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第７次山形県保健医療計画における取組みについて（概要） 

１ 趣旨 

  ○ 平成 30 年３月に策定した第７次山形県保健医療計画（H30 年度～R5 年度）

では、毎年度の目標の達成度や事業の実施状況等について、点検・評価を行

うこととしている。 

  ○ このたび、令和元年度の主な取組みをとりまとめたところであり、本協議

会において協議いただき、今後の施策展開に向けた御意見を頂戴するもの。 

２ 令和元年度の主な取組み、評価及び今後の推進方向 

  ⇒ 資料１－２のとおり。 

《主なもの》 

 (1)疾病・事業ごとの医療連携体制の整備関係（第２章） 

 （がん） 

  ・ がん検診の事業評価及び精度管理に向け、生活習慣病検診等管理指

導協議会の各がん部会及び生活習慣病検診等従事者講習会の開催や、

がん検診受診啓発活動を実施した。 

飲食店における受動喫煙防止対策を強化するため、屋内完全禁煙化

を前提とした改装等を行う既存の小規模飲食店を対象とした支援策を

実施した。 

    今後は、がん検診の重要性の啓発など「がん対策県民運動」を引き

続き展開していくとともに、望まない受動喫煙を生じさせることのな

い地域社会の実現に向け、「改正健康増進法」及び「山形県受動喫煙防

止条例」に基づく受動喫煙防止対策の周知など、一層の取組みを推進

していく。

（精神疾患） 

  ・ 認知症サポート医養成研修受講を支援することにより、認知症サポ

ート医９名を養成したほか、国の基準に基づき県内の６精神科病院を

「山形県依存症専門医療機関」に選定した。 

引き続き、医療機関相互の連携を推進し、患者の状況に合わせて適

切な医療を提供できる体制の構築を図っていく。 

資料１－１ 



2 

（救急医療） 

  ・ （一財）救急振興財団に財政援助を行うことで県内の薬剤投与認定

救急救命士及び指導救命士の計画的養成に対する支援を実施した。ま

た、救急救命士を対象にＰＳＬＳコース講習を開催した。 

 消防本部等と連携し、応急手当講習会受講推進キャンペーンを９月

に実施するとともに、応急手当の普及に取組む事業所及び団体に応急

手当講習受講優良証を交付する等応急手当普及啓発活動を展開した。 

 救急救命士の養成・継続教育の実施、一般市民に向けた応急手当の

普及啓発活動の展開により、病院前救護体制の充実強化を図っていく。

（災害時における医療） 

  ・ 大規模災害発生時に備え、東北ブロックＤＭＡＴ参集訓練、政府総

合防災訓練等各種訓練に県内ＤＭＡＴが参加した。また、ＤＭＡＴ新

規養成研修に県内病院の医師等を派遣するとともに、ＤＭＡＴ技能維

持研修に県内ＤＭＡＴの隊員を派遣した。 

ＤＭＡＴ新規養成研修に県内病院の医師等を派遣し、目標どおり 27

チームを養成するとともに、関係機関に対し各研修や訓練への参加を

促し、災害時の医療提供体制の強化を図っていく。 

 (2)在宅医療の推進関係（第３章） 

  ・ 在宅医療提供体制を整備するため、在宅医療の担い手育成や多職種

連携を図る研修会の開催をはじめ在宅医療の拡充に取り組む団体に対

する支援を行ったほか、地域における退院調整ルールの策定や看取り

の普及啓発など、在宅医療の拡充に向けた取組みを実施することによ

り、在宅医療の担い手育成や多職種連携、住民の理解促進への取組み

が進められた。 

今後も、医療機関における在宅医療の取組みを促すため、在宅医療

の拡充に取り組む団体への支援を継続するとともに、医療機関におけ

る設備整備への助成や在宅医療への理解を深める取組みを強化してい

く。 
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  ・ 自立支援型地域ケア会議の普及・定着のため、市町村への専門職の

