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地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用した 

地域医療情報ネットワーク構築について 
 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  

さて、地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用した地域医療情報ネットワ

ーク（以下、ＮＷという。）構築につきましては、昨年、会計検査院の指摘を踏ま

え、厚生労働省より、基金の適切な予算執行の徹底及び基金を活用したＮＷ構築

に当たっての留意点を示した二件の関係通知が発出されております【「地域医療介

護総合確保基金（医療分）に係る適切な予算執行の徹底について」（令和元年 8 月

9 日付（地 186））、「地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用した地域医療情

報連携ネットワーク構築に当たっての留意事項について」（令和元年 10 月 4 日付

（地 252））】。  

現在、貴会におかれましても、貴都道府県行政と協議しながら令和 2 年度の計

画（案）の作成にご尽力されていることと存じますが、ご参考までに、先日開催

された厚生労働省「全国医政関係主管課長会議」資料抜粋をお送りするとともに、

上記の厚生労働省関係通知並びに「医療介護総合確保促進法に基づく（都道府）

県計画【様式例】」を再送いたします。  

つきましては、来年度の計画（案）作成に当たり、貴会にてお困りのことやご

不明の点がありましたら、本会事務局地域医療課・情報システム課宛にお問い合

わせいただきますようお願いいたします。   

追って、来年度の地域医療介護総合確保基金におけるＮＷの要件については後

日示される予定とのことです。その際には貴会に情報提供いたしますので、ご了

知ください。  

 



全国医政関係主管課長会議資料

令和2年3月6日（金）

厚生労働省医政局



4.保健医療分野の情報化の推進について

保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みについて

0 データヘルス改革推進計画及び経済財政運営と改革の基本方針 2019等に基づき、

レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報といった患者の保健医療情報を、患者本人

や全国の医療機関等で確認できる仕組みに関し、特定健診情報は 2021年3月を目途

に、薬剤情報については 2021年 10月を目途に稼働させることとしている。

0 さらに、その他のデータ項目を医療機関等で確認できる仕組みを推進するため、こ

れまでの実証結果等を踏まえ、情報連携の必要性や技術動向、費用対効果等を検証し

つつ、医師や患者の抵抗感、厳重なセキュリティと高額な導入負担など、推進に当た

っての課題を踏まえた対応策の検討を進め、 2020年夏までに工程表を策定すること

としている。

0 全国的な医療情報を確認できる住組みを作っていくためには、固と都道府県が連

携・協力して取り組むことが重要と考えており、必要に応じて担当者会議等を開催し、

各都道府県と情報共有を行いながら、進めていく予定。

今後の地域医療情報連携ネットワークへの支援について

0 地域医療介護総合確保基金で構築した地域医療情報連携ネットワークについては、

国会や会計検査院から、整備されたにも関わらず全く利用されていない実態や利用が

低調というご指摘をいただいている。

0 このような事態を踏まえ、令和元年8月及び9月に都道府県宛通知を発出し、基金

の適切な予算執行の徹底及び基金を活用した地域医療情報連携ネットワーク構築に当

たっての留意点を周知している。ネットワークを有効活用するためには、構築前の準

備及び整備後のフォローアップが重要であり、各都道府県においても各事業主体への

適切な指導をお願いしたい。

0 成果を明確にするという観点から、各地域医療情報連携ネットワークの運用状況に

ついて、公表を行う予定。

0 令和2年度の地域医療介護総合確保基金（地域医療情報連携ネットワーク）の要件

については、追ってお示しする予定。

医療分野におけるサイバーセキュリティ対策の推進について

0 「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第4次行動計画」 （サイバーセキュ

リティ戦略本部決定）において、医療分野は重要インフラ分野のーっと位置づけられ

ており、システム不具合等の発生時には、厚生労働省からNIS C （内閣サイバーセ



キュリティセンター）及び医療セプターに事案の情報共有を行うこととされている。

0 さらに、厚生労働省では、 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を定め、医療機関等がサイバー攻撃を受け、医療提供体制に支障が生じるような場

合には、当該医療機関等や、事態を把握した自治体が、厚生労働省に報告をすること

を求めている。また、厚生労働省への報告について周知する旨の通知を発出している

（「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について」 （平成 30年 10

月 29日付け通知））。

0 昨年においても、医療機関等においてサイバーセキュリティ事案が発生しており、

医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の重要性は増している。

0 各都道府県におかれでも、医療機関等でサイバーセキュリティ事案が発生した際の

迅速な対応をお願いする。

都道府県へのお願い

0 保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みについては固と都道府県が連

携・協力して取り組むことが重要と考えており、各都道府県のご協力をお願いしたい。

0 今後の地域医療情報連携ネットワークについて、有効活用するためには、構築前の

準備及び整備後のフォローアップが重要であり、各都道府県においても各事業主体へ

の適切な指導をお願いしたい。また、利用が低調なネットワークや実施事業の事前準

備が不十分なネットワークに対する基金からの支援は不適切であるため、基金申請の

際はご留意いただきたい。

0 各都道府県におかれでも、医療機関等でサイバーセキュリティ事案が発生した際の

厚生労働省への迅速な報告をお願いする。

担当者： 藤本医療情報技術推進室主査（内線： 26 8 4) 



「 医療等分野の情報連携基盤に関する閣議決定 I 

『経済財政運営と改革の基本方針2019』 （令和元年6月21日閣議決定）

・レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報といった患者の保健医療情報を、患者本人や
全国の医療機関等で確認できる仕組みに関し、特定健診情報は2021年3月を目途に、薬剤
情報については2021年10月を目途に稼働させる。さらに、その他のデータ項目を医療機
関等で確認できる仕組みを推進するため、これまでの実証結果等を踏まえ、情報連携の必
要性や技術動向、費用対効果等を検証しつつ、医師や患者の抵抗感、厳重なセキュリティ
と高額な導入負担など、推進に当たっての課題を踏まえた対応策の検討を進め、 2020年夏
までに工程表を策定する。あわせて、医療情報化支援基金の使途や成果の見える化を図り
つつ、電子力ルテの標準化を進めていく。介護情報との連携を進めるに当たって、手法等
について引き続き検討する。

