


【別紙】

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 284,158 355,507

１－１　医療提供体制の改革に向けた施設・設備の整備　等 284,158 355,507

1 医療情報ＩＣＴ化推進事業
滋賀県、特定非営利活動法
人滋賀県医療情報連携ネット
ワーク協議会、滋賀県内病院

地域医療構想の達成に向けて医療介護連携等を推進す
るため、医療情報連携基盤を構築するとともに参加施設
を増加させ、医療情報ネットワークのさらなる整備・活用を
図る。

17,211 27,500 補助
定額
1/2

医療福祉推
進課

地域健康創生人材育成事業 滋賀県立総合病院

医療・介護・生活支援を体系的に支援するための多職種
連携を推進するために、指導体制の充実、教材作成を行
い、各地の研修参加者との情報共有の基盤となるITネット
ワークを設け、各地域の人材育成を図ることにより、病床
の機能分化・連携を促進する。

13,516 0 補助
（負担金）

-
医療福祉推

進課

2 ○ 遠隔病理診断事業 滋賀県内病院

がん医療を行っている県内の病院に、遠隔病理診断に必
要な機器・環境整備を行うことで、病理医不足の弊害解
消と病理医の相互支援体制を整備し、県内のがん診療に
おける病理診断の質向上を図る。

0 13,750 補助 1/2
健康寿命推

進課

3 ○
精神科急性期治療病棟整備
事業

滋賀八幡病院
病床の削減に資するため、現在の精神科デイケア室を拡
張するととも既存部門の移設により地域生活支援への事
業移行を促進する。

0 20,000 補助 1/2 障害福祉課

がん病床機能分化・連携推進
基盤整備事業

滋賀医科大学医学部附属病
院

がん医療の質の向上および効率的な提供体制を確保す
るため、がん診療施設として必要な施設設備整備に対す
る補助を行う。

17,400 0 補助 1/2
健康寿命推

進課

4 歯科医師等派遣委託事業 滋賀県（滋賀県歯科医師会）

病院内の病棟・外来または退院時支援を行う部署に、歯
科医師および歯科衛生士を派遣し、入院患者の口腔機能
管理の実施や退院時に在宅医療介護関係者に口腔機能
についての情報をつなぐことで、病床機能の分化連携や
在宅医療との連携を推進する。

5,536 5,286 委託 -
健康寿命推

進課

5 病床機能分化促進事業 滋賀県内病院
病床機能の分化および連携の推進を行うために必要な施
設・設備の整備に関する事業に要する経費を一部助成す
る。

120,000 120,000 補助 1/2
医療政策課
（医療整備

係）

湖西圏域地域医療機能分化
促進事業

高島市民病院
病床機能の分化を図り、病院と診療所の連携を強化する
ことを目的に「地域医療支援病院」の承認に必要な施設
設備の整備(病理解剖室整備等）に対する補助を行う。

15,400 0 補助 1/2
医療政策課
（医療整備

係）

6 地域医療体制整備事業
滋賀県医師会
滋賀県看護協会

地域で必要とされる医療サービスの提供体制を充実させ
るため、診療所や訪問看護ステーション等に対し、在宅医
療を推進する上で必要な機器の整備にかかる費用の一
部を助成する。

41,250 30,750 補助
定額
3/4
1/2

医療福祉推
進課

7 ○ 在宅療養支援病院整備事業 在宅療養支援病院（公募）

病院の機能分化を促進し、在宅療養ニーズに対応してい
くため、在宅療養支援病院に対し、訪問診療や緊急入院
等に必要となる設備や地域の多職種連携推進に向けた
会議や研修に必要となる設備の整備等に要する経費に
対し、補助を行う。

0 6,000 補助 1/2
医療福祉推

進課

8 在宅歯科診療機器整備事業
滋賀県歯科医師会（滋賀県内
歯科診療所）、病院歯科

在宅歯科医療（障害者歯科医療を含む）を実施する歯科
診療所およびその後方支援を行う病院歯科等に対し、在
宅歯科医療機器等の設備整備を行い、安全で安心な質
の高い在宅歯科医療提供体制の充実を図る。