派遣調整、助言者のスキルアップ研修等を実施したことにより、全市

町村での定期的な開催につながった。 

引き続き、地域ケア会議の市町村での普及・定着に向けた支援事業

に取り組んでいく。 

(3)医療従事者の確保関係（第５章） 

 （医師） 

  ・ 総合的な医師確保対策を行う地域医療支援センターのもと、医師修

学資金の貸与、研修医確保のための各種ガイダンスの実施、ドクター

バンク事業などの医師確保対策を推進した。 

    人口 10 万対医師数は着実に増加しているものの、依然として全国平

均を下回っている。医療法改正を受け、地域医療対策協議会での議論

を踏まえた医師確保計画を策定し、より実効的な医師確保対策を推進

していく。 

 （看護職員） 

  ・ 山形県ナースセンターによる就業斡旋及び潜在看護師等の掘り起こ

しを行うとともに、看護師等職場説明会、看護学生フレッシュ説明会、

看護師等体験セミナーなどを開催した。 

    看護職員の従事者数は増加傾向にあるが、目標には到達していない。

新たな看護職員需給推計の策定に伴う、山形方式･看護師等生涯サポー

トプログラムの見直しを踏まえ、看護職員確保に向けた取組みを推進

していく。 

(4)健康づくりの推進関係（第７章） 

  ・ 健康づくりにインセンティブを設け健康づくり無関心層に働きかけ

る、やまがた健康マイレージ事業を市町村と協働で実施したほか、県

民が自主的・主体的に健康づくりに取り組むことができる拠点創設へ

の支援を行った。 

生活習慣の改善と早期発見早期治療、情報提供の充実、健康経営の

促進、県民が主体的に健康づくりに取り組むことができる環境の整備

の促進に重点的に取組んでいく。 
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第７次山形県保健医療計画における主な取組みについて 

目標及び進捗状況 
令和元年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

第２部 各論 

第１章 県民の視点に立った医療提供体制の整備 

第１節 保健医療圏における医療提供体制の整備 

■ 医療提供体制の体系的整備 

【医療政策課・健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「かかりつけ医」の普及

率 

75.1％ 

（H28） 

－ － － － 80％ － 

－ － 

「かかりつけ歯科医」の

普及率 

80.2％ 

（H28） 

－ － － － 80％ － 

－ － 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・チラシやホームページ等により「かかりつ

け医」及び「かかりつけ歯科医」の普及に向

けた県民への啓発を実施 

 ・やまがた健康フェアでの「かかりつけ歯科

医」啓発活動の実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・かかりつけ歯科医の普及率は平成 28 年度目

標を達成しており、高水準の普及率である

が、現状値を維持できるよう今後もかかりつ

け歯科医を持つことや定期的な歯科健診を

受けることの重要性についての啓発を実施

する。 

・「かかりつけ医」の普及に向け、チラシやホ

ームページ等により県民への啓発を行う。 

資料１－２ 
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■ 地域医療連携の仕組みづくり 

【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域医療情報ネットワー

クへの登録累計患者数の

合計 

66千人 

（H29.9） 

76 

千人 

86 

千人 

96 

千人 

106 

千人 

116 

千人 

126 

千人 

90 

千人 

108 

千人 

地域医療情報ネットワー

クを参照した件数（４地

域のネットワークにおけ

るアクセス数の合計） 

1,370 千件 

（H28） 

1,524 

千件 

1,585 

千件 

1,646 

千件 

1,707 

千件 

1,768 

千件 

1,829 

千件 

1,626 

千件 

1,989 

千件 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・地域医療構想調整会議や専門部会の開催を通

して、地域医療構想の実現に向けた地域医療

連携の取組を推進 

 ・地域医療情報ネットワークを中心とした、切

れ目のない医療・介護提供体制の構築を推進

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・令和元年度は、登録累計患者数、アクセス数

とも目標を達成した。 

 ・引き続き、地域医療構想の実現に向けた地域

医療連携の取組を推進していく。 

■ 地域医療支援病院の整備 

【健康福祉企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域医療支援病院の数 
５ 

（H29） 

５ ５ ６ ６ ６ ６ 

５ ５ 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・地域医療支援病院に興味のある病院からの問

い合わせに対し、助言等を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・地域医療支援病院を目指している病院からの

問い合わせに対して、適切に対応した。 

 ・地域医療支援病院を目指す病院の支援及び県

民への地域医療支援病院に関する情報提供

を行うとともに、地域の医療機関との機能分

化・連携を推進していく。 
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 第２節 地域医療構想の推進 

 【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

各病院の改革プラン等に

基づく病床機能の分化・

連携や規模適正化を実施

した数（累計） 

３施設 

（H29） 

７施設 14 施設 21施設 28施設 35 施設 42 施設 

８施設 14 施設 

【令和元年度の主な取組み】 

・二次保健医療圏ごとに設置した地域医療構想

調整会議を開催し、関係者との連携を図りつ

つ、地域医療構想の実現に向けた協議を推進

・病床の機能分化、連携を推進するための施

設・設備の整備に対する支援 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・地域医療構想調整会議において、病床の機能