’ 『成長戦略フォローアップj （令和元年6月21日閣議決定）

イ）医療機関等における健康・医療情報の連携・活用
・患者の保健医療情報を全国の医療機関等で確認可能とすべく、着実に取組を進める。こ
のため、レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報を確認できる仕組みについては、 2021
年10月以降稼働させることを目指す。さらに、その他のデータ項目を医療機関等で確認で
きる仕組みを推進するため、これまでの保健医療情報ネットワークに関する実証結果等を
踏まえて課題を整理し、情報連携の必要性や技術動向、費用対効果等を検証しつつ、運営
主体や費用負担の在り方等の検討を進め、 2020年夏までに、その実現のための工程表を策
定する。なお、介護情報との連携についても、引き続き検討する O

l, .医療情報化支援基金の活用等により、技術動向を踏まえた電子力ルテの標準化を進める。 ， 

データヘルス改革の推進

・データヘルス改革について、以下の4分野を中心に、 2021年度以降の絵姿と工程表を今夏に策定予定

1.がんゲノム ・AI 2.自分のデータを閲覧でき否仕組み（PHR)
0全ゲノム解析ち活用し、がんの原因究明や新たな診断・治療法
の開発、患者本位のがんゲノム医療団更なる拡充

0本人がマイナポータルで閲覧できる情報の追加等、更なるPHRの推進
に向けた検討

3.医痩 ・介霞現湯での情組連滋

0保健医療情報を医療機関等で確認できる仕組みの魁隼

4.データベースの効累的な利活圏

ONDB・介護DB、その他関連する公的DBの利活用促進や連結解析に向
けた検討

情縄連銀の必要性・優先順位、技術動向、買用対効果等を瞳まえ、次の取組を実施

［これまでの実証事業等から明らかになったごと］
薬剤情報は、重復投薬や多剤投与の減少に資するため、有用性が高いことが指摘されている
情報連携を進めるためには、医療情報システムの標準化が課題（現状では、医療機関のコスト負担が大きい）
地域医療情報連携ネットワーク（26県 ・152圏域）は、情報共有のユースケースが限定的といった課題 など

保健E’鴨緑を会聞の医績網開・で
－できる仕組み＠鎗泡

・全国の医療機関等でレセプトにSづく援鋼情縄や特定健診
情砲を砲留でき.Q仕組みについて、 2021隼 10月以降

盤畳主堂歪ごとを目指す。

銭編勘陶を.まえた

・子t.Jルテ＠・・4包の継進

・電子力ルテの担割匝化指針を策定

→標準化された電子カルテの導入を

医療情傾化支鰻.金により助成
・その他のd ータ項目を医療機関等で確認できる仕組みを推
進するため、温くとち2020隼度末までに、その実現の

ための工程患を策定。 ・あわせて、鎮痛動向を幽まえた方針と
※これまでの保健医捌胃報ネットワークに関する実鉦結果等を踏まえて lそれを憲弓iする施績の検討
限題を盤理し、情報連郷の必要性や技術動向、費用肘効果等を検柾しつつ、・
運営主体や費用負担のあり方等を検討．

地調ea疲情綴連銀ネvトワークの

支須のあり方の’俊樹む

・地域医療介護総合確保墨金の猫置な執行

※都道府県からの詳細な報告や不適切事例の周知など

・病床機能別の連携・病診連携など盤撞医II
梅懇の実現に資するネットワークへの支媛に

虚血皇
※ネットワークの有用性・持続性の検証
※転院や紹介・逆紹介の際に速やかに医捌宵報の確犯
が行われることで、病床織能別の連携や病診連揖の推
進に寄与

※2019.5.31 経済財政諮問会議資料
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特定健診情報・薬剤情報閲覧方法について
0特定健診情報・薬剤情報等の照会・提供サービスのイメージ

【導入により何が変わるのか】

0 患者本人や医療機関等において、特定健診データや薬剤情報等の経年データの閲覧が可能。

＝今加入者の予防・健康づくりや重複投薬の削減等力月期待できる。

ー－~イナポータル

Uも 且 世 ［特定健闘報l
仁 ドil医療費・緩剤情報 ｜

~ 
支払基金・国保中央会（国保連）

個人単位被保醤

l特定健闘報l

保険者

画面
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働 個人単位被保番と特定健診デー夕、薬

品i 剤情報等を1対 1で管理 I 
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｜個人単位被価｜画面［健 齢 欄｜［医繍・鯛情報l
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マイナシJt'ーカード

※ 問診票の記載等の際に、 ①本人から医療機関・薬局に対し薬剤情報を提供するとと、②医療機

関・薬局が照会作業を行うことについて、本人から同意を取得した上で、医療機関・薬局から支払

基金・国保中央会に薬剤情報を照会する。支払基金・国保中央会は保険者の委託を受けてオン

ラインで薬剤情報を回答する。

地域医療介護総合確保基金を活用して構築した地域医療情報連携ネットワーク
に係る会計検査院の指摘

会計検査院の検査結果

25年度から29年度までの聞に18都道県（注1）が交付した基金助成金により104事業主体が整備等を行った地域医療ネット60システム（助成対象事業費
計191億2733万円、交付金相当額計155億8984万円）を対象として、同省、 18都道県及び104事業主体において、会計実地検査を行ったところ、 6都道県
（注2）の13事業主体が整備等を行った9システムにおいて、次のような事態が見受けられた。
（注1)18都道県東京都、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、福島、千葉、愛知、滋賀、兵庫、鳥取、島根、徳島、福岡、長崎、熊本、沖縄各県
（注2)6都道県東京都、北海道、福島、千葉、愛知、鳥取各県