17,500 17,500 補助
2/3
定額

健康寿命推
進課

9
リハビリテーション提供体制
再構築事業

①滋賀医科大学
②滋賀県
③滋賀県（県立リハビリテー
ションセンター）
④滋賀県理学療法士会
⑤プロポーザル（予定）

心臓リハビリテーション提供施設を整備し、必要なリハビ
リテーション専門職の確保・定着を進めるとともに、医療と
介護の連携の一翼を担う県内リハビリテーション提供体
制の再構築を行うことにより、円滑な病床の機能分化を進
めることで地域医療構想の推進を図る。

①心臓リハビリテーション提供体制整備事業（5,250千円）
②リハビリテーション専門職を対象とした修学資金貸与制
度の実施。（8,640千円）
③地域リハビリテーションの視点を活かした人材育成と提
供体制の構築。（1,976千円）
④回復期病床の円滑な運営を図るための圏域地域リハ
ビリテーション支援。（2,700千円）
⑤滋賀県立総合リハビリテーションセンター基本計画策定
支援業務（8,000千円）

32,656 26,566 委託／補
助／直営

1/2

健康寿命推
進課

修学資金の
み医療政策

課
（人材確保

係）
が執行

医療機能分化・連携調査事業 滋賀県
地域医療構想に沿って各医療機関の機能分化・連携を促
進するための基礎データを収集するため、診療所を含め
た県内医療機関の機能を把握する。

1,420 0 直営 -
医療政策課
（企画係）

10 退院支援機能強化事業 滋賀県（滋賀県病院協会）

県内各病院の退院支援担当職員の研修や情報交換およ
び病棟看護師等の訪問看護同行研修など職員のスキル
アップと院内の退院支援体制の構築を図ることにより、病
床の機能分化連携および病院から在宅医療への円滑な
移行を進める。

2,269 2,269 委託 -
医療福祉推

進課

11 ○
地域周産期母子医療センター
整備事業

近江八幡市立総合医療セン
ター

東近江地域の周産期医療体制における病床機能の分
化・連携を図るため、新生児集中治療室（NICU・９床）の
隣接するスペースに新生児治療回復室（GCU・６床）を新
設し、急性期病床を不足する高度急性期病床に転換す
る。

0 48,000 補助 1/2
健康寿命推

進課

16 ２から
がん在宅医療支援体制整備
事業

滋賀県（県立総合病院）
身近な地域でがんの診断や治療が迅速に受けられるよ
う、県内医療機関が連携し、病理診断体制を構築する。 (1,642) 1,550 補助 2/3

健康寿命推
進課

17 ２から
がん診療連携支援病院機能
強化事業

滋賀県内病院
がん患者が増大する中、身近な地域で安心して療養生活
がおくれるよう、県がん診療連携支援病院が相談支援体
制を強化する取組に対して補助を行う。

(22,200) 20,916 補助
2/3
1/2

健康寿命推
進課
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18 ２から がん診療体制整備事業
滋賀医科大学医学部附属病
院

がん患者の在宅医療を推進し、身近な地域の医療機関で
がんの診断や治療が迅速に受けられるよう、県内医療機
関の人材育成、資質向上等を図るための経費に対して補
助を行う。

(8,200) 7,710 補助 2/3
健康寿命推

進課

25 ２から 脳卒中対策推進事業 国立大学法人滋賀医科大学

在宅医療体制の充実を図り、脳卒中患者の発症予防・再
発予防の推進と身近な地域での診療体制の充実を図る
必要があるため、滋賀脳卒中データセンターの脳卒中登
録データを蓄積・評価・分析するとともに、研修会、啓発活
動等に要する経費に対して補助を行う。

(8,200) 7,710 補助 2/3
健康寿命推

進課

２．居宅等における医療の提供に関する事業 131,648 70,236

２－１　在宅医療を支える体制整備事業　等 116,738 55,917

12
強度行動障害者有目的入院
事業

社会福祉法人びわこ学園
在宅の強度行動障害者の病状把握や行動障害の改善の
ために、一定期間の入院を行うことで、在宅生活を継続で
きるよう支援する取組に対して補助を行う。

