O力所、O人 (O年)→0カ所、0人 (0年 )

・24時間体制を取つている訪問看護ステーション数、従事者数

O力所、O人 (〇年)→0カ所、0人 (0年 )

。訪問診療を受けた患者教 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

・訪問看護利用者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。在宅ター ミナルケアを受けた患者数 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

。看取 り数 (死亡診断のみの場合を含む) O件 (〇年)→0件 (0年 )

③ 介護施設等の整備に関する目標

(例)地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行 う。

・地域密着型介護老人福祉施設 O床 (O力 所)→ 0床 (●力所)

・介護老人保健施設 (定員 29人以下) O床 (O力所) →0床 (0カ 所)

・養護老人ホーム (定員 29人以下) ○床 (O力 所) →0床 (0カ所)

。ケアハウス (定員 29人以下) 〇床 (O力 所)→ ●床 (0カ所)

・都市型軽費老人ホーム O床 (○力所) →0床 (0カ所 )

。定期巡回 。随時封応型訪問介護看護事業所 O人/月 分 (O力所 )

→0人/月 (●力所)

・認宍日症対応型デイサービスセンター O人/月 分 (O力 所)

→0人/月 (0カ所)

・認知症高齢者グループホーム O床 (O力所)→ ●床 (0カ所)

。小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力 所) →0人/月 (0カ 所)

④ 医療従事者の確保に関する目標

(例)OO県 における人口 10万人封医師数の二次医療圏別の偏在の状況は0.0倍ある

ため、県全体の医師数の増加だけではなく、地域間の偏在解消に敢り組んで行く。
。人口 10万人対医師数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。人口 10万人姑医師数の二次医療圏別偏在状況 〇.○倍 (〇年)→0.0倍 (0年 )

・へき地診療所の医師数 O人 (〇年)→0人 (0年)

。人口 10万人対看護師数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。OO士数 O人 (O年)→0人 (0年 )

⑤ 介護従事者の確保に関する日標

(例)OO県においては、介護職員の増加 (OOO人)を 目標とする。その際、県内の

労働市場の動向も踏まえ、特に普通校の高校生に姑する介護のイメージアップ及び

第 2の人生のスター トを控えた中高年齢者層の参入促進にターゲットを絞つた対策

を進める。
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。高等学校教員対象介護の理解促進 対象教員数O人
。中高年齢者層を対象とした入門的な研修の実施 研修受講者数O人

・労働環境整備推進のための中小規模の経営者向けマネジメン トセミナーの開催

セミナー受講事業者数○事業者

2.計画期間

〇年Ott O日 ～〇年○月O日

■ 県 西 音[(※都道府県医療介護総合確保区域ごとに記載)

1. 目標

県西部では、OO(医 療計画や介護保険事業支援計画に記載 されている課題等を記載 )

とい う課題が存在 している。 これ らの課題を解決するため、以下を目標 とする。 (注 )

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に関する目標

(例)OO県 西部においては、OO期機能の病床、OO期機能の病床の充実が必要とな

ることから、機能転換による当該病床の整備を促進する。

・OO期病床数 〇〇床 (〇年)→0●床 (0年)

。退院忠者平均在院日数 〇.○ 日 (〇年)→0.0日 (0年 )

。地域医療構想で記載する平成 37年度の医療機能ごとの病床の必要量

高度急性期 0●床

急性期 0●床

回復期 0●床

慢性期 0●床

③ 介護施設等の整備に関する日標

(例)地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護朱 [父事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行 う。

・地域密着型介護老人福祉施設 ○床 (O力 所)→ ●床 (0カ所)

・介護老人保健施設 (定員 29人以下) O床 (O力所) →0床 (0カ 所)

・養護老人ホーム (定員 29人以下) O床 (O力 所) →●床 (0カ 所)

・ケアハウス (定員 29人以下) O床 (O力 所) →0床 (0カ 所)

・都市型軽費老人ホーム O床 (O力所)→ ●床 (0カ 所 )

・定期巡回・随時姑応型訪問介護看護事業所 O人/月 分 (O力 所)

→0人/月 (●力所)

・認知症対応型デイサービスセンター O人/月 分 (O力所 )

→0人/月 (0カ 所)

・認知症高齢者グループホーム O床 (O力 所)→ 0床 (0カ 所)
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■県中央部

… 以下、同様の内容を区域ごとに記載

・小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力所)→0人/月 (0カ所 )

2.計画期間

〇年Ott O日 ～〇年Ott O日

(注)目標の設定に当たっては、医療計画、介護保険事業支援計画等を踏まえ、アウトプ

ント・アウトカムに着目したできる限り定量的な視点による日標設定を行うこと。

(4)日標の達成状況

別紙 1「事後評価」のとお り。
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2.事業の評価方法

(1)関係者からの意見聴取の方法

(例)〇年Ott O日

〇年Ott O日

関係団体から意見聴取。

関係団体から意見聴取。

(2)事後評価の方法

(例)計画の事後評価にあたつては、OO会議、あるいは個別分野に関して設置されてい

る協議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要に応 じて見直しなどを行 うなどに

より、計画を推進 していきます。
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3.計画に基づき実施する事業
事業区分 1:地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は

設備の整備に関する事業

事業区分 2:居宅等における医療の提供に関する事業

事業区分 4:医療従事者の確保に関する事業

(1)事業の内容等

転旨』1イ子●Iイ |イⅢ

医療介護

事業名

事業の1区分

金

額

基金

計 (A+B)

都道府県

(B)

国 (A)

総事業費

(A+B+C)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

【No.1(医療分)】

病床機能分化 。連携事業

基金充当

額

(国費)

イこおける

公民の別

(注 1)

民

公

うち受託事業等 (再

掲)(注 2)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(例)OO期病床への転換を行 う病院を支援することでOO期病

床を確保 し、地域医療構想の達成を図る。

(例)整備を行 う医療機関数 :O施設

(例)医療機関が地域医療構想において必要とされる病床機能ヘ

の転換を行 うために必要な施設整備費又は設備整備費を支援す

る。

アウ トカム指標 :(例)30年度基金を活用 して整備を行 う不足 し

ている病床機能毎 (高度急性期・急性期 。回復期 。慢性期)の病

床数

・OO期 病床 OO床
・OO期病床 OO床

(例)地域医療構想において必要となる機能区分毎の病床を確保

するため、病床の機能転換整備を推進する必要がある。

〇年○月○ 日～〇年Ott O日

OO県

県西部・県北部・県南部

【総事業費

(計画期間の総額)】

OOO千 円

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

に関する事業
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:il・ 1  
・

!

その他 (C) (千円)

OOO
(千円)

OOO

(注 1)事業主体が未定で、かつ、想定もできなしヽ場合は、記載を要しない。

(注 2)施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金

充当額 (国費)における公民の男Jと しては、「公Jに計上するものとする。また、事業主体は公

であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行つている場合は、当該受託額等を「民」

に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。

(注 3)備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載す

ること。

(2)事業の実施状況

別紙 1「事後評価」のとおり。
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1事業の凸本|

|!||■ |■ |::■ ■|

背景にある1医療 `介護手■

ズ|| ,|―  |―

―
事業の期1間

事業の実施主体■.

塚総艶4'「写↑帝

事業名■
事業の区分

金

額

基金

その他 (c)

計 (A+B)

都道府県

(B)

国 (A)

総事業費

(A tt B+C)

(千円)

○○○

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千 円)

OOO

(千円)

OOO

【No.2(医療分)】

訪問看護ステーション支援事業

基金充当

額

(国費 )

イこおける

公民の別

C主 1)

民

公

うち受託事業等

(再掲)(注 2)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(例)訪問看護ステーションの設備整備を支援することにより訪

問看護ステーション数を増加 させ、訪問看護事業所数、従事者教、

利用者数の増力日を図る。

(例)設備整備を行 う訪問看護ステーション数 OO力 所

(例 )医療依存度の高い患者の在宅療養生活の継続の支援等を行

う訪問看護ステーションの設備整備を支援する。

アウトカム指標 :(例 )

・訪問看護事業所数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年)

・訪問看護従事者数 ○人 (O年)→0人 (0年 )

・訪問看護利用者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

(例)今後、増加が見込まれる在宅患者等に対 して、適切な医療 。

介護サービスが供給できるよう在宅医療にかかる提供体制の強

化が必要。

〇年O月 ○日～〇年Ott O日

OO県、OO県医師会、OO県看護協会等

県西都・県北部・県南都

【総事業費

(計画期間の総額)】

OOO千 円

2.居宅等における医療の提供に関する事業

(注 1)事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要 しない。

(注 2)施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基

金充当額 (国費)における公民の別 としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行つている場合は、

当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。

(注 3)備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載

すること。
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(2)事業の実施状況

別紙 1「事後評価」のとお り。

事業に琴夕o費

アクトカ

の関連

トプチト

ri‐■

背景

事業の期

事業の実施主体

とな|る 医客舛

事業名

事業の区分

金

額

基金

計 (A tt B)

都道府県

(B)

国 (A)

総事業費

(A+B+C)

(千円)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

①OO

【No.3(医療分)】

産科医等育成 。確保支援事業

基金充当

額

(国費 )

イこおける

公民の別

(注 1)

公

民

(例)OO県 における〇年の人口 10万人対産科 。産婦人科医師

数はOO人 (全国平均OO人)であり、県内の周産期医療提供体

制を確保するため、産科医の確保が必要

〇年Ott O日 ～〇年Ott O日

OO県

県西部 。県北部・県南都

【総事業費

(計画期間の総額)】

OOO千 円

4.医療従事者の確保に関する事業

うち受託事業等

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(例)産科医の処遇改善を図る医療機関を支援することにより、

当該医療機関の産科医を増加させるとともに、県内全体の産科医

の増加を図る。

(例 )

・手当支給者数 分娩手当O人、研修医手当O人
。手当支給施設数 分娩手当○力所、研修医手当O力所

(例)産科医の確保を図るため、産科医の処遇改善に取 り組む医

療機関を支援する。

(補助単価)

。分娩手当 1分娩当たり10千円

。研修医手当 1人 1月 当たり50千円

アウトカム指標 :(例 )

。手当支給施設の産科 。産婦人科医師数 O人 (〇年)→0人 (●

年)

C分娩 1,000件 当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数

○人 (〇年)→0人 (0年 )

。人口 10万人対産科 。産婦人科医師数 O人 (〇年)→0人 (0

年)
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備考 (注 3)

その他 (C) (千円)

OOO

OOO (再掲)(注 2)

(千 円)

OOO
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3D計画に基づき実施する事業

(事業区分 3:介護施設等の整備に関する事業)