( 1 ）システムの動作確認が不十分なため、システムが利用可能な状態となっていないなどの事態

2道県（注3）から交付された確保基金助成金により2事業主体が整備等を行った2システム（助成対象事業費計4128万円、交付金相当額計1333万
円）については、事業主体が、システムの動作について仕様で要求されている基本要件等が満たされているかなどの確認を十分に行っていないな

どしていた。このため、システムの基本機能等に不備等がある状態のまま検収を了していた。そして、実際に整備されたシステムは、システムに利用
者情報等を登録する機能が整備されていないなどしており、地域医療ネットが利用不可能な状態が1年以上継続していた。
しかし、2道県は、地域医療ネットを整備した後のシステムの運用状況等を＋分に把握しておらず、事業主体に対して当該事態を改善するための指

導者号行っていなかったn

（注3)2道県北海道、千葉県

なお、 1システムは令和元年6月から利用が開始され、 1システムは周年10月時点でも利用不可能な状態となっていた。

(2）システムが全く利用されていないなどの事態等

ア 4都県（注4）から交付された確保基金助成金により5事業主体が整備等を行った5システム（助成対象事業費計8954万円、交付金相当額計2613万

円）については、 システムの整備が完了して1年以上経過しているにもかかわらず、参加医療機関等及び参加患者が皆無となっていて未利用と
なっていたり、平成31年3月末時点における参加患者の数が50名以下となっていて、利用が低調となっていたりしていた。また、 2県（注5）から交付
された基金助成金により6事業主体が整備等を行った2システム（助成対象事業費計17億5599万円、交付金相当額計12億1237万円）については、シ

ステムの整備が完了して1年以上経過しているにもかかわらず、システムの一部の機能が未利用となっていたり、利用が低調となっていたりしてい
た。
（注4)4都県東京都、千葉、愛知、鳥取各県 （注目 2県 福島、愛知両県

イアの事態に係る5都県（注6）において、交付申請時の審査の状況についてみたところ、4県（注7）においては、事業主体に対して、参加医療機関等
の数及び参加患者の数の目標並びにこれらの目標の根拠等を申告させ、これに基づき十分に審査を行うなどしていなかった。また、東京都にお
いては、上記事項のうち参加医療機関等の数以外の事項については申告させていなかった。また、 5都県における事業実施後の運用状況等の把握
や事業主体に対する指導等についてみたところ、東京都を除く4県においては、地域医療ネット芥整備した後のシス子ムの運用状況等を十分に把握
しておらず、全く利用されていないなどの状況が継続しているにもかかわらず、事業主体に対して、当該状況を改善するための＋分な指導等を行っ

ていなかった。なお、会計実地検査後！こ5都県が指導等を行ったことなどから、計7システムの一部は利用が開始されるなどしている。
（注6)5都県東京都、福島、千葉、愛知、鳥取各県 （注7)4県福島、千葉、愛知、鳥取各県



地域医療情報連携ネットワークに対する医療介護総合確保基金か
らの適切な支援について

令和元年8月及び9月に都道府県宛通知を発出し、基金の適切な予算執行の徹底及び基金を活用し
た地域医療情報連携ネットワーク（以下、地連NW）構築lこ当たっての留意点を周知している。

0「地域医療介護総合確保基金（医療分）Iこ係る適切な予算執行の徹底について」（令和元年8月8日医
政地発0808第1号、医政研発0808第1号）

①これまでの基金の支援では、ランニングコスト（運営費）への支援が行われている等の不適切な支
援の実態があったため、不適切な支援の事例を周知し、基金の適切な執行を求めた
（不適切な事例）地連NWのシステム保守料、事務局人件費、事務局経費、宣伝費、諸謝金、旅費

②令和元年度の基金の申請の際に、地連NWの患者登録率、参加医療機関率などの定量的な指標
の実績と見込みを提出させ、地連NWの利用に向けた取組を促進

0「地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用した地域医療情報連携ネットワーク構築に当たっての留
意点についてJ（令和元年9月24日医政研発0924第1号）

①以下の点について、地連N Wの事業主体に対して指導を行うよう、都道府県に周知

・地連NWの計画段階におけるシステム仕様確認を十分行うとともに、システム構築時には仕様に
沿った動作が可能となっているか、十分に確認を行うよう、事業主体に指導すること

－地連NW整備後の運用状況についてフォロー・アップを実施し、地連NWの運用が開始されていない
など適切ではない事態を把握した場合には、事業主体に指導を行うこと

②地 連NWの構築段階で機能が重複するネットワークを確認した場合には、必要な調整を行うよう都
道府県に周知

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版（平成29年5月）」（抜粋）

6.10災害、サイバー攻撃等の非常時の対応

4.サイバー攻撃で広範な地域での一部医療行為の停止等、医療サービス提供体制に支障が

発生する場合は、“非常時”と判断した上で所管宮庁への連絡を行うこと。また、上記に関わら
ず、医療情報システムに障害が発生した場合も、必要に応じて所管官庁への連絡を行うこと。

連絡先厚生労働省医政局研究開発振興課医療技術情報推進室（03-3595-2430)

※独立行政法人等においては、各法人の情報セキュリティポリシー等に基づ、き所管課へ連
絡すること。

なお、情報処理推進機構は、マルウエアや不正アクセスに関する技術的な相談を受け付け
る窓口を開設している。標的型メールを受信した、 Webサイトが何者かに改ざんされた、不正
アクセスを受けた等のおそれがある場合は、下記連絡先に相談することが可能である。

連絡先情報処理推進機構情報セキュリティ安心相談窓口（03-5978・7509)



各都道府県衛生主管部（局）長殿

医政地発0808第1号

医政研発0808第1号

令和元年 8月 8日

厚生労働省医政局地域医療計画課長

（公印省略）

厚生労働省医政局研究開発振興課長

（公印省略）

地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る適切な予算執行の徹底について

地域医療介護総合確保基金は、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（平成元年法律第 64号）第6条及び第7条の規定に基づき、都道府県が地域の実情