3,714 3,700 補助  2/3 障害福祉課

13
高齢知的障害者健康管理指
導事業

社会福祉法人びわこ学園

知的障害を持つ高齢者に対する検診と診察の機会を設
け、疾病等のあった障害者について、障害児者を専門と
する医療機関を介在させながら専門医療に結びつける取
組を支援することで、在宅で通院治療が行える体制の整
備を行う。

1,298 1,298 補助  2/3 障害福祉課

精神障害者在宅チーム医療
体制整備事業

医療法人明和会、医療法人
周行会

受療中断者や自らの意思では受診困難な精神障害者が
新たな入院や再入院をすることなく、在宅で生活するため
の包括的な地域医療体制の構築を目的として実施する事
業に対して補助を行う。

13,000 0 補助 3/4 障害福祉課

14
滋賀県在宅医療等推進協議
会

滋賀県
医師会等の多機関多職種が一堂に会して滋賀県におけ
る在宅医療推進のための基本的な方向性について協議
検討を行う。

920 750 直営 -
医療福祉推

進課

15 圏域在宅医療福祉推進事業 滋賀県（各健康福祉事務所）

各二次医療圏域において、市町や地域医師会をはじめと
する多職種・多機関とともに、在宅医療推進に関する課題
等について検討・調整・実践・評価を行い、地域特性を踏
まえた地域包括ケアシステムの構築を図る。

3,600 1,800 直営 -
医療福祉推

進課

16 １へ
がん在宅医療支援体制整備
事業

滋賀県（県立総合病院）
身近な地域でがんの診断や治療が迅速に受けられるよ
う、県内医療機関が連携し、病理診断体制を構築する。 1,642 (1,550) 補助 2/3

健康寿命推
進課

17 １へ
がん診療連携支援病院機能
強化事業

滋賀県内病院
がん患者が増大する中、身近な地域で安心して療養生活
がおくれるよう、県がん診療連携支援病院が相談支援体
制を強化する取組に対して補助を行う。

22,200 (20,916) 補助
2/3
1/2

健康寿命推
進課

18 １へ がん診療体制整備事業
滋賀医科大学医学部附属病
院

がん患者の在宅医療を推進し、身近な地域の医療機関で
がんの診断や治療が迅速に受けられるよう、県内医療機
関の人材育成、資質向上等を図るための経費に対して補
助を行う。

8,200 (7,710) 補助 2/3
健康寿命推

進課

19
市町在宅医療・介護連携推進
事業

滋賀県

市町の在宅医療・介護連携推進事業が効果的に実施で
きるよう、市町在宅医療・介護連携推進セミナーおよび地
域リーダーステップアップ研修等を開催し、広域的・専門
的な視点から支援を行うことで、2025年を見据えた在宅療
養の推進体制の構築を図る。

656 860 直営 -
医療福祉推

進課

20 在宅医療人材確保・育成事業
滋賀県、日本プライマリ・ケア
連合学会滋賀県支部

在宅医療に従事する医師が在宅医療に踏み出すきっか
けとなるセミナーの開催や交流事業の企画、県内の家庭
医養成プログラムの魅力の向上、指導医の能力向上を図
る事業を支援することにより、県内で在宅医療に従事する
医師や家庭医の増加を図る。

7,848 7,579 直営／補
助／委託

定額
医療福祉推

進課

21
専門研修医（家庭医療）研修
資金貸与事業

滋賀県
家庭医療の専門医を目指して県内の医療機関で専門研
修を受ける医師を対象に研修資金を貸与することにより、
県内の家庭医の確保・定着を図る。

7,200 2,400 直営 －
医療政策課
（人材確保

係）

22
滋賀の在宅療養を推進する
県民参加促進事業

医療福祉・在宅看取りの地域
創造会議

県民一人ひとりが自らの療養・看取りについて考え、行動
するきっかけをつくるため、医療福祉サービス関係者、県
民、行政等多職種が参画する「医療福祉・在宅看取りの
地域創造会議」が実施する効果的な事業および事務局の
運営を支援する。