(1)事業の内容等

都道府県

事業に要す

ア:ン トカムとァウト

プントの関連
― |

アウホブジ|卜指標|

の

=業
,実施

=容
||

事業あ対象どなる医|

療介護総1合確保区域

事業名

事業の騒倉■

事業内容 総事業費

【No.1(介護分)】

OO県介護施設等整備事業

基金 その他

(例 )

。地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業支援計画

等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行 う。

・地域密着型介護老人福祉施設 O床 (O力 所)→ ●床 (0カ 所 )

。小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力 所)→0人/月 (0

カ所 )

・認知症高齢者グループホーム O床 (O力 所)→ 0床 (0カ所)

(例 )

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。

の開設 。設置に必要な準備経費に対して支援を行 う。

③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対し

て支援を行 9。

ビスの改善を図るための既存施設等の改修に対 して支援

番冠傷襲基器霞督撃密呈挫響る。

しのため、地域の不
等

認知症高齢者グループホーム ●床 (0カ所 )

小規模多機能型居宅介護事業所 0人/月 分(0カ所)

地域密着型特別養護老人ホーム ●床 (●力所 )

整備予定施設等

アウトカム指標 :(例)65歳 以上人口あたり地域密着型サービス施設

等の定員総数▲▲人

(例)高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。

〇年O月 ○ 日～〇年○月O日

OO県

県西部・県北部・県南部

【総事業費

(計画期間の総額)】

OOO千 円

3。 介護施設等の整備に関する事業

(例)地域密着型サービス施設等の整備を行 うことにより、 65歳以上

人口あたり地域密着型サービス施設等の定員総数を増とする。
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金額

基
金

⑤民有地マッチング

事業

④介護サービスの改

善を図るための既存
施設等の改修

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

地権設定のための一

時金

②施設等の開設。設置
に必要な準備経費

①地域密着型サービ

ス施設等の整備

その他 (c)

計 (A tt B)

都道府県 (B)

国 (A)

総 事 業 費 (A+B+C)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(A+B+C)
(注 1)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

○○○

(千円)

OOO

国 (A)

基金充当額

(国費)にお

ける公民の別
(注 3)

(注 4)

民

公

(千円)

○○○

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

都道府県 (B)

うち受託事業等

(再掲)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(C)
0主 2)

(注 1)事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。

(注 2)事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。

(注 3)事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。

(注 4)指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当

額 (国費)における公民の別 としては、「公」に計上するものとする。

(注 5)備考欄には、複数年度にまたが り支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載

すること。

(2)事業の実施状況

別紙 1「事後評価」の とお り。
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3.計画に基づき実施する事業

(事業区分5:介護従事者の確保に関する事業)

(1)事業の内容等

(注 1)事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。

13

備考 (注 3)

亨声Tr●■:=

背

ズ  |

事

事業の区分

金

額

基金

その他 (c)

計 (A+B)

都道府県

(B)

国 (A)

総事業費

(A+B+C)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

【No。2(介護分)】

地域住民や学校の生徒に姑する介護や介護

の仕事の理解促進事業

基金充当

額

(国費 )

における

公民の別

(注 1)

民

公

うち受託事業等

(再掲)(注 2)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(例)介護体験をメインとした地域住民へのセ ミナー等のイベン

トにより介護サービス事業への理解度を深め、介護サービス従事

者数の増を図る。

(例)ア ンケー トによる介護のイメージ 〇%改善

(例)介護体験をメインとした地域住民へのセミナー等のイベン

ト

アウトカム指標 :(例)人 口10万人あたり介護サービス従事者

数▲▲人

(例)高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。

〇年Ott O日 ～〇年Ott O日

OO県、OO県社会福祉協議会、OO県事業者連絡協議会等

県西部・県北部 。県南部

【総事業費

(計画期間の総額)】

OOO千 円

(大項目)参入促進

(中項目)介護人材の「すそ野の拡大」、

(小項目)地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理

解促進事業

5.介護従事者の確保に関する事業



(注 2)事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行つている場合

は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。

(注 3)備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。

(2)事業の実施状況

別紙 1「事後評価」のとお り。
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付属資料1-1

OO年度OO県都道府県計画事業一覧表(医療分)

ぽ3ど厨緊¥ぜぎ捉
の机]には削 域医療構想の動 的 けた麟 機関の施線 醍 備の整角 嘲 する事業は①、嘱 宅等における麟 蝶 角 醐 する事業は②、唯 雛 事者の確角 嘲 する事業

(注 2)「基金充当額(国費)における公立`公的と民間の別」の欄は、事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
また、事業主体は、公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行つている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」:こ再掲すること。

一計
■

一他一の一そ

計





付属資料1-2

OO年度OO県都道府県計画事業一覧表(介護分)

事業名

|● 国!
その他 ||

計

(注 1)「介護施設等の整備」に関する事業は③、「介護従事者の確保」に関する事業は⑤を記載すること。

(注 2)「基金充当額 (国費)における公立・公的と民間の別」の欄は、事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
また、事業主体は、公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行つている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。





付属資料2

公民比率の経緯B理由、それに対する都道府県の見解





丹町筋(2

医療介護総合確保促達法に基づく

市1丁村計画

【様式伊J】

月年

県

市



lD計画の基本的事項

(1)計画の基本的な考え方

※なせ「この計画を策定するの″うt→医療 と分議の逆芽の推進)写を記魂

(2)区域の設定

(3)計画の目標の設定等

OO市
1.目標

(例)OO市 においては、OOな ど、以下に記載するOO市の課題を解決 し、高齢者が地

域において、安心して生活できるよう以下を目標 とする。

① 居宅等における医療の提供に関する目標

(例)・ 退院支援を実施 している診療所・病院数 O力所 (〇年)→●力所 (0年 )

・訪問診療を実施 している診療所・病院数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・往診を実施 している診療所 。病院数 ○力所 (〇年)→ 0カ所 (0年 )

・在宅看取 り (タ ーミナルケア)を実施 している診療所 。病院数 ○力所 (〇年)

→0カ所 (0年 )

・訪問看護事業所教、従事者数 O力所、O人 (〇年)→ 0カ所、0人 (0年 )

・24時間体制を取つている訪問看護ステーシヨン数、従事者数

O力所、O人 (O年)→0カ所、0人 (0年 )

・訪問診療を受けた患者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

1

市町村計画の区域は、以下の区域とする。

図OO市

□OO市医療介護総合確保区域

(例)OO市 における医療介護総合確保区域については、中央 (OO町、OO村 )、 東部 ()

…の地域とする。

□日常生活圏域と同じ

□日常生活圏域と異なる

(異なる理由 :                      )

χ当ン市年″の区域又 肪 滅 菊 動 効 濫 織 錫 繁 区域 と設定 ら、どみら″珍 区域 ごと妍 療

計画鶏聞等 オど記載



・訪問看護利用者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。在宅ターミナルケアを受けた患者数 O人 (O年)→0人 (0年 )

・看取り数 (死亡診断のみの場合を含む) O件 (〇年)→●件 (0年 )

② 介護施設等の整備に関する目標

(例 )。 地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業計画において予定し

ている地域密着型サービス施設等の整備を行 う。

(整備 目標 )

。地域密着型介護老人福祉施設 O床 (O力 所)→ 0床 (0カ所)

・小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力所)→0人/月 (●力所 )

。認知症高齢者グループホーム O床 (O力 所)→ 0床 (0カ所 )

2.計画期間

〇年○月O日 ～〇年Ott O日

※上房 rクノで虎抄鯵 一っの区域とうた参今が、この記載例を参考だ布茂ナうことっ

茸た、「クノ萄 拗 町 勒 初 屠織 錫 繁 区域と設定 うた瘍今′メ、その区域ごとだ動 緒

矛効 な布房ナろこと。

(注)日標の設定に当たつては、介護保険事業計画等を踏まえ、アウトプット・アウトカムに

着目したできる限り定量的な視点による目標設定を行うこと。
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2.事業の評価方法

(1)関係者からの意見聴取の方法

(例)〇年Ott O日

〇年Ott O日

郡市医師会、歯科医師会から意見聴取。

薬剤師会、看護協会から意見聴取。

(2)事後評価の方法

(例)計画の事後評価にあたつては、OO会議、あるいは個別分野に関して設置されている協

議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要に応 じて見直しなどを行 うなどにより、計

画を推進 していきます。
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3.計画に基づき実施する事業

(事業区分 2:居宅等における医療の提供に関する事業)

(1)事業の内容等

備考f(注 3)

オ|イ :卜 |イン|

にある

な|る.医療介護

金

額

基金

その他 (C)

計 (A+B)

都道府県

(B)

国 (A)

総事業費

(A+B tt C)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

【No.1(医療分)】

訪問看護ステーション支援事業

基金充当

額

(国費 )

における

公民の別

(注 1)

民

公

うち受託事業等

(再掲)(注 2)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(例)訪問看護ステーションの設備整備を支援することにより訪

問看護ステーション数を増加させ、訪問看護事業所数、従事者数、

利用者数の増加を図る。

(例)設備整備を行 う訪問看護ステーシ ョン数 OO力 所

(例 )医療依存度の高い忠者の在宅療養生活の継続の支援等を行

う訪問看護ステーションの設備整備を支援する。

アウトカム指標 :(例 )

・訪問看護事業所数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・訪問看護従事者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

・訪問看護利用者数 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

(例)今後、増加が見込まれる在宅患者等に対 して、適切な医療 。

介護サー ビスが供給できるよう在宅医療にかかる提供体制の強

化が必要。

〇年Ott O日 ～〇年O月 ○ 日

OO市、OO市医師会、OO市看護協会等

OO市

〔総事業費

(計画期間の総額)】

OOO千 円

2.居宅等における医療の提供に関する事業

4



(注 1)事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。

(注 2)事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行つている場

合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。

(注 3)備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所要見込額を記載

すること。

(2)事業の実施状況

別紙 2「事後評価」のとお り。
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3。 計画に基づき実施する事業

(事業区分 3:介護施設等の整備に関する事業)

(1)事業の内容等

引
入

Ｈ
Ｗ

力
一一一の

アウ

プジ

■ ||||:|■ |■ ■
.