に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業を実施

するための経費の全部文は一部を支弁するために消費税を財源として創設されたものであ

り、これまで厚生労働省においては、対象事業区分ごとの標準事業例を示し、政策目的に

合った事業が実施されるようヒアリングや事業計画の審査等を通じて都道府県に助言等を

行う一方、地域の実情や創意工夫を最大限尊重する観点から幅広に充当を認めてきたとこ

ろです。

ただし、本基金は消費税という国民の直接的な負担を財源とする制度であり、本基金に

より実施する事業について、その適切性、効率性等を踏まえた運営を行うことは当然であ

ることから、今般、本基金の適切な執行を徹底するため、本基金の財源を充当することが

適切でない経費について、既にお示ししているものも含めて別紙のとおりリスト化して明

示するとともに、各都道府県における令和元年度事業計画について不適切な充当に該当し

ていないか確認させていただくことといたしました。

各都道府県におかれては、令和元年度に実施する予定である各事業ごとの事業計画が別

紙1及び別紙2に示した項目に該当していないかについてチェックリストに記入いただき、

令和元年8月 15固までに厚生労働省医政局地域医療計画課まで御提出をお願いします。な

お、今回提出いただいたチェックリストにより不適切な充当に該当していると判明した事

業については事業申請ができないこと、事業計画案の事前調整で厚生労働省からの修正意

見が反映されていない事業につきましては、個々の費目も含めて、厳正に審査を行い、事

業計画として不適切である事業として計画案修正の調整を行うとともに、次年度の配分額

に影響が生じる可能性があることを申し添えます。

また、「 Ic Tを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を申請する都道府県に

ついては、地域医療情報連携ネットワーク（以下「地連NW」という。）が、整備後、長期

間活用されていないなどの実態がある旨の指摘を会計検査院から受けたことを踏まえ、地



連NWの有用性や費用内訳について把握することとしたので、資料（提出資料 1）を併せ

てご提出ください。

なお、事業の効果についても定量的な評価指標を用いて評価を行うことを検討しており、

詳細が決定次第、御連絡します。



｜別紙 11

地域医療介護総合確保基金（医療分）を財源とすることが不適切な事業

① 「IC Tを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業にかかる地域医療情報

連携ネットワークのランニングコスト等（詳細は別紙2参照）

② 三位一体改革で一般財源化された事業及び地方単独事業への単なる付替えとなる事

業（留意事項通知第 1、 1 ( 2）、配分方針2 ( 3)) 

③ 他の国庫補助で措置されている事業（留意事項通知第 1、 1 ( 2)) 

④ 診療報酬で措置されている事業（留意事項通知第 1、 1 ( 2)) 

⑤ 施設整備及び設備整備等、特定の事業者の資産形成につながる事業であって、事業

者負担を求めていない事業（留意事項通知 4 ( 2)) 

※都道府県立病院の事業の場合、基金からの支出とは別に、病院事業としての支出も必要とな

ります。

⑥ 医師修学資金貸与事業において、医師修学資金チェツクシートの要件をすべて満た

していない場合（配分方針2 ( 4）、キャリア形成プログラム指針5)

※管理運営要領：「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介

護対策支援臨時特例交付金の運営について」（平成 26年9月 12日付け医政発 0912第5号・老発

0912第1号・保発0912第2号厚生労働省医政局長、老健局長及び保険局長連名通知（平成31年4

月26日最終改正））別紙「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」

※配分方針：「平成31年度地域医療介護総合確保基金（医療分）の配分方針等及び調査票等の作成に

ついて」（平成 31：年 2月 15日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡）別添「地域医療介

護総合確保基金（医療分）に係る平成31年度配分方針等についてJ

※留意事項通知：「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平成 31年度の取扱いに関する留意事項に

ついて」（平成 31年4月 26日付け医政地発 0426第2号・老高発 0426第2号・老振発 0426第1

号・保連発0426第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長、老健局高齢者支援課長、老健局振興課