8,600 8,600 補助 定額
医療福祉推

進課

在宅医療推進に係る支援体
制整備事業

甲賀地域の医療機関
地域において、在宅医療推進のための拠点施設が実施
する地域住民への普及啓発や多職種連携の取組に対し
て補助を行う。

700 0 補助 2/3
医療福祉推

進課

23 慢性疼痛対策推進事業 国立大学法人滋賀医科大学

在宅で難治性の疼痛を抱える患者に対して、痛みを専門
とする医師、整形外科医、精神科医、看護師等が連携し
集学的な痛み治療システムを構築するとともに、医療従
事者の育成、県民への啓発を図ることで、安心して在宅
療養生活が送れるよう支援を行う。

2,000 1,900 補助 2/3
健康寿命推

進課

24 在宅呼吸不全研修事業 国立大学法人滋賀医科大学

慢性閉塞性肺疾患（COPD)をはじめ、今後ますます増加
すると予想される在宅呼吸不全患者(在宅酸素、在宅人
工呼吸などを含む)を地域全体の多職種で支えるための
研修会等に要する経費に対して補助を行う。

1,200 1,130 補助 2/3
健康寿命推

進課

25 １へ 脳卒中対策推進事業 国立大学法人滋賀医科大学

在宅医療体制の充実を図り、脳卒中患者の発症予防・再
発予防の推進と身近な地域での診療体制の充実を図る
必要があるため、滋賀脳卒中データセンターの脳卒中登
録データを蓄積・評価・分析するとともに、研修会、啓発活
動等に要する経費に対して補助を行う。

8,200 (7,710) 補助 2/3
健康寿命推

進課

26 死亡診断・死体検案推進事業 滋賀医科大学
安心して在宅での看取りが行える体制整備を図ることを
目的として実施される適切な死亡診断、死体検案のため
の研修や人材確保に要する経費に対して補助を行う。

600 600 補助 2/3
医療政策課
（医療整備

係）

27 在宅看護力育成事業 国立大学法人滋賀医科大学

新卒の看護師が在宅看護の現場を選択し、安心して就職
できるよう、学生教育における在宅看護学のプログラムと
して設置されている「訪問看護師コース」の運営を支援す
る。

2,500 2,500 補助  2/3
医療政策課
（人材確保

係）
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28
在宅療養を支える看護人材
育成事業

滋賀県看護協会

計画的・継続的に体系的な研修を実施しにくい小規模な
訪問看護ステーションや介護施設の看護職員に対し、
キャリアに応じた研修を提供してスキルの向上を図り、増
大かつ多様化する在宅療養ニーズに対応できる人材育
成を行い、地域における看護実践力を向上させる。

1,090 1,400 補助 定額
医療福祉推

進課

29
訪問看護支援センター運営事
業

滋賀県看護協会

訪問看護師の総合的な支援を行う訪問看護支援センター
の運営に対して補助することにより、訪問看護師の人材
確保・資質向上および訪問看護ステーションの機能の充
実・強化を図り、県民が安心して在宅での療養・看取りが
できる環境整備を行う。

15,570 15,400 補助 定額
医療福祉推

進課

30
認知症高齢者等への院内デ
イケア実施支援事業

滋賀県内病院

身体合併症を有する認知症高齢者の患者等に「院内デイ
ケア」を実施しようとする県内一般病院に対し、その立ち
上げやレベルアップにかかる経費を助成し、医療介護連
携体制を構築して認知症を悪化させることなく円滑に退
院・在宅復帰させて、在宅医療の提供へつなげる。

1,200 1,200 補助 2/3
医療福祉推

進課

31
認知症医療対策推進事業
（認知症医療介護連携体制構
築事業）

滋賀県（滋賀県内病院）

認知症の医療介護連携体制を構築して在宅医療を推進
するため、かかりつけ医との症例検討会の開催や院内で
の多職種連携の構築など、地域の拠点となる病院が医
療・介護関係者と顔の見える関係を構築しようとする取組
を促進し、認知症高齢者に対する在宅医療の提供へつな
げる。

4,800 4,800 委託 -
医療福祉推

進課

２－２　在宅医療（歯科）を推進するために必要な事業　等 13,160 12,400

32
在宅歯科医療連携室整備事
業

滋賀県(滋賀県歯科医師会）

二次医療圏域の歯科医師会に在宅医療関係者と連携す
るための歯科職種を配置し、在宅歯科医療における医科
や介護等の他分野との連携を図るための窓口を設置する
ことにより、住民や在宅歯科医療を受ける者・家族等の
ニーズにこたえ、地域における在宅歯科医療の推進およ
び他分野との連携体制の構築を図る。