―事業|の直分|■ |

【No.1(介護分)】

OO市介護施設等整備事業

(例)地域密着型サービス施設等の整備を行 うことにより、65歳以上

人口あたり地域密着型サービス施設等の定員総数を増とする。

(例 )

。地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業支援計画

等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行 う。
。地域密着型介護老人福祉施設 O床 (O力 所)→ ●床 (0カ 所 )

。小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力所)→0人/月 (●

力所)

・認知症高齢者グループホーム O床 (O力所)→ 0床 (0カ 所)

(例 )

①地域密着型サービス施設等の整備に姑する助成を行う。

認知症高齢者グループホーム ●床 (0カ所 )

小規模多機能型居宅介護事業所 0人/月 分(●力所)

地域密着型特別養護老人ホーム 0床 (0カ所 )

整備予定施設等

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行 う。

③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対 し

て支援を行 う。
④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援
を行 う。
⑤施設整備候補地 (民有地)の積極的な掘 り起こしのため、地域の不
動産事業者等を含めた協議会の設置等を支援する。

アウトカム指標 :(例)65歳 以上人口あた り地域密着型サービス施設

等の定員総数▲▲人

(例)高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。

〇年Ott O日 ～〇年O月 ○ 日

OO市

OO市

【総事業費

(計画期間の総額)】

○○○千円

3.介護施設等の整備に関する事業
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事業に要す.

る費用

金額

基
金

⑤民有地マッチング

事業

④介護サービスの改

善を図るための既存
施設等の改修

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

地権設定のための一

時金

②施設等の開設。設置
に必要な準備経費

①地域密着型サービ

ス施設等の整備

事業内容

その他 (C)

計 (A+B)

都道府県 (B)

国 (A)

総 事 業 費 (A+B tt C)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

総事業費
(A+B+C)

(注 1)

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

○○○

国 (A)

(千円)

OOO

基金充当額

(国費)にお

ける公民の別
(注 3)

(注 4)

(千 円)

OOO

(千 円)

OOO

(千 円)

OOO

(千円)

OOO

(千円)

OOO

都道府県 (B)

基金

民

公

(千円)

OOO

(千 円)

〇〇〇

(千円)

OOO

(千円)

OOO

その他
(C)
(注 2)

うち受託事業等

(再掲)

(千円)

〇〇〇

(千円)

OOO

(千円)

OOO

(注 1)事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。

(注 2)事業者が未定で、事業者兵担額が不明の場合は、記載を要しない。

(注 3)事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。

(注 4)指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充

当額 (国費)における公民の別としては、「公」に計上するものとする。

(注 5)備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所要見込額を記載

すること。

(2)事業の実施状況

別紙 2「事後評価」のとお り。
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別紙 1

平成 30年度OO県計画に関する

事後評価

【様
=■
柳J】

OOttO月
OO県

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。



1.事後評価のプロセス

(1)「事後評価の方法」の実行の有無

事後評価の実施にあたつて、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行つたかどうかを記載。

図 行つた

(実施状況 )

。OttOtt O日
・〇年Ott O日

・〇年Ott O日

OO県医療審議会において議論

OO県地域医療対策協議会において議論

OO県介護保険事業支援計画作成委員会において議論

回 行わなかった

(行わなかつた場合、その理由)

(2)審議会等で指摘 された主な内容

事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。

審議会等で指摘された主な内容

・ ×× (OttOtt O日 △△審議会意見)



2.目標の達成状況

平成30年度OO県計画に規定した目標を再掲 し、平成30年度終了時における目標の達成状

況について記載。

■OO県全体 (目 標 と計画期間)

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に関する目標

(例)OO県 においては、OO期機能の病床、○○期機能の病床の充実が必要となる

ことから、機能転換による当該病床の整備を促進する。

・OO期病床数 OO床 (〇年)→0●床 (0年 )

・退院患者平均在院日数 ○.O日 (〇年)→0.0日 (0年 )

。地域医療構想で記載する平成 37年度の医療機能ごとの病床の必要量

高度急性期 0●床

急性期 ●0床
回復期 ●0床
慢性期 0●床

② 居宅等における医療の提供に関する目標

(例 )・ 退院支援を実施 している診療所 。病院数 O力所 (O年)→0カ所 (0年)

・訪問診療を実施 している診療所 。病院数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・往診を実施 している診療所 0病院教 O力所 (O年)→0カ所 (0年 )

・在宅看取り (タ ー ミナルケア)を実施 している診療所 。病院数

O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・訪問看護事業所数、従事者数 O力所、O人 (〇年)→0カ所、0人 (0年 )

・24時間体制を取つている訪問看護ステーション数、従事者数

O力所、O人 (〇年)→0カ所、0人 (0年 )

・訪問診療を受けた患者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。訪問看護利用者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

・在宅ターミナルケアを受けた忠者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

・看取 り数 (死亡診断のみの場合を含む) O件 (〇年)→0件 (0年 )

③ 介護施設等の整備に関する日標

(例)地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行 う。

・地域密着型介護老人福祉施設 ○床 (○力所)→ 0床 (0カ所 )

・介護老人探健施設 (定員 29人以下) ○床 (O力所)→ ●床 (0カ 所)

・養護老人ホーム (定員 29人以下) O床 (O力所) →●床 (0カ所)
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□OO県全体 (達成状況)

1)目標の達成状況

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に関する目標

(例)・ OO期病床数 OO床 (〇年)→0●床 (0年 )

・ケアハウス (定員 29人以下) O床 (O力所) →0床 (0カ所)

・都市型軽費老人ホーム O床 (O力所)→ 0床 (0カ所)

。定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 O人/月 分 (O力所)

→0人/月 (0カ所)

・認宍口症対応型デイサービスセンター O人/月 分 (O力所)

→0人/月 (0カ所)

。認知症高齢者グループホーム ○床 (O力所)→●床 (0カ所)

・小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力所)→ 0人/月 (0カ所)

④ 医療従事者の確保に関する日標

(例)○○県における人口 10万人対医師数の二次医療圏別の偏在の状況は0.0倍ある

ため、県全体の医師数の増加だけではなく、地域間の偏在解消に取 り組んで行く。

。人口 10万人対医師数 O人 (O年)→0人 (0年 )

。人口 10万人姑医師数の二次医療圏別偏在状況

OoO倍 (〇年)→0.●倍 (0年 )

・へき地診療所の医師数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。人口 10万人対看護師数 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

・OO士数 O人 (〇年)→0人 (0年)

⑤ 介護従事者の確保に関する目標

(例)OO県 においては、介護職員の増加 (OOO人 )を 目標 とする。その際、県内の

労働市場の動向も踏まえ、特に普通校の高校生に対する介護のイメージアップ及び

第 2の人生のスター トを控えた中高年齢者層の参入促進にターゲットを絞つた姑

策を進める。

・高等学校教員対象介護の理解促進 姑象教員数O人
。中高年齢者層を対象とした入門的な研修の実施 研修受講者数O人
。労働環境整備推進のための中小規模の経営者向けマネジメン トセ ミナーの開催

セミナー受講事業者数O事業者

⑥ 計画期間

〇年Ott O日 ～〇年Ott O日

χ 都道府県網 常こか Ⅲて定めて,Ⅲち記載をそのま支記載ナろこと
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・退院患者平均在院 日数 O,O日 (〇年)→0.0日 (0年 )

・地域医療構想で記載する平成 37年度の医療機能ごとの病床の必要量

高度急性期 0●床

急性期 ●0床

回復期 ●0床

慢性期 0●床

② 居宅等における医療の提供に関する日標

(例 )・ 退院支援を実施 している診療所 。病院数 O力所 (O年)→0カ所 (0年)

・訪問診療を実施 している診療所 。病院数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

。往診を実施 している診療所 。病院数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

。在宅看取 り (タ ーミナルケア)を実施 している診療所 。病院数

O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・訪問看護事業所数、従事者数 ○力所、O人 (O年)→0カ所、0人 (0年)

・24時間体制を取つている訪問看護ステーション数、従事者数

O力所、O人 (O年)→0カ所、0人 (0年 )

・訪問診療を受けた患者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。訪問看護利用者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。在宅ター ミナルケアを受けた患者数 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

・看取 り数 (死亡診断のみの場合を含む) ○件 (O年)→●件 (0年 )

③ 介護施設等の整備に関する目標

(例)地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。

・地域密着型介護老人福祉施設 O床 (O力 所)→●床 (0カ 所)

・介護老人保健施設 (定員 29人以下) ○床 (O力所) →0床 (●力所)

・養護老人ホーム (定員 29人以下) ○床 (O力所) →●床 (0カ所)

・ケアハウス (定員 29人以下) ○床 (O力 所)→ 0床 (0カ 所)

・都市型軽費老人ホーム O床 (O力所) →0床 (0カ所)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ○人/月 分 (O力所)

→0人/月 (0カ所)

・認知症対応型デイサービスセンター O人/月 分 (O力所)

→0人/月 (0カ所)

・認知症高齢者グループホーム O床 (O力所)→ 0床 (0カ所)

・小規模多機能型居宅介護事業所 〇人/月 分 (O力所) →0人/月 (0カ所)

④ 医療従事者の確保に関する日標

(例)○○県における人口10万人対医師数の二次医療圏別の偏在の状況は0。●倍ある

4



ため、県全体の医師数の増加だけではなく、地域間の偏在解消に取 り組んで行 く。

。人 口 10万人姑医師数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。人 口 10万人姑医師数の二次医療圏別偏在状況

OoO倍 (O年)→0.0倍 (0年 )

。へき地診療所の医師数 ○人 (O年)→0人 (0年 )

。人 口 10万人対看護師数 O人 (O年)→0人 (0年 )

・OO士数 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

⑤ 介護従事者の確保に関する目標

(例)OO県 においては、介護職員の増加 (OOO人 )を 目標 とする。その際、県内の

労働市場の動向も踏まえ、特に普通校の高校生に対する介護のイメージアップ及び

第 2の人生のスター トを控えた中高年齢者層の参入促進にターゲットを絞つた対

策を進める。

・高等学校教員対象介護の理解促進 対象教員数O人
。中高年齢者層を対象とした入門的な研修の実施 研修受講者数O人

・労働環境整備推進のための中小規模の経営者向けマネジメン トセミナーの開催

セミナー受講事業者数O事業者

2)見解

※進成 できノⅨヽ″再った冒漂だつ″Ⅲてば、その要河を記載 ナろこと。

② 居宅等における医療の提供に関する日標

「退院支援を実施 している診療所・病院数」、 。・・については、一定程度の増

加が図られたものの、 ・・・により目標には到達しなかつた。

「訪問診療を実施 している診療所・病院数」、 ・・・については、OO統計調査

の結果が公表されていないため、日標の達成状況を確認できなかった。代替的な指

標 として、OO実態調査におけるOO数は、O力所 (〇年)→0カ所 (0年)と な

つており、一定程度の増加が図られたことが確認できた。

⑤ 介護従事者の確保に関する目標

「中高年齢者層を対象とした入門的な研修の実施」については、周知不足により、

日標を達成 しなかつた。

3)改善の方向性

② 居宅等における医療の提供に関する目標

目標を大きく超える成果が得られた「往診を実施 している診療所・病院数」、・・・

については、日標値を過小に設定した可能性があることから、日標の見直しを実施

した。〇年度計画においては、往診を実施 している診療所・病院数 O力所 (〇年 )