長及び保険局医療介護連携政策課長連名通知）

※キャリア形成プログラム指針：「キャリア形成プログラム運用指針について」（平成30年7月25日

付け医政発第0725第 17号厚生労働省医政局長通知）別紙「キャリア形成プログラム運用指針J



｜別紙 21

円CTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備』事業に対する地域医療介護総合確保

基金の充当に関する整理

地域医療介護総合確保基金（以下「基金」という。）の「 Ic Tを活用した地域医療ネッ

トワーク基盤の整備」の事業費に対する基金財源の充当の可否については、当該事業が地

域医療構想の実現に資する事業であることを前提として、以下の整理に従うものとする。

II 基金の使途区分による整理｜

( 1 ）地連NWの構築費用（イニシャルコスト）

基金の対象として認める。例としては以下①～⑤のとおり。

① 地連NWのデータセンターにおけるサーバー等の構築費

② 各医療機関における開示用サーバーの構築費

③ 各医療機関における情報連携用の SS-MIXサーバーの構築費

④ 回線の構築費

⑤ セキュリティ対策構築費

※ネットワークの手段としてタブレット端末等を導入する場合があるが、診療情報等の情報共有を目

的として使用する場合にのみ基金の対象として認めるものとする。したがって、導入した端末が、

診療に関わるもの以外のネット閲覧、ゲームアプリのダウンロード等が可能である場合は基金の

対象として認められない（端末の機能としてこれらの操作が可能な場合は、端末に利用制限をか

ける、運用ルールを定め利用者間で厳守する等の制限を行うことにより、基金の対象として認め

られる。）。

(2）地連NWの更新費用（リプレースコスト）

地連NW（上記（ 1 ）①～⑤）の更新に係る費用については、事業の目的が、当

該地連NWの機能の追加や見直しであり、それらの目的を実現するための手段とし

てサーバーの更新も含まれる場合に基金の対象として認める。

(3) 各医療機関に設置している電子力ルテや部門システム（病院情報システム）は、

各医療機関自らの利便性向上や利益に資するものであり、基金の対象とは認めない。

例としては、以下①～④のとおり。

① 各医療機関の電子力ルテ導入園更新費用（人件費を含む）

② 各医療機関の院内部門システム導入・更新費用（人件費を含む）

③ 各医療機関の電子力ルテ保守料

④ 各医療機関の院内部門システム保守料

( 4）地連NWの維持費（ランニングコスト）

基金の対象とは認めない。例としては、以下①～⑨のとおり。

① 地連NWのデータセンターにおけるサーバー等の保守料

② 各医療機関における開示用サーバーの保守料



③ 各医療機関における情報連携用の SS-MIXサーバーの保守料

④ 回線の保守料

⑤ 運営主体人件費（給与、手当、共済費、賃金等）

⑥ 運営主体事務局経費（家賃、光熱水費等）

⑦ 普及啓発のための経費（宣伝費）

⑧ 需用費（消耗品費、印刷製本費、会議費等）

⑨ 諸謝金・旅費

【例外措置】⑤～⑨については、立ち上げ時には会費収入がないことを踏まえ、立

ち上げ初年度に限り、地連NWの構築費用（イニシャルコスト）とし

て基金の対象と認める。

I II 基金の補助対象者による整理｜

開設主体が同一の法人である施設問に限定した医療情報連携のための費用については、

当該情報連携は当該法人のみに栂益するものであることから、基金の対象とは認めない。

Im 激変緩和措置｜

( 1 ）上記囚の（ 4）①～⑥の経費については、以下の激変緩和措置を設ける。

① 令和元年度中の当該地連NWの会員施設からの会費収入による自立的な運営が

困難な場合には、令和元年度から令和3年度に限り、基金の対象として認める。

② ただし、令和2年度に基金の対象として認められる金額は、令和元年度に激変緩

和措置として認めた金額の 2/3以下とする。令和3年度に基金の対象として認め

られる金額は、令和元年度に激変緩和措置として認めた金額の 1/3以下とする。

③ 激変緩和措置を申請する場合には、提出資料 1の理由記載欄（ 1 ）に、地連N W

の会費収入による自立的な運営を実現するための、会費収入の増加や支出の削減に

係る具体的な改善計画を記載すること。具体的な改善計画がない場合には、激変緩

和措置は適用されないので留意すること。

また、初年度に激変緩和措置が適用された場合であっても、改善計画に沿った対

応を行っていない場合には、次年度以降、激変緩和措置は適用されないので留意す

ること。

( 2）上記固のは）⑦～⑨の経費については、以下の激変緩和措置を設ける。

① 令和元年度に限り、既に成立している各都道府県予算や既に行われている各地

域での取組状況等を踏まえ、基金からの支出がやむを得ず必要な場合には、基金

の対象として認める。

② 激変緩和措置を申請する場合には、申請理由を詳細に確認するため、提出資料

1の理由記載欄（ 2）に理由を記載すること。



【別添1】令和元年度地織医療介護総合確保基金（医療分）事業計画 不適切な経費充当チェックリスト (ICT事業以外）

※赤字の項目はプルダウンメニューより選択

書官道府県名 司匝集番号 事業区分 事集名 ②について ③について ④について ⑤について ⑥について 備考（量産当ありの渇合の対応等）

0三位一体改革で般財
Of也の国庫補助で措置さ

0特定の事業者の資産形
0医師修学資金チェック

源化された事業及び地方
れているものに該当 しな

0診療報酬で措置されて 成につながる事業である
シートの項目に全て

単組事業への単純な付け いる事業に該当しない が、適切な事業者負担を
L、 チェyクが入っている

替えに該当しない 求めている

‘’ 



【別添2】令和元年度 ICTを活用した地域医療情報連携ネットワーク基盤の墜備事業 不適切な経費充当チェックリスト

※赤字の項目はプルダウンメニューより選択

〔3）竃子カルテ本体 (5）同一法人のネットワーク
郵道府県名 事.醤号 事織区分 事調量名 (1）地遺NWの構簸費 (2）地遭NWの更新費

郁門システム
(4）地連NWの維持費

構簸
備考（xありの場合の理由等）

0地連NWの更新費に該当する
0母子力Jレテ本体、部門システ 0同一法人の NW構築を含まな

0地連NWの構築貨に該当する が、地連NW機能の追加や見直 0地連NWの維持貨を含まない
ム構築費を含まない L、

しを含む



ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備事業計画書 ｜ 提出資料1 ｜ 

都道府県名・

地場医療情報連携ネットワーク名

事業名 事業実施年度｜

地域医療情報連携ネットワークの対象となる圏域

医療計画、地域医療構想における記餓

事業概要
（地域医療機懇へ果たす役割、事業の効果など）

ユースケース

定量的指標 平成30年度 令和元年度 令和2年度 左欄以外の定量的指標・地連の評価

開示医療機関数（A)

閲覧医療機関数（B〕

対象となる圏域にある医療機関数（C)

医療機関参加率（A+B)/(C) #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! 

登録患者数（D)

対象となる圏域の人口（E)

患者登録率（D）／（巨） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! 

地連NWへのアクセス数（月間） (F) 

アクセス医療機関数（月間） (G) 

1アクセ（スH当＋1た）り／の（F基×金12投）入額 #DIV/0! #DIV/0! 