2,000 1,900 委託 -
健康寿命推

進課

33
在宅歯科医療のための多職
種連携推進事業

滋賀県(滋賀県歯科医師会）

在宅歯科医療推進のため、がんや糖尿病等の疾病予防・
早期発見、在宅療養支援のための口腔ケア等、多職種連
携が有用な事例をテーマとした多職種合同の研修会や
ネットワークづくりを行う。

1,447 1,360 委託 -
健康寿命推

進課

34
歯科衛生士・歯科技工士人材
確保事業

滋賀県歯科医師会
歯科衛生士および歯科技工士の人材確保のため、復職
や就職支援および、スキルアップのための研修等を実施
する経費に対して補助を行う。

1,213 1,140 補助 2/3
健康寿命推

進課

35
在宅歯科診療のための人材
確保事業

滋賀県内病院

歯科診療所の後方支援として在宅歯科医療（障害者歯科
医療を含む）を実施する病院歯科等に対し、その機能を
果たすために、歯科医師および歯科衛生士の増員に対す
る支援を行い、安全で安心な質の高い歯科医療提供体制
の充実を図る。

8,500 8,000 補助 2/3
健康寿命推

進課

２－３　在宅医療（薬剤）を推進するために必要な事業 1,750 1,919

36
休日・夜間のお薬電話相談体
制整備事業

滋賀県薬剤師会

24時間いつでも薬剤師がお薬の相談を受ける体制を整備
するため、休日・夜間における医薬品に関する相談を薬
剤師が転送電話による輪番制で受ける体制を整備するこ
とにより、地域包括ケアシステムにおける地域で安心して
暮らせるセーフティネットとしての役割を担い、在宅医療の
推進を図る。

1,750 1,919 補助 2/3
薬務感染症

対策課

３．医療従事者の確保に関する事業　等 531,365 516,964

３-1 医師の地域偏在対策のための事業　等 153,124 140,905

37
滋賀県医師キャリアサポート
センター運営事業

滋賀県（滋賀医科大学）

滋賀県の地域医療支援センターである「滋賀県医師キャ
リアサポートセンター」がコントロールタワーとなり、関係
者・団体等と連携しながら、県内の医師の絶対数の確保
や、地域・診療科偏在の解消、病院で働く女性医師数の
増加に向けて、各種医師確保対策を実施する。

25,235 25,186 委託/直営 -
医療政策課
（人材確保

係）

38
滋賀県医学生修学資金等貸
与事業

滋賀県

県内病院での勤務を志す医学生・研修医に対し、一定期
間以上県内病院で診療業務に従事することを返還免除条
件とする修学資金・研修資金を貸与することにより、県内
における医師の確保・定着を図る。

87,000 78,000 直営 -
医療政策課
（人材確保

係）

39 産科医等確保支援事業 滋賀県内病院、診療所

地域でお産を支える産科・産婦人科医師および助産師に
対して、分娩手当等を支給され、処遇改善を図られている
病院等を支援することにより、県内で勤務する産婦人科
医等の確保定着を図る。

13,889 10,719 補助  1/3
医療政策課
（人材確保

係）

40 地域医師養成確保事業 滋賀県病院協会

県出身医学生および県内医大医学生を対象に、滋賀を知
り、滋賀における医療の現状を確認し、魅力を感じて、臨
床研修から始まる医療への従事の舞台を滋賀に置いても
らえるための啓発活動等に対して補助を行う。

10,000 10,000 補助  2/3
医療政策課
（人材確保

係）

41
児童思春期・精神保健医療体
制整備事業

滋賀県（滋賀医科大学）
発達障害や児童思春期の精神疾患等、子どものこころの
医療や支援体制の強化を進めるため、専門医の養成や
専門医と地域の連携強化事業を実施する。