→●力所 (0年 )、
。・・ と設定した。
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■県西部 (目 標 と計画期間)

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に関する目標

(例)OO県 においては、OO期機能の病床、OO期機能の病床の充実が必要となる

ことから、機能転換による当該病床の整備を促進する。

・OO期病床数 OO床 (〇年)→0●床 (0年 )

。退院患者平均在院 日数 〇.○ 日 (〇年)→ 0。 ● 日 (0年 )

・地域医療構想で記載する平成 37年度の医療機能ごとの病床の必要量

高度急性期 ●0床
急性期 0●床

回復期 0●床

慢性期 0●床

② 介護施設等の整備に関する目標

(例)地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。

・地域密着型介護老人福祉施設 ○床 (O力所)→ 0床 (0カ所)

目標に到達 しなかった「退院支援を実施 している診療所 。病院数」、 ・・・ につ

いては、〇年度から、OOO等 の普及・啓発活動、OOO事 業の実施方法を0●0
に改善、OOO事 業の追加、 ・・・等を実施することにより目標達成を図る。

目標の達成状況を確認できなかつた「訪問診療を実施 している診療所・病院

数」、◆・ 0については、統計調査の結果の公表が次年度の事後評価に間に合わない

ため、指標の追力日を検討 し、O年度計画において「0●0●数」、・・・を追加 した。

⑤ 介護従事者の確保に関する目標

目標に到達しなかった 「中高年齢者層を対象とした入門的な研修の実施」につい

ては、〇年度から、OOO等 を活用 した事業の周知・普及活動を推進 し、研修受講

者数の増加を図る。

上記以外の目標については達成 した。

4)目標の継続状況

図 〇年度計画にも当該 目標に関連 した目標を掲げている。

□ 〇年度計画には当該 目標に関連 した目標は掲げていない。

/溶
"だ

おレヽこ 励彩 場蓬戎場 だば、弦善2弗効箸 記載ナわこととされ て

,Ⅲろため、冒蹂が蓬成 できな″うった理由と籍査 ι、数善の方向とを記載ナろごと

χ 局時穆残 屈 ど厚標を立 てたこと等′こ女夕、プ窮たの計師の厚籾 学関連 ιて,Ⅲ る (変わらか

クリ ケ今、上欄|こテょ=ノタをつ′
'オ

ろこと
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□県西部 (達成状況)

1)目標の達成状況

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に関する目標

(例)・ OO期病床数 OO床 (〇年)→0●床 (0年 )

・退院患者平均在院日数 O.〇 日 (〇年)→0.0日 (0年 )

。地域医療構想で記載する平成 37年度の医療機能ごとの病床の必要量

高度急性期 0●床

急性期 0●床

回復期 0●床

慢性期 0●床

② 介護施設等の整備に関する目標

(例)地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。

・地域密着型介護老人福祉施設 ○床 (O力所)→●床 (0カ所)

・介護老人保健施設 (定員 29人以下) O床 (O力所) →●床 (0カ所)

・養護老人ホーム (定員 29人以下) O床 (O力所)→ 0床 (0カ所)

。ケアハウス (定員 29人以下) O床 (O力所) →0床 (0カ所)

・都市型軽費老人ホーム ○床 (O力所) →0床 (0カ所)

・定期巡回 。随時対応型訪問介護看護事業所 O人/月 分 (O力 所)

⇒0人/月 (0カ 所)

。認知症対応型デイサービスセンター O人/月 分 (O力所)

→0人/月 (●力所)

・介護老人保健施設 (定員 29人以下) ①床 (O力所) →0床 (0カ所)

。養護老人ホーム (定員 29人以下) O床 (O力所) →0床 (●力所)

・ケアハウス (定員 29人以下) O床 (O力 所) →●床 (0カ所)

・都市型軽費老人ホーム O床 (O力 所)→ 0床 (0カ所)

・定期巡回・随時姑応型訪問介護看護事業所 O人/月 分 (O力所)

→0人/月 (0カ所)

・認知症対応型デイサービスセンター O人/月 分 (O力所)

→0人/月 (0カ所)

・認知症高齢者グループホーム 〇床 (O力 所)→0床 (0カ 所)

。小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力所)→0人/月 (●力所)

③ 計画期間

OttOtt O日 〇年Ott O日

/都 道府県計画■こお
'1て

定めて,Ⅲ ろ記載をそのまま記載ナ5こ と
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■県中央部 (目 標 と計画期間)

一 以下、同様の内容を区域ごとに記載

・認知症高齢者グループホーム O床 (O力 所)→ ●床 (●力所 )

。小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力所)→0人/月 (0カ 所 )

2)見解

勅 金朝デ″ヽつた汀療だつウⅢて′メ、その期 を記載ナろことっ

「OO期病床数」、。・・については、一定程度の増加が図られたものの、

により目標には到達しなかった。

上記以外の目標については達成した。

3)改善の方向性

目標を大きく超える成果が得られた「OO期病床数」、・・・については、目標値

を過小に設定した可能性があることから、日標の見直しを実施 した。O年度計画に

おいては、OO期病床数 OO床 (〇年)→●0床 (0年 )、
。・ 。と設定した。

日標に到達しなかった「OO期病床数J、 。・・については、〇年度から、OO
O等の普及・啓発活動、OOO事 業の実施方法を0●0に改善、OOO事 業の追加

実施、 。・・等により目標達成を図る。

4)

図

目標の継続状況

〇年度計画にも当該 目標に関連 した目標を掲げている。

(〇年度計画における関連 目標の記載ページ ;POO)
〇年度計画には当該 目標に関連 した日標は掲げていない。□

/於 鍮効蒻努 鰺 レヽこ 励諺塚遡力賜沿 だ依 改善の方蔦たを記載ナろごとをされて

,】 ろため、β鞣カミ達成 できなかった理由を精査 ι、改善の方ノ声粥 鯵 記載ナあこと

ズ 角時潔残 戸∂f戸と立てたこと等ヽこ支ク、盟額 の計所の冒標力ゞ関連 ιて,Iろ

`変

わらな

クリ瘍今、上欄‡こテどEノクをつ′,ナろこと
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3.事業の実施状況

平成30年度OO県計画に規定した事業について、平成30年度終了時における事業の実施状

況について記載。

事業の有効に・効奉1雌

尾:lrl:〒|〒

IW4Ψ理|
! it i t l.‐ ■■●■■i   ■il!
―
|● ■ ■ ●

=■

li■  :―

:.:||■■ |■|||

事業の実施主体| (|
事業の対象とな10区域―

|

事業名

事業の区分
【NO。 1】

病床機能分化 。連携事業

(例)医療機関が地域医療構想において必要とされる病床

機能への転換を行 うために必要な施設整備費又は設備整備

費を支援する。

アウトカム指標 :(例)30年度基金を活用 して整備を行 う不

足 している病床機能毎 (高度急性期 。急性期・回復期・慢

性期)の病床数

・OO期病床 OO床
・OO期病床 OO床

OO県
中央、南部、西部、東都、北部

【総事業費】

OO千 円

1.医療機能の分化・連携に関する事業

事業終了後 1年以内のアウ トカム指標 :(例 )30年度基金を

活用 して整備 を行 う不足 してい る病床機能毎 (高度急性

期・急性期・回復期・慢性期)の病床数

・ OO期 病床 OO床
・ 〇〇期病床 OO床

/指 標カミ観察 できなかつた場今が、観察 できな″ヽつた理由及び

代替的な臨標 /ど記載ナること。

(例)整備 を行 う医療機関数 :0施設 (0年●月時点 )

(例)整備を行 う医療機関数 :O施設

(例)地域医療構想において必要となる機能区分毎の病床

を確保するため、病床の機能転換整備を推進する必要があ

る。

平成 30年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

□継続 / 図終了

〆 鶏 %窟 初 物 痛 ′手度以降 の場今、務筋期′rティノクナ

ちことっ鶏 彰 為 勒 平`成 ′θ牟度内施 箸 、溶 了機 こヽテ==ノタ

ナることっ

9



(例)別事業として、地域医療構想調整会議主催の地域医

療構想セミナーを開催 し、医療機関や金融機関等の関係者

に地域医療構想の周知活動を実施 してお り、病床機能分

化・連携事業に関する申請を前提とした相談件数がO件 (○

年)→●件 (0年)に増加 した。

〆 そのた、塞珍を活用 ιた数″ モ弟
"切

淳業効 ιて,Ⅲ

ろ、事業笑彪子済の
=た

だ茸ク籍卵 ″ゞつて,巧事業があ

ろ塀舎は、病瘤力だ2勁ナわ女ラ努めて,ヽただきた,ち

(1)事業の有効性

(例)本事業によりOO期病床がOO床、OO期病床がO
O床整備され、日標を達成 したため、地域医療構想の達成

に向けた直接的な効果があつた。

(2)事業の効率性

(例)地域医療構想調整会議において医療機関ごとに事業

実施の合意を得ており、真に必要な整備に限定して実施 し

ている。また、施設整備又は設備整備に当たつて、各医療

機関において入札を実施することにより、コス トの低下を

図つている。

χ 学初設定 ιて,嫁レⅢ/ク ト″玄贈標とこつレゝてb″了彦な限 ク

記裁 することっ
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|||||||||:
i■ ■

―■

の期間
―

1事業の業施
―主体|―■|

る区域

事業名

―
事業の区分|

【NO。 2】

訪問看護ステーション支援事業

中央、南部、西部、東都、北部

【総事業費】

OO千 円

2.居宅等における医療の提供に関する事業

事業終了後 1年以内のアウ トカム指標 :(例 )

。訪問看護事業所数 O力 所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・訪問看護従事者数 ○人 (O年)→0人 (0年 )

・訪問看護利用者数 ○人 (O年)→0人 (0年 )

〆 指標カミ観察 できなかつた場今が、観察 できかかった理由及び

氏替的な指標 /ど記載 ナろごと。

χ 学鶴設定 ιて,ヽな ,ヽアクト″ム臨標 こヽつ″ヽてb了諺な/」βク

冦説ナろこと。

(例)設備整備を行 う訪問看護ステーション数 △△力所

(例)設備整備を行 う訪問看護ステーシヨン数 OO力 所

(例)医療依存度の高い患者の在宅療養生活の継続の支援

等を行 う訪問看護ステーシヨンの設備整備を支援する。

アウトカム指標 :(例 )

。訪問看護事業所数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・訪問看護従事者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