※事業ごとではなく、地繊医療情報連携ネットワークごとに作成してください。

※申請する地場医療情報連携ネットワークの概要が分かる資料を添付してください。

『開示医療機関数（A）』について、令和元年度及び令和2年度に新たに参加する医療機関名

※開示医療機関数が増加するものの開示医療機関名が記載できない場合には、現在の取組状況と今後の取組予定を記載してください。

『閲覧医療機関数（B）』について、令和元年度及び令和2年度に新たに参加する医療機関名

※閲覧医療機関数が槽加するものの閲覧医療機関名が記載できない場合には、現在の取組状況と今後の取組予定を記載してください。



医療機関以外の参加施設数（平成30年度、令和元年度、令和2年度）

※蘭示雇

令和元年度及び令和Z年度は見込み数を記鍛してください。また、参加施設数増加に向けた取組状況を記載してください。

登録患者数（D）の根拠（具体的な取組み）

※登録患者数を見込んだ根拠（現在の取組状況と今後の取組予定）を記載してください。

地連NWの新規構築、既存地連N Wの見直しに向けた準備状況

※新規構築の場合l立、ネットワーク参加医療機関の呼びかけ状況、患者同意取得方法の検討状況、地連NW運営のための各種規程の整備状況等を記験してください。

※既存地連N Wの機能追加・見直しの場合には、機能追加・見直しの内容、参加医療機関との協議状況等を記載してください。

対象とする地域における他の地連NW（計画中、構築中の地連NWを含む）との重複の有無

※対象とする地域において、他の地連NWとの重複の有無の確認方法を記載（必要に応じて資料を添付）してください。



単位：干円

事業費 平成30年度 令和元年度 （※）費用内訳の（1)(2）等の番号l主、本通知本文の番号と符合

総事業費（H+I+J）単位千円 。 。
下欄「詳細肉訳』に記載する事項の例。それぞれ金額を記載。

（内訳）基金国（H) ( 1 ）サーバー構築費
(2）サーバー更新費

基金都道府県（I) (4）①－R：サーバ一保守料、事務局人件費、事務局光熱水料など
(4）⑦～＠普及啓発費、需用費、諸謝金・旅費など

その他（J)

（使途別肉訳）※総事業費の内訳 。 。 詳細肉訳

(1）地連NW構築費用

(2）地遥NW更新費用

(4）①～⑥地連NWの維持費（保守料、事務局人件費等）

(4）⑦～⑨地連NWの維持費（普及啓発費等）

（注1)(2）は機能追加や見直しの場合に限る。

（注2)(4）①～⑥は、令和元年度～令和3年度に限り、激変緩和措置（1）として基金からの支出が認められるものを記載すること。

金額を記載する場合には、「詳細内訳』繍iこ（4）①～⑥の区分を参考に金額の肉訳を記載し、下欄のく理由記載欄（1）＞に理由を記載すること。

（注3)(4）⑦～⑨は、令和元年度に限り、激変緩和措置の（2）として基金からの支出が認められるものを記載すること。

金績を記載する場合には、「詳細内訳」柵に（4）⑦～⑨の区分を参考に金額の肉訳を記載し、下欄のく理由記載欄（2）＞に理由を記載すること。

（注4）地連N Wの立ち上げ初年度において、事務局人件費、普及啓発費等（（4）⑤～⑨の経費）を例外措置として申請する場合には、

『（1）地連N W構築費用Jの欄Iこ金額を記載すること。「詳細内訳』欄には（4）⑤～⑨の区分を参考に金額の内訳を記載すること。

平成30年度 令和元年度

地連NWの総支出（年間見込み） (K) 

地連NWの総収入（年間見込み） (L) 

会費収入総額（年間見込み） (M〕

総収入に会費収入が占める割合（M)/(L) #DIV/O! #DIV/0! 

（注5）備考欄には、会費収入の割合が低い場合、その理由、会費収入割合の向上に向けた取組を記載すること。

〈理由記載欄（1)>

(4）①～⑥地連NWの維持費（保守料・事務局人件費等）を必要とする理由（自立的運営が困難な理由と今後の見通し）

く理由記載欄（2)>

(4）⑦～⑨地連NWの維持費（普及啓発費等）を必要とする理由

備 考



医政研発0924第1号

令和元年9月24日

各都道府県衛生主管部（局）長殿

厚生労働省医政局研究開発振興課長

（公印省略）

地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用した地域医療情報連携ネットワーク

構築に当たっての留意点について

地域医療介護総合確保基金（医療分）の「 IC Tを活用した地域医療ネットワーク基盤

の整備J事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク（以下「地連NWJという。）の

構築については、整備後、長期間活用されていないなどの実態がある旨の指摘を会計検査

院から受けています。

地域医療介護総合確保基金を有効活用する観点から、各都道府県におかれましては、地

連N Wの構築Iこ当たって、下記の点にご留意いただき、各事業主体に対して適切に指導を

実施するようお願いいたします。

記

1 システム納品後にエラーが発生したため運用開始ができなかった事例や使用するネッ

トワーク回線の通信速度が遅く画像データの閲覧が困難となっていた事例があったこと

を踏まえ、地連NWを構築する事業主体に対して、地連NWの計画段階におけるシステ

ムの仕様確認を十分に行うとともに、システム構築時には仕様に沿った動作が可能とな

っているか、十分に確認を行うよう指導すること。なお、医療機関に求められる医療情

報システムの機能については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を

参考にすること。

2 地連NWの構築段階で、都道府県内において機能が重複するネットワークを確認した

場合には、機能が重複しないよう、必要な調整を行うこと。

3 地連NW整備後の運用状況についてフォローアップを実施し、患者同意手続きが進ん

でいない、医療機関の参加が進んでいないなどの原因により、当初計画していた時期に

地連NWの運用が開始されていないなど、適切ではない事態を把握した場合には、当課

にご報告いただくとともに、事業者に対して指導を行うこと。



なお、当課としても、「地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る適切な予算執行の

徹底について」（令和元年8月8日地域医療計画課長・研究開発振興課長連名通知）に

基づきご提出いただいた地連NWの定量的な評価指標について、フォローアップの実施

及び公表を毎年行うこととしていることを申し添えます。



医療介護総合確保促進法に基づく

〈都道府〉県計百

【様式例】

0 0年O月

00県

別添1



1 .計画の基本曲事項

(1)計画の基本的な考え方

※なぜこの計画を策定するのか（→竪療と介護の連携の実態と推進の必要性）等を記載。

(2）都道府県医療介護総合確保区域の設定

（例） 00県における医療介護総合確保区域については、県西部（00市、 00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