17,000 17,000 委託 - 障害福祉課

３-２ 診療科の偏在対策のための事業　等 11,650 14,418

42
麻酔科医ブラッシュアップ事
業

国立大学法人滋賀医科大学

地域における麻酔科医不足に全県を挙げて対応するた
め、一定水準にある麻酔科医を県内各地域の病院へ応
援派遣するシステムを構築するために実施する、麻酔科
医向けブラッシュアップ研修に要する経費を支援する。

3,000 3,716 補助 2/3
医療政策課
（人材確保

係）

43 新生児医療体制強化事業 国立大学法人滋賀医科大学
周産期医療体制の充実を図るため、新生児医療を担う医
師、看護師の人材育成に要する経費に対して補助を行
う。

8,200 8,200 補助 2/3
健康寿命推

進課
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44
小児救急医療地域医師等研
修事業委託料

滋賀県（滋賀県医師会）
小児科医以外の医師を対象とした研修会を行い、小児救
急医療に関する専門知識を修得させる。 450 450 委託 -

医療政策課
（医療整備

係）

45 ○
アレルギー性疾患医療人材
育成事業

国立大学法人滋賀医科大学

アレルギー疾患医療の質の向上および身近な地域での
専門医療の均てん化を図るため、県アレルギー疾患医療
拠点病院が行う標準的治療ガイドラインに基づいた専門
医療研修や講習会の開催等に要する経費に対して補助
することにより、アレルギー疾患専門医の養成や地域の
かかりつけ医の資質向上を図る。

0 2,052 補助 2/3
健康寿命推

進課

３-３ 女性医療従事者支援のための事業　等 0 0 0

３-４ 看護職員確保等のための事業　等 202,783 202,261 0

46
滋賀県新人看護職員卒後研
修補助事業

滋賀県内病院
病院等において、新人看護職員が基本的な臨床実践能
力を獲得するための研修を実施することにより、看護の質
の向上及び早期離職防止を図る。

17,858 16,012 補助
1/2
1/4

医療政策課
（人材確保

係）

47 看護職員資質向上支援事業 滋賀県（滋賀県看護協会）

新人看護職員の卒後研修が受けられるための研修体制
整備と、地域包括ケアシステムの推進に向けた看護管理
者のネットワークづくりを支援し、看護職員の資質向上に
関する取組の推進を図る。

3,100 3,100 委託 -
医療政策課
（人材確保

係）

48
助産師キャリアアップ応援事
業

滋賀県
（滋賀医科大学）

県内助産師に対する研修が段階的かつ計画的に行える
よう体系化し、県内全体の助産師の資質の向上を図り、
自立した助産師を育成すると共に安全安心なお産の環境
整備を図る。

2,152 2,152 委託/直営 -
医療政策課
（人材確保

係）

49
糖尿病看護資質向上推進事
業

滋賀県（滋賀医科大学）
糖尿病患者に対する看護ケアの充実のため、臨床実務
研修の実施により、臨床実践能力の高い専門的な看護師
の育成を行う。

2,363 2,363 委託/直営 -
医療政策課
（人材確保

係）

50 実習指導者講習会開催事業
滋賀県
（滋賀県看護協会）

看護師等養成所の実習施設における、学生の実習指導
者等に対し、実習指導に必要な知識・技術を取得できるよ
う、研修を行う。

2,934 2,934 委託 1/2
医療政策課
（人材確保

係）

看護師スキルアップ備品整備
事業

滋賀県内病院

病院等における看護職員が、退院調整、退院指導、訪問
看護など在宅医療支援に関する資質向上を図るため、自
施設で研修を行うとともに、良質の看護を提供するための
備品整備に対して補助を行う。

1,610 0 補助 1/2
医療政策課
（人材確保

係）

51 認知症認定看護師養成事業
滋賀県
（県内各病院）

認知症看護分野の認定看護師を養成するため、教育機
関への派遣に要する経費を負担する病院等に対して補助
を行い、県内の認知症看護にあたる看護職員の資質の向
上を図る。