・訪問看護利用者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

(例)今後、増加が見込まれる在宅患者等に対 して、適切

な医療・介護サービスが供給できるよう在宅医療にかかる

提供体制の強化が必要。

平成 30年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

口継続 / 図終了

〆 裳茉のた

"が
7茂∂′準蔑以降 ル 箸 、継鰯 とこテヱノクナ

ろこと。島 影 深 効 蝉 荻 認 準度内の場今、深 ア欄イこテ=Eノク

ナちごと。

OO県、OO県医師会、OO県看護協会等

(1)事業の有効性

(例)本事業により訪問看護ステーシヨンがOO力所新設

され、また、訪問看護事業所数、従事者数、利用者数が増

加 し、一定程度の効果が得 られたが、日標には到達しなか

11



χ  その池、必珍静活用 とた数蔵 野 デル由途 裏茉を実疹 ιて,ヽ

ろL事業実施手法 の工夫だ支ク特tこ効果カミ上″ゞつて,ヽわ事業力ゞあ

ろ疹鉱 病縁縁こ識 ナちFラ努めて,Ⅲただきた″ち

つた。〇年度から、当該事業の普及 。啓発活動、当該事業

の実施方法を00●に改善、OOO事 業の追加実施、・・・

等により目標達成を図る。

(2)事業の効率性

(例)調達方法や手続に関するマニュアルを作成 し、事業

者に配布 し、事業実施に当たつて活用することで、調達コ

ス トの低下、調達の迅速化、調達事務の縮減を図つている。

12



1事業の有効性1効率性

Ⅲ響
―
蝉

:

背景■わる医療.: 介護■

事業|の実施主体

1幸半の1客|
|〔 | ―    i .|:||  ||

な―る区域

事業名 【NO.3】

産科医等育成・確保支援事業

4.医療従事者の確保に関する事業

アウトカム指標 :(例 )

・手当支給施設の産科 。産婦人科医師数 O人 (O年)→

0人 (0年 )

・分娩 1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医

師数 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

。人口 10万人封産科・産婦人科医師数 O人 (〇年)→0
人 (0年 )

(例)OO県 における〇年の人 口 10万人対産科・産婦人科

医師数はOO人 (全国平均OO人 )であ り、県内の周産期

医療提供体制を確保するため、産科医の確保が必要

平成 30年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

□継続 / 図終了

χ 事業の終期力坪城 」′勺効 彩物 舜 、務筋房たテfrノタナ

ろごと。島 彩 *勒 脚 似 ど
'θ

等度内の場今、藩 了欄イこテfだ ノク

ナちことっ

OO県

中央、南都、西部、東都、北部

【総事業費】

OO千 円

事業終了後 1年以内のアウ トカム指標 :(例 )

・手当支給施設の産科 。産婦人科医師数 O人 (〇年)→

0人 (0年 )

・分娩 1,000件 当た りの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医

師数 ○人 (O年)→0人 (0年 )

。人 口 10万人対産科・産婦人科医師数 O人 (〇年)→統

(例 )

。手当支給者数 分娩手当O人、研修医手当○人

・手当支給施設数 分娩手当○力所、研修医手当○力所

(例 )

。手当支給者数 分娩手当○人、研修医手当O人

・手当支給施設数 分娩手当○力所、研修医手当O力所

(例)産科医の確保を図るため、産科医の処遇改善に取 り

組む医療機関を支援する。

(補助単価)

・分娩手当 1分娩当たり10千円

・研修医手当 1人 1月 当たり50千円

13



χ その2、 基珍を活用 した叛βのモガ翔%導業 を支彦 ιて,I

5、 婁葉笑彪亨法のr失だュク特tこ効果カミ上がって,巧事業カミあ

ろ塀今炊 療を乃|こ総 ナあま夕努めて,ヽただきた,ち

(1)事業の有効性

(例)本事業により手当支給施設の産科・産婦人科医師数、

分娩 1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師

数が増加 し、目標を達成 した。また、OOOO数 について

も一定程度増加 したことから、産科医の確保に効果があつ

た。

(2)事業の効率性

(例)OO県 の中でも特に産科医数の少ないOO区域を優

先して支援することにより、効率的に実施 している。

計調査の結果が公表されていないため、観察できなかった。

代替的な指標 としてOOOOtt O人 (〇年)→0人 (●

年 )

χ 指標おミ観察できかかつた場合
=ま
、密7寮できノr″ つヽた理由及び

代替的な指標を記載ナろことっ

χ 学妨 ιて,Ⅲノデレ】/ク か″玄指標 こヽつレⅢてb覇藷な腐 ク

記載ナろごと'っ
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―
云1桑辞!Υ14

識の内↑1学守PI

背景 に

1事業の期
‐
問

―
事業あ実施主体

―

事業φ対象となる麟射

事業の区分

【NO.1】

OO県介護施設等整備事業

【総事業費】

〇〇千 円

3.介護施設等の整備に関する事業

(例)地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型

サービス施設等の整備等を支援することにより、地域の実

情に応 じた介護サービス提供体制の整備を促進する。

O地域密着型介護老人福祉施設の増 :O床 (O力所)→0
床 (0カ所 )

○小規模多機能型居宅介護事業所の増 :O人/月 分 (Oカ

所)→0人/月 分 (●力所)

○認知症高齢者グループホーム :O床 (O力 所)→●床 (0

カ所)

(例 )

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行

う。

の開設 ◆設置に必要な準備経費に姑 して支

援を行 う。

③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一

時金に対 して支援を行 う。

④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に

対して支援を行 う。

認知症高齢者グループホーム:0床 (●力所)

小規模多機能型居宅介護事業所 :0人/月 分 (●力所)

地域密着型特別養護老人ホーム:0床 (0カ所 )

整備予定施設等

アウトカム指標 :(例)65歳 以上人口あたり地域密着型サ

ービス施設等の定員総数▲▲人

(例)高齢者が地域において、安心して生活できる体制の

構築を図る。

平成 30年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

□継続 / 図終了

χ 島 彰 落残 牌 妨 2手度以降ル 者 、継鰯 イこテど=ノクナ

づこと。事業の終理お`平成 ∂θ手度内の場今、溶 F欄イこオュノタ

ナわごと。

OO県

中央、南都、西部、東部、北都
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・一 一

一

一一

一一
一

一

事業

χ そ列と力、塞珍を活用 ιた独庫のモデルカな哀業を笑疹 ιて,Ⅲ

ろ、嘉 鶏 勒 痒 ル エ夫だ女ク待|こ効果た がつて
'お

蔓茉があ

る場今依 病務力だ記載 ナろ簾ラ努めてレヽただきた ,ち

(1)事業の有効性

(例)地域密着型サービス施設等の整備により65歳以上

人口あたり地域密着型サービス施設等の定員総数がOO人
から△△人に増加 し、高齢者が地域において、安心して生

活できる体制の構築が図られた。

(2)事業の効率性

(例)調達方法や手続について行政の手法を紹介すること

で一定の共通認識のもとで施設整備を行い、調達の効率化

が図られた。

事業終了後 1年以内のアウ トカム指標 :(例)65歳 以上人

口あた り地域密着型サー ビス施設等の定員総数△△人 (※

可能な限 り記載 )

観察できなかつた

観察できた      →  指標 :(例)○○人か ら△△

人に増加 した。 (※背景にある医療・介護ニーズで定めたア

ウ トカム指標 と必ず しも一致するものではない。)

ズ 指標力1観察でき強為ヽ った瘍今ば、観察できなかつた理由及び

氏誉的な指標 を記載ナあことっ

χ 当硯設定 して,鞍 レヽ/ク かジクム贈標鷺こつ″ⅢてbV能ノょヽ履 ク

記載ナわごとっ

(例 )

O地域密着型介護老人福祉施設の増 :○床 (O力 所)→0
床 (0カ所 )

O小規模多機能型居宅介護事業所の増 :O人/月 分 (Oカ

所)→0人/月 分 (0カ所 )

O認知症高齢者グループホーム :○床 (O力所)→0床 (●

力所)
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事業の期
i問

|

事業の1案れ主体

の対象となる

事業の区分

【NO。●●】

介護に関する入門的研修の実施等とマ

ッチングまでの一体的支援事業

平成 30年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

口継続 / 図終了

χ 裳棠の終期カミ7廃 夕 手蔑以降 ル 翡 、継鰯 イこテ=ノクナ

わこと。鵡 影 務 効 蝉 ν ♂θ年度内の多今、藩 r穏ヽこティノク

ナること。

OO県

中央、南部、西都、東部、北都

【総事業費】

OO千 円

5.介護従事者の確保に関する事業

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 :(例)要介護認定率

の減〇%(※可能な限り記載 )

観察できなかつた

観察できた      →  指標 :(例)△%から〇%に

減少した。 (※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウト

カム指標 と必ずしも一致するものではない。)

χ 指標カミ観察できなかつた場今ば、観察できな″ヽつた理由及評

氏替鶴後指標を記載ナろこと。

/ 学碗設定 ιて,嫁レⅢ/ク ハジクム指標だつ
'〕

て6蒻勢 履 ク

記載ナろこと。

(例)入門的研修参加者数 (△ △名 )

(例)入門的研修参加者数 (〇〇名)

(例)介護に関する入門的研修の実施及びマッチングに対す

る支援にかかる経費を助成する。

アウトカム指標 :(例)入門的研修受講者の介護分野への就

職者数 (H30:OO人→H31:0●人)

(例)介護未経験者の介護分野への参入のきつかけを作ると

ともに、介護分野で働 く不安を払拭するため、介護に関する

入門的な知識 。技術を習得するための研修を実施し、研修受

講後の介護施設等とのマッチングまでの一体的な支援を行

う必要がある。
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χ その2、 為 勉 活用 ιたグガ声のモデル鶴遺妄茉を箕笏 ιて,ヽ

あヽ翻 子済の工夫だrク 特とこ効果おミ上″ゞってレ巧 轟 紗 賜

ろ疹今法 病腕縁覇薪 ナろr夕´わて,うただきた,ち

(1)事業の有効性

(例)本事業により△△名の介護未経験者が研修に参加 し、

管内の介護分野への就職者数ががO人増加 した。

(2)事業の効率性

(例)研修場所を拠点ごとに分け、より多くの介護未経験者

が受講できる機会を確保 しつつ、事前登録制とすることで会

場規模を適切なものとして経費の節減を図つた。
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■ 1・ | |‐

=|‐
|:|||

―

  |  | |■ !■ ■  |

事業名
|

事業の直分

【NO。●0】

生活援助従事者研修の受講支援等とマ

ッチングの一体的支援事業

(1)事業の有効性

(例)本事業により△△名の介護未経験者が研修に参加 し、

管内の介護分野への就職者数ががO人増加 した。

事業終了後 1年以内のアウ トカム指標 :(例)研修受講者の

介護分野への就職者数○人 (※可能な限 り記載 )