口2次医療圏及び老人福祉圏域と異なる

（異なる理由：

(3）計画の目標の設定等

※都道府県計画の目標の設定に当たっては、医療計画と都道府県介護保険事業支援計画を

踏まえ、アウトプット・アウトカムに着目した定量的な視点による目標を記載する

・00県全体

1 . 目標

00県においては、 00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） 00県においては、 00期機能の病床、 00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。

・00期病床数 00床（0年）→．．床（・年）

・退院患者平均在院日数 0.0日（0年）→・・日（・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・・床

急性期・・床

回復期・・床

慢性期・・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カ所（0年）→・カ所（・年）

・訪問診療を実施している診療所・病院数 Oカ所（0年）→・カ所（・年）

1 



－往診を実施している診療所・病院数 Oカ所（0年）→・カ所（・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

0カ所（0年）→．カ所（・年）

－訪問看護事業所数、従事者数 Oカ所、 O人（0年）→・カ所、・人（・年）

・24時間体制を取っている訪問看護ステーション数、従事者数

Oカ所、 O人（0年）→・カ所、・人（・年）

・訪問診療を受けた患者数 O人（0年）→・人（・年）

・訪問看護利用者数 O人（0年）→．人（・年）

－在宅タ｝ミナルケアを受けた患者数 O人（0年）→・人（・年）

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

－介護老人保健施設（定員 29人以下） O床（0カ所） →・床（・ヵ所）

・養護老人ホーム（定員 29人以下） O床（0カ所） →・床（・ヵ所）

・ケアハウス（定員 29人以下） O床（0カ所） →・床（・ヵ所）

・都市型軽費老人ホーム O床（0カ所） →．床（・カ所）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 O人／月分（0カ所）

→・人／月（・ヵ所）

－認知症対応型デイサーピスセンター 0人／月分（0カ所）

→．人／月（・カ所）

・認知症高齢者グ、ループホーム O床（0カ所） →・床（・カ所）

・小規模多機能型居宅介護事業所 O人／月分（0カ所） →・人／月（・カ所）

＠ 医療従事者の確保に関する目標

（例） 00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．－・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（0年）→・人（・年）

－人口 10万人対医師数の二次医療圏別偏在状況 0.0倍（0年）→．－・倍（・年）

・へき地診療所の医師数 O人（0年）→・人（・年）

－人口 10万人対看護師数 O人（0年）→・人（・年）

・00士数 O人（0年）→・人（・年）

⑤介護従事者の確保に関する目標

（例） 00県においては、介護職員の増加（000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った対策

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O事業者

2.計画期間

O年O月O日～O年O月O日

・県西部（※都道府県医療介謹総合確保区域ごとに記載）

1. 目標

県西部では、 00（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） 00県西部においては、 00期機能の病床、 00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。

・00期病床数 00床（0年）→・・床（・年）

－退院患者平均在院日数 0.0日（0年）→．－・日（・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・・床

急性期 ．．床

回復期・・床

慢性期・・床

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（0カ所） →・床（・カ所）

－介護老人保健施設（定員 29人以下） O床（0カ所） →・床（・カ所）

・養護老人ホ｝ム（定員 29人以下） O床（0カ所） →・床（・カ所）

－ケアハウス（定員 29人以下） O床（0カ所） →・床（・カ所）

・都市型軽費老人ホーム O床（0カ所） →・床（・カ所）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 O人／月分（0カ所）

→・人／月（・カ所）

・認知症対応型デイサービスセンター 0人／月分（0カ所）

→・人／月（・カ所）

－認知症高齢者グ、ループホーム O床（0カ所） →．床（・カ所）
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・小規模多機能型居宅介護事業所 O人／月分（0カ所）→．人／月（・カ所）

2.計画期間

O年O月O日～O年O月O日

置県中央部

以下、同様の内容を区域ごとに記載

（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

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。

(4）目標の達成状況

l別紙1「事後評価j山り。
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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） 0年O月O日 関係団体から意見聴取。

0年O月O日 関係団体から意見聴取。

α）事後評価の方法

（例）計画の事後評価にあたっては、 00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t：地域医療構想の達成に向けたE療機聞の施設叉は

設備の整備に閲する事業

事業区分2：居老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

事業の区分 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

【No.1（医療分）】 ｜ 【総事業費

病床機能分化・連携事業 ｜（計画期間の総額）】

00 0千円

:J 0年O月O日～O年O月O日

－：介護与や；：1 （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

l するため、病床の機能転換整備を推進する必要がある。

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

・00期病床 00床
・00期病床 00床

（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。

（例）整備を行う医療機関数： O施設

（例） 00期病床への転換を行う病院を支援することで00期病

床を確保し、地域医療構想の達成を図る。

金｜総事業費 ｜ （千円）｜基金充当｜公｜ （千円）

額I(A+B+C) I 000 I 額 I I ooo 
基金｜国（A) I （千円）｜ （国費）

000 における

都道府県 （千円） 公民の別 民 （千円）

(B) 000 （注1) 000 
計（A+B) （千円） うち受艇事業等（再

000 掲）（注2)

6 



｜｜仙（C)

｜備考；｛注§） νJ .・.・・1 
（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J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聞が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」
に計上するとともに、 「うち受託事業等J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。

D
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r
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O

 

U「
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ド
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(2）事業の実施状況

｜別紙 l「事後評イ面Jのとおり。
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2.居宅等における医療の提供に関する事業

【No.2（医療分）】

訪問看護ステ｝ション支援事業

都道府県

(B) 

計（A+B)

その他（C)

（千円）

000 

（千円）

000 

（千円）

000 

（千円）

000 

（千円）

000 

基金充当

額

（国費）

における

公民の別

（注1)