800 800 補助 1/2
医療福祉推

進課

52 認定看護師育成事業 滋賀県内病院、施設
認定看護師資格取得等にために施設が負担する研修費
の補助。 4,000 4,000 補助  1/2

医療政策課
（人材確保

係）

53 病院内保育所運営費補助金 滋賀県内病院
病院および診療所に従事する職員の離職防止ならびに
再就業を促進するため、病院内保育所の運営費に対する
助成を行う。

64,000 64,502 補助 2/3
医療政策課
（人材確保

係）

54 看護職員確保対策協議会 滋賀県
在宅医療福祉を担う看護職員確保対策協議会を設置し、
潜在看護師の確保を看護行政部局と労働部局を含めた
関係部局で推進する。

484 484 直営 -
医療政策課
（人材確保

係）

55 看護職員確保定着促進事業
滋賀県
（滋賀県看護協会）

看護職員や看護学生の精神的問題のサポートや、ワーク
ライフバランスの推進に向けた体制整備を支援し、確保定
着を図る。

2,146 2,146 委託 -
医療政策課
（人材確保

係）

56
滋賀県看護師等養成所運営
費補助金

滋賀県内看護師等養成所 看護師等養成所の運営費に対する助成を行う。 68,811 69,218 補助 定額
医療政策課
（人材確保

係）

57 助産師復職支援事業
滋賀県
（滋賀医科大学）

潜在助産師を対象に、安全で質の高い看護と住民を支え
る医療体制の強化、看護職員の地域偏在是正に必要な
人材確保を目的とし、特に最新の医療技術講習および技
術演習等の研修を行う。

550 550 委託 -
医療政策課
（人材確保

係）

58 ナースセンター事業 滋賀県（滋賀県看護協会）

看護職員の離職時届け出制度を適切に運用し、看護職
員人材確保を効率的に行うため、サテライト運営のため
の機器整備と登録業務従事者の確保に対する支援を実
施する。

23,000 23,000 委託 -
医療政策課
（人材確保

係）

59
看護師等養成所施設・設備整
備事業

滋賀県内看護師等養成所
在宅医療に関する看護教育を含む、看護師の養成に必
要な看護師等養成所の教育環境の整備に要する費用を
助成する。

5,177 11,000 補助 1/2
医療政策課
（人材確保

係）

看護師宿舎整備事業 滋賀県内病院

病院が実施する勤務看護師の就労環境の向上を目的と
した看護師宿舎の整備（施設、改修、設備整備）等に対し
て補助することにより、看護師の県内定着および離職防
止を図る。

3,170 0 補助 1/3
医療政策課
（人材確保

係）

薬剤師の人材確保事業 滋賀県薬剤師会

新卒の薬学生や、現在休職中で復職を希望する薬剤師
に向けて地域医療をテーマとした合同就職説明会を開催
することで、地域医療に取り組む薬局、病院・診療所、企
業と、地域医療を志向する薬剤師が対面する機会を設
け、在宅の現場への就労につなげていく。

628 0 補助 2/3
薬務感染症

対策課

３-５　医療従事者の勤務環境改善のための事業　等 163,808 159,380

60 医療勤務環境改善支援事業 滋賀県（滋賀県病院協会）

医療スタッフの離職防止や医療安全の確保等のため、県
内の医療関係団体と連携しながら運営協議会を立ち上
げ、相談やアドバイザーの派遣等を行う医療勤務環境改
善支援センターを運営する。

3,336 4,276 委託/直営 -
医療政策課
（人材確保

係）

61
病院勤務環境改善支援事業
費補助金

滋賀県内病院

医療機関における勤務環境の改善を推進するため、 県
内病院において、勤務する医療従事者の確保・定着を目
的として、病院が実施する勤務環境改善に資する事業に
要する経費の一部を助成する。

48,649 43,281 補助  1/2
医療政策課
（人材確保

係）
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62
小児救急医療支援事業費補
助金

市町行政組合等
二次医療圏を単位に、二次救急医療施設として必要な診
療機能、小児科専用病床および小児科医を確保するため
に必要な経費に対して助成する。

90,150 90,150 補助 2/3
医療政策課
（医療整備

係）

63 小児救急電話相談事業
滋賀県
（民間業者）

夜間小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備す
る。全国統一番号（♯8000番）で実施することによりどこで
も患者の症状に応じた適切な助言、アドバイスを受けられ
るようにする。

21,673 21,673 委託/直営 -
医療政策課
（医療整備

係）

947,171 942,707
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