観察できなかつた

観察できた      →  指標 :(例)△人か ら〇人に

増加 した。 (※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウ ト

カム指標 と必ず しも一致するものではない。)

/指 標力ゞ観察 役甥デかった場今′〆、観察 でき妙,ウ
心った理由及び

侮 顆 嫁 指標 を記載ナろごと。

メ 学碗設定 ιて,嫁レア クかジクンA遺標鷺こつレ`てb可能を履 ク

″琲ナろことっ

(例)生活援助従事者研修参加者 (△△名 )

(例)生活援助従事者研修参加者 (OO名 )

(例)生活援助従事者研修の受講支援及びマンチングに対

する支援にかかる経費を助成する。

アウトカム指標 :(例)生活援助従事者研修受講者の介護分

野への就職者数 (H30iOO人→H31:0●人)

(例)訪問介護分野における介護人材のすそ野の拡大を推

進するため、生活援助従事者研修について、受講支援等か

ら研修受講後の訪問介護事業所とのマッチングまでの一体

的な支援を行 う必要がある。

平成 30年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

□継続 / И終了

X 豪棠のた財″i平成 ∂′旬 砂 修 笏 、継続欄 |こ芳ュノ

クナろことっ発 影 *勒 岬 城 ∂θ■度内錫 ▲ 疼

『

穏(こ

オゴノクナろごとっ

OO県

中央、南部、西部、東部、北部

【総事業費】

OO千 円

5.介護従事者の確保に関する事業
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χ その瘤、燈 と活用 ιたグ靡 物 モデル砂み裏策を笑癒ιて″Ⅲ

ろ、事業笑癒γ彦のr失だFク特■こ効果海ミ上″ゞって,Ⅲ る事業海ミあ

ろ瘍合は、病瘤乃だ記載ナ5茸 ラ努めて,|ただをた,ち

(2)事業の効率性

(例)研修場所を拠点ごとに分け、より多くの介護未経験

者が受講できる機会を確保しうつ、事前登録制とすること

で会場規模を適切なものとして経費の節減を図つた。
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別紙 2

平成 30年度OO市計画に関する

事後評価

【様式制】

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記することに努

めるものとする。

月年

県

市



1。 事後評価のプロセス

(1)「事後評価の方法」の実行の有無

事後評価の実施にあたつて、市町村計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項に

ついて、記載どおりの手続きを行つたかどうかを記載。

図 行つた

(実施状況 )

。〇年Ott O日

・〇年Ott O日

OO市審議会において議論

市町村介護保険事業計画作成委員会において議論

□ 行わなかった

(行わなかつた場合、その理由)

(2)審議会等で指摘 された主な内容

事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。

審議会等で指摘された主な内容

・×× (〇年○月○日△△審議会意見)



2。 日標の達成状況

平成30年度OO市計画に規定する目標を再掲 し、平成30年度終了時における日標の達成状

況について記載。

□OO市全体 (達成状況)

1)目標の達成状況

① 居宅等における医療の提供に関する目標

(例 )・ 退院支援を実施している診療所 。病院数 O力所 (O年)→0カ所 (0年 )

■OO市全体 (目 標)

① 居宅等における医療の提供に関する目標

(例 )・ 退院支援を実施 している診療所・病院数 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・訪問診療を実施 している診療所 。病院数 O力所 (〇年)→ 0カ所 (0年 )

・往診を実施 している診療所 9病院教 O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

。在宅看取 り (タ ーミナルケア)を実施 している診療所・病院数

O力所 (O年)→0カ所 (0年 )

・訪問看護事業所数、従事者数 ○力所、O人 (〇年)→0カ所、0人 (0年 )

・24時間体制を取つている訪問看護ステーション数、従事者教

O力所、O人 (〇年)→0カ所、0人 (0年 )

・訪問診療を受けた患者数 O人 (O年)→0人 (0年 )

・訪問看護利用者数 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

。在宅ターミナルケアを受けた患者数 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

。看取 り数 (死亡診断のみの場合を含む) ○件 (〇年)→0件 (0年 )

② 介護施設等の整備に関する目標

(例 )。 地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業計画において予

定し

ている地域密着型サービス施設等の整備を行 う。

(整備 目標 )

。地域密着型介護老人福祉施設 ○床 (O力 所)→ 0床 (●力所 )

・小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力所)→0人/月 (0カ所)

・認知症高齢者グループホーム O床 (O力所)→ 0床 (0カ所 )

③ 計画期間

〇年Ott O日 ～〇年Ott O日

〆 ″ 府 ,ヽ てだ―妙て,あ記載をそのま支記載ナろごと
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。訪問診療を実施している診療所・病院数 O力所 (〇年)→●力所 (0年 )

。往診を実施 している診療所・病院数 O力所 (O年)→0カ所 (0年 )

・在宅看取 り (タ ーミナルケア)を実施 している診療所・病院数

O力所 (〇年)→0カ所 (0年 )

・訪問看護事業所数、従事者数 O力所、O人 (O年)→0カ所、0人 (0年 )

・24時間体制を取っている訪問看護ステーシヨン数、従事者教

O力所、O人 (O年)→0カ所、0人 (0年 )

。訪問診療を受けた忠者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

・訪問看護利用者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

。在宅ターミナルケアを受けた患者数 ○人 (〇年)→0人 (0年 )

・看取 り数 (死亡診断のみの場合を含む) O件 (O年)→0件 (0年 )

② 介護施設等の整備に関する日標

(例 )。 地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 7期介護保険事業計画において予

定し

ている地域密着型サービス施設等の整備を行 う。

(整備 目標 )

。地域密着型介護老人福祉施設 O床 (O力 所)→ 0床 (0カ 所 )

・小規模多機能型居宅介護事業所 O人/月 分 (O力所)→0人/月 (0カ 所 )

・認知症高齢者グループホーム O床 (O力所)→ ●床 (0カ 所)

2)見解

※達成 できか″。った厚療′ごつレⅢて′どオ、そ2期 滋 記載 ナろごと。

「退院支援を実施 している診療所・病院数」、 ・・・については、一定程度の増

加が図られたものの、 。・・により目標には到達しなかつた。

「訪問診療を実施 している診療所 。病院数」、 ・ 。・については、OO統計調査

の結果が公表されていないため、日標の達成状況を確認できなかつた。代替的な指

標 として、OO実態調査におけるOO数は、O力所 (〇年)→0カ所 (0年)と な

つており、一定程度の増加が図られたことが確認できた。

上記以外の目標については達成 した。

3)改善の方向性

目標を大きく超える成果が得 られた「往診を実施 している診療所 。病院数」、・・・

については、日標値を過小に設定した可能性があることから、日標の見直しを実施

した。O年度計画においては、往診を実施 している診療所・病院数 O力所 (O年 )

→0カ所 (0年 )、 ・・ 。と設定した。

目標に到達しなかった 「退院支援を実施 している診療所・病院数」、 。・・につ

いては、〇年度から、OOO等 の普及・啓発活動、OOO事 業の実施方法を0●0
に改善、OOO事 業の追加、 ・・・等を実施することにより目標達成を図る。

3



目標の達成状況を確認できなかった 「訪問診療を実施 している診療所 。病院

数」、・・・については、統計調査の結果の公表が次年度の事後評価に間に合わない

ため、指標の追加を検討 し、〇年度計画において「0●0●数」、。・・を追加 した。

4)目標の継続状況

図 〇年度計画にも当該 目標に関連 した目標を掲げている。

□ 〇年度計画には当該 目標に関連 した目標は掲げていない。

χ  胸 孵 吻 蕩 歓 魔 発 舒 櫂 謄 河 ど厚標を立 てた こと等 こヽ女 ク、プ 勺 茅 垢 招 診 励 効 理 て

,Ⅲ蕃 【変わらなクリ塀今、上縛とこテェノタをつ′ノわこと

X 声ェム然を一つの区域 とιた瘍今だ、この記載例 を参考■これ″ナろごと。

また、″ 嚇 握 痴 傷 絡 緒 区域 を設定 かた瘍今′どオ、その区域 どを だβttR達成状況、

月疹々汀標の継続状況 を布磋ナろことっ

※ 溶金渚矢方針だおレヽて、厚漂が来遂成の疹今たが、攻善の方向をを記載 ナ5こ とと

され てレヽあたわ、厚標ぬミ達成 で記 移 つたケ今′ま理由を精査 ι、改善の方向をを記載ナ

ろことっ
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3.事業の実施状況

平成30年度OO県計画に規定した事業について、平成30年度終了時における事業の実施状

況を記載。

ント指標||(達成:

=i″

|イント1拝|1当押|

の日1標値)|:■・ |■
―

|

ぱ仔ザ啓

1事業め期間■■
:■

■■|■■■|

事業の対客4なる区域

【NO。 1】

訪問看護ステーション支援事業

事業終了後 1年以内のアウ トカム指標 :(例 )

・訪問看護事業所数 O力 所 (O年)→0カ所 (0年 )

。訪問看護従事者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

・訪問看護利用者数 O人 (〇年)→0人 (0年 )

χ 指標カミ観察 できかかつた場今が、観察できなかつた理由及び

氏替的な指標 を記載ナわごとっ

(例)設備整備を行 う訪問看護ステーシヨン数 △△力所

(例)設備整備を行 う訪問看護ステーシヨン数 OO力 所

(例)医療依存度の高い忠者の在宅療養生活の継続の支援

等を行 う訪問看護ステーションの設備整備を支援する。

アゥトカム指標 :(例 )

。訪問看護事業所数 ○力所 (O年)→0カ所 (0年 )

。訪問看護従事者数 O人 (〇年)⇒ 0人 (0年 )

・訪問看護利用者教 O人 (〇年)→ 0人 (0年 )

(例)今後、増加が見込まれる在宅忠者等に対 して、適切

な医療・介護サービスが供給できるよう在宅医療にかかる

提供体制の強化が必要。

平成 30年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

□継続 / 図終了

χ 事業の終期力澤城 ∂′勺裏駆物 笏 ェ継続欄イこテュノクナ

ろこと。裏茉D終報ゐ1鞍 3θ 竿度内の疹今、藩 ア欄‡こテ==ノク

ナろこと。

OO市

中央、南部、西部、東部、北部

【総事業費】

○○千円

2.居宅等における医療の晃供に関する事業
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χ そのを、必珍と活用 ιた独βのモル 塑 嫁 拗 ιて,Ⅲ