I総事業費

（計画期間の総額）】

000千円

公

民

（千円）

000 

（千円）

000 

うち受託事業等

（再掲）（注2)

（千円）

000 

（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J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聞が事業を行っている場合は、

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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α）事業の実施状況

｜別紙 1「事後評価Jのとおり。

4. 医療従事者の確保に関する事業

【No.3（医療分）】

産科医等育成・確保支援事業

事業の対象台なる医療介護J県西部・県北部・県南部

総合確保区域 ｜ 
事業の実績主体 100県

【総事業費

（計画期間の総額）】

00 0千円

事業の期間 主 10年O月O日～O年O月O日

J背景にある医療ι介護；ニー］ （例） 00県におけるO年の人口 10万人対産科・産婦人科医師

ズ • jミ Jべ.＞ 1数は00人（全国平均00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

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（0年）→・人（・
、4 年）

1・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

O人（0年）→・人（・年）

－人口 10万人対産科・産婦人科医師数 O人（0年）→・人（・

年）

（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

（例）

川 ,I 手当支給者数分娩手当O人、砂問O人

・手当支給施設数分娩手当Oカ所、研修医手当Oカ所

アyヴ王~号；~.：~と女彦手プ；安：ド·，］ （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、

Lの関遥h三：：：｛；：？三：＇r;.. :: 
ぶ：片：」＜主・c:.. ・.・>Iの増加を図る。

事業l課する費用欄；~＇.·，；·＞.·！金｜総事業費
；ι込計三店主主：':: • ·； ~1 額 I (A+B+C) 

;i＇.戸•：，：.w{ .•.. :I ｜基金｜国（A)

都道府県

( B) 

計（A+B)

9 

（千円）

000 

（千円）

000 

（千円）

000 

（千円）

基金充当｜公

額

（国費）

における

公民の別｜民

（注 1)

（千円）

000 

（千円）

000 
うち受託事業等



その他（C)

O

一功。

O
一
訂

r
o

o
－kk
O

 

（再掲）（注2)

（千円）

000 
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3.計画に器づき実施する事業

｛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

事業の区分
事業名

3.介護施設等の整備に関する事業

【No.1（介護分）］

0 0県介護施設等整備事業

【総事業費

（計画期聞の総額）】

000千円

事業の対象となる医｜県西部・県北部・県南部

療介護総合確保区域
事業の実施羊体 jOO県

0年O月O日～O年O月O日

（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。

アウトカム指標：（例） 6 5歳以上人口あたり地域密着型サ｝ピス施設

1等の定員総数企企人

（例）

①地域密着型サーピス施設等の整備に対する助成を行う。

整備予定施設等

地域密着型特別養護老人ホーム ・床（・カ所）

小規模多機能型居宅介護事業所 ・人／月分（・カ所）

認知症高齢者グループホーム ・床（・カ所）

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介護サーピ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。

（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（0カ所） →・床（・カ所）

・小規模多機能型居宅介護事業所 O人／月分（0カ所）→・人／月（・

カ所）

:'I •認知症高齢者グループホーム O床（0カ所） →・床（・カ所）

アウトカムどアウ、～ド｜ （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

ノプットの関連日 ｜人口あたり地域密着型サーピス施設等の定員総数を増とする。

事業に要す｜ 事業内容 ｜ 総事業費 ｜ 基金 ｜ その他



る費用の額｜ (A+B+C) 国（A) 都道府県（B) (C) 
｛注1) （注2)

．①地域密着型サーピ （千円） （千円） （千円） （千円）
ス施設等の整備 000 000 000 000 
②施設等の開設・設置 （千円） （千円） （千円） （千円）
に必要な準備経費 000 000 000 000 

I③介護保険施設等の （千円） （千円） （千円） （千円）
整備に必要な定期借

地権設定のためのー

時金 000 000 000 000 
④介護サービスの改 （千円） （千円） （千円） （千円）
善を図るための既存

施設等の改修 。。。 000 000 000 
、・⑤民有地マッチング （千円） （千円） （千円） （千円）
事業

000 000 000 000 
金額

総事業費（A+B+C)
（千円） 公 （千円）

000 

国（A)
（千円）

000 基金充当額 000 

塁｜都道府県（B) 
（千円） （国費）にお 民 うち受託事業等

000 ける公民の別 （再掲）
（千円） （注3)

（千円）計（A+B) （注4)。。。
その他（C)

（千円）

0001 000 

，：~；＇（~主~；~－
（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、かっ、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J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。

ω事業の実施状況

｜別紙 1「事後評価J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)事業の肉容等

5.介護従事者の確保に関する事業

（大項目）参入促進

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大J、

（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

【No.2（介護分）】 ｜【総事業費

山：｜地域住民や学校の生徒に対する介護や介護｜（計画期間の総額）】

,1の仕事の理解促進事業 I ooo千円

；事業五対象瓦なる医療介護｜県西部・県北部・県南部

；総合確保区域P ., 

事業ぬ実婚羊体；三：~·＇ fill 00県、 00県社会福祉協議会、 00県事業者連絡協議会等

専業ぬ期蘭~＇：；~；三日：司 0年O月 O 日～O年O月 O 日
：背景＝にある医療三介護；￥；＜：1 （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

Jズ九 日：：子：コ ν いえl図る。

；｜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

'I数企企人

（例）介護体験をメインとした地域住民へのセミナ一等のイベン

ト

（例）アンケ｝トによる介護のイメージ 0%改善

公

(A+B+C) 000 

基金 国（A) （千円）

000 における 000 

都道府県 （千円） 公民の別 民 （千円）

(B) 000 （注 1) 000 

計（A+B) （千円） うち受託事業等

000 （再掲）（注2)

その他（C) （千円） （千円）

000 000 

（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。
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（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聞が事業を行っている場合

は、当該受託額等を「民j 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。

α）事業の実施状況

｜別紙1「事後評価Jのとおり。
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