ろ、事業実施手法2蒻 イ 女夕特|こ探 必ゞ上滞ギつて,1ろ撃 海ミぁ

ろ疹針は、効 記裁オろまラ努めて,ヽただきた,ち

(1)事業の有効性

(例)本事業により訪問看護ステーシヨンがOO力所新設

され、また、訪問看護事業所数、従事者数、利用者数が増

加 し、一定程度の効果が得 られたが、日標には到達 しなか

った。〇年度から、当該事業の普及・啓発活動、当該事業

の実施方法を00●に改善、OOO事 業の追加実施、。・・

等により目標達成を図る。

(2)事業の効率性

(例)調達方法や手続に関するマニュアルを作成 し、事業

者に配布 し、事業実施に当たつて活用することで、調達コ

ス トの低下、調達の迅速化、調達事務の縮減を図つている。

χ 学初設定 ιてレB/デ レヽ/ク ト″ム指標 こヽつレⅢてb可能な服 ク

記載ナろごと。
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■ ■ ||■ |||!■

―
li

|―
―|―■ ■

―
|■ |

【NO。 2】

OO市介護施設等整備事業

(例)地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型

サービス施設等の整備等を支援することにより、地域の実

情に応 じた介護サービス提供体制の整備を促進する。

O地域密着型介護老人福祉施設の増 iO床 (O力所)→●

床 (0カ所)

〇小規模多機能型居宅介護事業所の増 iO人/月 分 (Oカ

所)→0人/月 分 (●力所)

○認知症高齢者グループホーム :○床 (O力 所)→0床 (●

力所 )

(例 )

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行

う。

認知症高齢者グループホーム:0床 (0カ所 )

小規模多機能型居宅介護事業所 :0人/月 分 (●力所)

地域密着型特別養護老人ホーム:0床 (0カ所 )

整備予定施設等

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支

援を行う。

③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一

時金に対して支援を行う。

④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に

対して支援を行う。

アウトカム指標 :(例)65歳 以上人口あたり地域密着型サ

ービス施設等の定員総数▲▲人

(例)高齢者が地域において、安心して生活できる体制の

構築を図る。

平成 30年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

図継続 / □終了

χ 事業の終理んミ平成 J′ 手度以降 ル 緒 、継続欄イこオュノクナ

ろこと。哀茉の潅務が平茂 ♂θ手度内の場今,疼耳横イこオュノク

ナろこと。

OO市

中央、南部、西都、東部、北部

【総事業費】

〇〇千円

3.介護施設等の整備に関する事業
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事業終了後 1年以内のアウ トカム指標 :(例)65歳 以上人

口あた り地域密着型サー ビス施設等の定員総数△△人 (※

可能な限 り記載 )

観察できなかった

観察できた      →  指標 :(例)OO人 から△△

人に増加 した。 (※背景にある医療 。介護ニーズで定めたア

ウ トカム指標 と必ず しも一致するものではない。)

メ 指標カミ観察 できなかつた場今ぼ.観察 できなノフ→つた理由及び

働 被指標 を記載ナろごと。

χ 学鶴設定 ιてレ鞍 レプ クか″云焔様 こヽつ″ヽてあ7階な″ ク

記載ナあこと。

(例)O地域密着型介護老人福祉施設の増 :O床 (O力所 )

→0床 (●力所)

〇小規模多機能型居宅介護事業所の増 :O人/月 分 (Oカ

所)→0人/月 分 (0カ 所)

O認知症高齢者グループホーム :O床 (O力 所)→●床 (0
カ所 )

〆 その泡、基金を活黒 ιた独庫のモ弟

"切
デ事棠を支″ιて,ヽ

あ、事業完疹手彦の工夫だ女ク絢 珍 探 雄 がつて
'｀

あ事業カミあ

る舜 依 積極的だ記載ナろま

"効
て

'｀

ただきた,ち

(1)事業の有効性

(例)地域密着型サービス施設等の整備により65歳以上

人口あたり地域密着型サービス施設等の定員総数がOO人
から△△人に増加 し、高齢者が地域において、安心して生

活できる体制の構築が図られた。

(2)事業の効率性

(例)調達方法や手続について行政の手法を紹介すること

で一定の共通認識のもとで施設整備を行い、調達の効率化

が図られた。
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月1,恭3

事業区分1の評価指標 (例 )

宇旨I 例
事業の種類 事業内容g事業例

アウトプット指標 アウトカム指標

対象医療機関数

病棟数

地域医療構想に沿つて、基金を活用して整
備を行う不足している病床機能毎 (高度急性
期,急性期“回復期日慢性期)の病床数【地域
医療構想、病床機能報告】

病床機能毎(高度急性期a急性期日回復期日

慢性期)の病床数【病床機能報告】

1
病床機能分化B連携事
業

急性期から回復期、在宅医療
に至るまで、一連のサービス

を地域において総合的に確保
するため、病床の機能分化、
草と携を推進するための施設ロ

設備の整備

地域医療連携ネットワークの整備圏域

域医療連携ネットワークの参加施設数

地域医療ネットワーク関覧施設数

地域医療連携ネットワークヘの登録患者数

2
ICTを活用した地域医療
ネットワーク基盤の整備

ICTを活用した医療機関日介

護事業所間の医療情報ネット
ワーク構築

ネットワークに参加する医療機関等数

1



事業区分2の評価指標 (例 )

事業の種類 事業内容・事業例
アウトプット指標 アウトカム指標

1
訪問看護ステーション警捕事
業

の施設設備整
備を行う事業 施設設備整備を行う訪間看護ステーションの数

従事者数

るヽ訪問看護ステーション数、

、介畿サービス施設・事業所

2 訪問看護職員研修事業 訪問者護師の養成等を行う事業
研修参加者数

研修実施回数

訪問看護事業所数、従事者数

24時間体制をとつている訪問者謹ステーション数、従事
者数【介護サービス施設・事業所調査】

訪問看護利用者数【NDB、 介護給付費実態調査】

3
在宅歯科医療連携室整備・運
営事業

壼宅歯科医療に関する、広報・医療
騰器の貸出しなどを行う在宅歯科医
康連携室を整備・運営する事業

《整備》
新たに整備する在宅歯科医療連携室数

《運営》
在宅歯科医療連携に関する相談件数

在宅歯科医療機器の貸出件数

と宅歯科医療連携室の数

雖科訪間診療を実施している診療所・病院数

直宅療養支援歯科診療所数

坊間歯科診療を受けた患者数【NDB】
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事業区分3の評価指標 (例 )

事業の種類 事業内容・事業例
アウトプット指標 アウトカム指標

1
l也域密着型サービス等整備
助成事業

地域密着型サービスための施設鮮
の整備を行う事業

2
介護施設等の施設開設準備
経費等支援事業

介謹施設等の開設時や介護療養型
医療施設から介護老人保健施設等
への転換の際に必要な初度経費を
支援する事業

1地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の
定員数(実数または65歳以上人口10万人あたり、施設
の種類別)

【介護サービス施設・事業所調査】

2地域密着型(介護予防)サービスの事業所数(実数ま
たは65歳以上人口10万人あたり、施設の種類別)

【介護サービス施設日事業所調査ユ

3
定期借地権設定のための一

寺金の支援事業

降別養護老人ホーム等の用地確保
のための定期借地権設定に際して土
吐所有者に支払われた一時金を支
隈する事業

l事業を活用して新たに整備される施設等の定員数及
び施設・事業所数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多
機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数
※定員の概念がない定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所等は、定員数は不要

2事業を活用して新たに整備されるユニット型施設の定
員数及び施設数

3地域密着型介騒老人福祉施設及び介護保険施設の
ユニッHヒ率(施設の種類別)

【介護サービス施設・事業所調査】

※ユニッHヒ率=「ユニット有り」施設■施設総数(施設
数ベースではなく、定員数ベースがより望ましい)

4
既存の特別養護老人ホーム

等のユニット1ヒ改修等支援事
業

特別養護老人ホーム等のユニット化
または多床室のプライパシー保護の
ための改修支援、介護療養型医療
施設転換整備を支援する事業

l事業を活用して新たに整備される施設等の定員数及
び施設・事業所数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多
機能型居宅介護事業所にあつては、宿泊定員数
※定員の概念がない定期巡回・随時対応型訪間介護
看護事業所等は、定員数は不要

1地域密着型介護老人福祉施設及び介餞保険施設の

定員数(実数または65歳以上人口10万人あたり、施設
の種類別)

【介護サービス施設・事業所調査】

2地域密着型(介護予防)サービスの事業所数(実数ま
たは65歳以上人口10万人あたり、施設の種類別)

【介護サービス施設日事業所調査】

5 民有地マッチング事業

施設整備候補地(民有地)の積極的
な掘り起こしのため、地域の不動産
事業者等を含めた協議会の設置等
を支援する事業

3



事業区分4の評価指標 (例 )
■

日

亭業の覆題 事宗肉害i手棠●I

アウトブット機橿 アウ助ム指置

1
董科医等育成・確保支援事
業

盛科医等の処還改善を行う医療機
調等への財政支援等
産科後期研修医等の処遇改善を行
う医療機関への財政支援

手当支給施設数

手当支給者数

産科・産婦人科・婦人科医師数

歩,｀娩を取扱う医師数

手当支給施設の産科・産婦人科医師数

2
断生児医療担当医確保支援
事業

新生児医療に携わる医師の処遇改
誓を行う医療機関等への財政支援
等

手当支給施設数

手当支給者数

NICU専任医師数

手当支給施設の新生児医療担当医師数

3 新人看震職員研修事業
新人肴護職員研修を実施する医環
隣関への支援

対象施設数

研修受講者数

新人看護職員研修実施施設数

新人看護職員の離職率【病院看護実態調査】

就業者護師数【衛生行政報告例】

4 膏護師等養成所運営等事業
看護師等養成所における教育体制
の充実

対象施設数

対象養成所の国家試験合格率

対象養成所の卒業生の県内就業率

晉護師等養成施設の1学年の定員に占める入学者の
軸合【者護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業
快況調査】

晉護職員数(保健節、助産師、看護節、准看護師)【衛
生行政報告例】

就業看護師数【衛生行政報告例】
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事業区分4の評価指標(例 )②

旨標例事業の種類 事業内容日事業例
アウトプット指標 アウトカム指標

5
葺護師等養成所施設整備等
事業

看護師等養成所における施設・設備の整備 整備施設数

対象養成所の国家試験合格率

対象養成所の卒業生の県内就業率

吾護師等養成施設の刊学年の定員に占める入学者の割合【看護師等
学校養成所入学状況及び事業主就業状況調査】

葺護職員数(保健師、助産師、看護師、た者護師)【衛生行政報告
別】

誂業看護師数【衛生行政報告例】

6
甍環勤務環境改善支援セン
ター運営

部道府県による医療勤務環境改善支援セン
ターの運営

三療機関からの相談件数

社会保険労務士等の訪問(支援)件数

勤務環境改善計画を策定した医療機
司数

就業医師数【医師・歯科医師・薬剤師調査】

誂業看護師数【衛生行政報告例】

看護職員の離職率【病院介護実態調査】

7 院内保育所運営事業 病院内保育所運営の支援
対象施設数

対象施設における利用者数(児童数)

病院内保育所の設置数【医療施設調査】

就業医師数【医師t歯科医師・薬剤師調査】

就業看護師数【衛生行政報告例】

看護職員の離職率【病院看護実態調査】
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事業区分5の評価指標 (例 )
■

‥

|十

11‖ :ヨ | 翻事業の種類 事業内容・事業例
アウトプット指標

(基盤整備に係る事業)

1

介護人材確保対策連携強化
事業

(協議会設置等)

入材確保等に向けた取組の計画立
慕とその実現に向けた関係機関・回
麻との連携・協働の推進

協議会の有無(あ りの場合は「 1」を、なしの場合は、
rO」を数値欄に入力)

介護サービス従事者数【介護サービス施設・事業所誘
査】

介護サービス従事者の離職率【介護労働実態調査】

2
人材育成等に取り組む事業
所の認証評価制度実施事業

部道府県による、介護人材育成等
に取り組む事業所の認証評価制度
の運営

認証を受けた事業所数

ス従事者数

ス従事者の離職率【介護労働実態調査】
(参入促進に係る事業 |

3

地域住民や学校の生徒に対
する介護や介護の仕事の理
解促進事業

咆域住民や学生を対象とした啓発
活動等

参加者数
介護サービス従事者数【介護サービス施設・事業所観
査】

着者B女性・高年齢者など多
腺な世代を対象とした介護の
脱場体験事業

4
学生向けの職場体験や、介護ボラ
ン労 ア事業への主婦、高年齢者等
の参加促進等

プログラム参加者数
介護サービス従事者数【介謹サービス施設・事業所証
査】

5
助け合しЧこよる生活支援の
目い手の養成事業

新しい総合事業において、基準を緩
和した訪問聖サービスの従事者養
成研修、移動(輸送)サービス従事
者養成研修、配食サービス従事宿
養成研修等

研修参加者数

6
介護福祉士養成課程に係る
介謹実習支援事業

介護福祉士養成施設の学生の介融
実習受け入れに係る経費の支援等

介護実習参加者数
介護サービス従事者(介護福祉士)数【介護サービス
施設日事業所調査】

7
介護未経験者に対する研修
支援事業

介護職員初任者研修の受講経費支
隈等

研修参加者数
介護サービス従事者(訪問介議員)数【介護サービス

'色

設・事業所調査】

卜
・
ランティアセンターとシルA・一人1オセ

ンター等の連携強化事業

ボラン労 アセンター、シルバー人
防センター、福祉人材センター等の
建携する協議会等の設置。入門的
な研修や職場体験の実施。

脇議会設置の有無

研修や職場体験の参加者数

介護サービス従事者数【介護サービス施設・事業所議
査】
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事業区分5の評価指標(例 )②
指 例

事業の種類 事業内容・事業例
アウトプット指標 アウトカム指根

(参入促進に係る事業)

介護事業所でのインターンシップ・職場体験の導
入促進

インターンシップの実施や、小中学生等
の夏休み等を利用した職場体験の実施

インターンシップ参加者数

機場体験参加者数

10
介護分野での就労未経験者の就労・定着促進尊
業

熊資格者を対象に初任者研修の資格
取得を支援

研修参加者数
介護サービス従事者数の離職率【介護労働
実態調査】

多様な人材層(若者・女性,高齢者)に応したマッ
チング機能強化事業

11

含同就職説明会の実施、相談窓口の設
置、過疎地等での体験就労のための旅
費、就職支度金の支援等

参力E者数

就職支度金を受けた人数

遇疎地等での体験就労数

介護サービス従事者数【介護サービス施設・
事業所調査】

12
介護に関する入門的研修、生活援助従事者研
膀の受講等支援事業

入門的研修の実施、生活援助従事者研
修の受講支援から介護施設・事業所と
の就労マッチングの一体的実施及び介
護の周辺業務等の体験を支援

研修参加舌数

マッチング数

薩場体験参加者数

介謹サービス従事者数【介護サービス施設
事業所調査】

13
将来の介護サービスを支える者年世代の参入促
進事業

介護福祉士養成施設が実施する中学
校や高校への出前講座等の実施や留
学生への日本語学習に係る費用の支
援

穏臣実施回数

講座参加者数

プログラム参加者数

介護サービス事業者数【介護サービス施設・

事業所調査】

介護福祉士養成施設入学者数

介護施設等による外国人留学生への契
学金等の支給に係る助成や介護福祉
士資格の取得を目指す留学生と受入介
導流畿隼とのマッチング書用の支怪

実施事業所数

現地合同説明会の開催数
介護福祉士養成施設への外国人留学生数14

介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留
学生等の受入環境整備事業

(資買の向上に係る事業)

介護職員の研修費用の支援等 研修参加者数

介護サービス従事者の離職率【介護労働実
態調査】

サービス提供体制強化加算の算定事業所数
【介謹給付費等実態調査】

研修参加者数

D子修指重者識習参加者数

看取り介護加算の算定事業所数【介護給付
費等実態調査】

15-1

に対する介護人材キヤリアアップ

に対する介護人材キャリアアッ

―b介護従事者が受ける医療的ケ7(喀残吸引及び経管栄養)

アセッサー養成数
脱位別キャリア段位取得者数【介護プロ
フェッショナルキヤリア段位制度webページ】15-2

多様な人材層に対する介護人材キヤリアアッフ

研修支援事業
一介護キャリア段位におけるアセッサー講習受
議支授車美

弁護キヤリア段位制度におけるアセッ
サー講習を受講させるために事業所が

負担した受講料の支援等

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修支援事業
締 驚支揺専門目警雪向上車業

資賀向上に資する介護支援専門員を対
象とした研修

研修参加者数
居宅介護支援の特定事業所加算の算定事
業所数【介護給付費等実態調査】

15-3
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事業区分5の評価指標(例 )③
例事業の種類 事業内容・事業例

Pウトプット
(資買の向上に係る事業

16
喀疾吸引等研修の実施体制
強1ヒ事業

登録研修機関開設の際の初度経費
と支援

り介護加算の算定事業所数【介護給付費等実態

17
介護施設、介護事業所への
出前研修の支援事業

代替要員の確保が困難なため、外
部研修等への参加が困難な施設、
事業所に対する出前研修等を実施

研修参加者数 介護サービス従事者の離職率【弁護労働実態調査】

18
各種研修に係る代替要員の
確保対策事業

現任職員が各種研修を受講してい
る期間における代誉職員の確保に
要する経費の支援

実施事業所数

代替賊員の数または延べ日数

19
潜在介護福祉士の再就業促
進事業

潜在介護福祉士の再就業に向けた
研修等

研修参加者数

研修指導者講習参加者数

介護サービス従事者(介護福祉士)数【介護サービス
に設・事業所調査】

20
鼈職した介護人材のニーズ
l巴握のための実態調査事業

Bに職者を対象に、離職理由など、
ユーズ把握のための実態調査に係
る経費を支援

調査実施の有無

研修参加者数

会議開催数

研修参加者数

認知症専門ケア加算の算定事業所数【介護給付費等
実態調査】

認知症高齢者の日常生活自立度の悪化度

実態調奎】
介護サービス事業所の管理者等に対する研修

認知症サポート医の養成等の研修 研修参加者数

初期集中支援チーム員の研修 研修参加者数
認知症初期集中支援テームを設置している市町村数

初期集中支援テームの数

21

の育成のための研修事業

認知症地域支援推進員の研修 研修参加者数 認知症地域支援推進員配置市町村数

IL域包精支援センター機能強化推
進事業等

研修参加者数

22

ス

―b生活支援コー
~ィ

ネーター養成研修
研修参加舌数

研修指導者講習参加者独
生活支援コーディネ導 ―配置数

23 権利擁護人材育成事業

「生活支援員」及び「市民後見人」の
養成研修、権利擁護人材の資質向
上のための支援体制の構築等

口10万 人当たり虐待件数【高齢者虐待の
高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

24
介護予防の推進に資するOT
PT、 ST指導者育成事業

介護予防の推進に資する指導者を
育成するため、都道府県リハビリ
テーション関連団体力く、OT、 PT、 ST
こ対して実施する研修

研修に参加したoT、 PT、 ST数

8



事業区分5の評価指標(例 )④

指 :例事業の種類 事業内容口事業例
アウトプット指標

(労働環境・処遇の改善に係る事業)

25
断人介護職員に対するエルタと、メンター制度等導入
支援事業

エルダー、メンター制度構築のための研
修実施

研修参加事業所数
介護サービス従事者数の離職率【弁護労働
実態調査】

26-1
管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進
事業

管理者等に対する労働法規等の各種
制度の理解促進のための研修費用の
支援等

実施事業所数
介説サービス従事者数の離職率【介護労働
実態調査】

26-2 介護ロボット導入支援事業
介護従事者の負担軽減等を図るための
介護ロボット導入経費の助成

導入事業所数

導入機器数

介護サービス従事者数【介謹サービス施設
事業所調査】

介護サービス従事者の離職率【介護労働実
態調査】

26-3 iCT導入支援事業
介護事業所における業務の効率化に資
するためのICTの 導入経費の助成

導入事業所数

介護サービス従事者数【介護サービス施設・
事業所調査】

介護サービス従事者の離職率【介護労働実
熊調査】

26-4 介護事業所に対する業務改善支援事業
事業所に対し、第三者が業務改善の取
l己を支援する経費を助成

支援事業所数

介霞サービス従事者数【介護サービス施設・
事業所調査】

介護サービス従事者の雄職率【介護労働実
熊調査】

表彰事業所数
介護サービス従事者数の離職率【介護労働
実態調査】

27
雇用管理体制の改善に取り組む事業者表彰事
業

屈用改善の取組を行つている事業所の
表彰、コンテストの実施

介護サービス従事者数の離職率【介護労働
実態調査】

28
チト護従事者の子育て支援のための施設内保育
it設運営支援事業

介護施設内保育施設の運営費に対す
る支援

崎助実施事業所数

補助実施事業所数
介護サービス従事者数の離職率【介護労働
実態調査】

29
介護サービス事業者等の職員に対する育児支
眠(てヒ七シッタ_派遣等)事業

ビヾーシッター等の児童の預かリサービスの

利用を支援

30 子育て支援のための代替職員のマッチ
"'事

業

短期間・短時間での勤務が可能な介護
人材を介護施設・事業所のエーズに応
じてマッチングすることで、介護施設で

勤務する職員に対して、子育てと仕事
の両立を支経

実施事業所数

代替職員数

延べ日数

介護サービス従事者数の離職率【介護労働
実態調査】
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