分化・連携の具体的計画について意見交換

し、地域の関係者の合意を得た。 

・地域医療構想調整会議を開催し、関係者との

連携を図りつつ、地域医療構想の実現に向け

た協議を進める。 

・地域医療介護総合確保基金を活用し、病床の

規模や機能の見直し及び診療機能の役割分

担と連携の取組を促進する。 

 第３節 患者の視点に立った安心な医療の確保 

■県における医療機関情報の提供 

（１）医療機能情報提供制度による医療機関情報の提供 

【健康福祉企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医療機関情報ネットワー

クへのアクセス数 

93,960 

（H28） 

93,960 95,000 96,000 97,000 98,000 99,000 

91,743 82,218 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・インターネットを活用し県民に医療機関情報

を提供（医療機関は最低年１回情報更新） 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・令和元年度の医療機関情報ネットワークへの

アクセス数は、目標を下回る実績であったた

め、県民への周知に一層努めるとともに、最

新のデータを県民に提供できるよう、医療機

関への定期更新を指導していく。 
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（２）保健医療計画における地域の医療機能や連携の状況の明示 

【健康福祉企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「第２章第２節 地域に

おける医療連携体制」及

び「第３章 在宅医療の

推進」に記載した医療機

関の更新 

1回 

（H28） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

１回 １回     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・二次保健医療圏ごと、疾病・事業ごとの医療

連携体制を構築する病院の表を更新すると

ともに、県ホームページに掲載 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、年１回の更新を行い、最新の情報

を県民に提供していく。 

■ 患者の安心に配慮したサービスの提供 

【健康福祉企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医療安全相談窓口への相

談者の満足度 

88.9% 

（H26～28） 

89％ 90％ 
90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

81.2％ 83.1％     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・医療安全相談窓口に寄せられた相談状況につ

いて、関係機関に対し情報を提供 

 ・医療法第 25 条第 1 項の規定に基づく、病

院・診療所等に対する立入検査を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・相談終了時における相談者から感謝の言葉や

後日解決した旨の報告をいただくなど、満足

度の高い相談を行った。 

 ・引き続き、医療安全相談窓口を運営し、苦情・

相談に対応するとともに、医療法に基づく立

入検査を実施していく。 
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■ 医療機関における入退院時の患者等に対する情報の提供 

【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域連携パスに参加して

いる医療機関等の数 

277 

（H28） 

285 290 295 300 305 310 

284 285 

退院支援に係る施設基準

を取得している病院数 

28 

（H29.10） 

29 30 31 32 33 34 

27 29 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・多職種連携による退院支援や地域連携パスの

普及拡大など、地域における医療連携体制構

築の取組を支援 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、多職種連携による退院支援、地域

連携パスの運用改善などの医療連携体制構

築の取組を支援していく。 

 第４節 医療安全対策の推進 

■ 医療安全相談窓口の役割、医療安全確保対策、院内感染防止対策の徹底 

【健康福祉企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医療安全相談窓口への相

談者の満足度 

88.9% 

（H26～28） 

89％ 90％ 
90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

81.2％ 83.1％     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・医療安全相談窓口に寄せられた相談状況に

ついて、関係機関に対し情報を提供 

 ・医療法第 25 条第 1 項の規定に基づく、病

院・診療所等に対する立入検査を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・相談終了時における相談者から感謝の言葉

や後日解決した旨の報告をいただくなど、

満足度の高い相談を行った。 

 ・引き続き、医療安全相談窓口を運営し、苦

情・相談に対応するとともに、医療法に基

づく立入検査を実施していく。 
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■ 患者本位の医薬分業の推進、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】

 ※１ 令和元年５月の数値 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

かかりつけ薬剤師を配置

している薬局の割合 

44.2％ 

（H29.8） 

51％ 58％ 65％ 72％ 79％ 85％ 

47.2％ 

（※１） 
48.2％ 

後発医薬品使用割合（新

指標・数量ベース） 

71.6% 

（H28） 

77% 
80％ 

以上 

80％ 

以上 

80％ 

以上 

80％ 

以上 

80％ 

以上 

79.9％ 84.3％     

【令和元年度の主な取組み】 

・病院と調剤薬局における薬薬連携の促進 

 ・主要８疾患テキストを作成し、それを活用

したかかりつけ薬剤師認定要件に係る研修

会を開催 

 ・かかりつけ薬局推進のため、薬局の現状把

握調査の実施 

 ・山形県ジェネリック医薬品安心使用促進協

議会を開催 

 ・後発医薬品の品質への不安解消を図るため、

消費者団体会員を対象とした製造工場見学

会を実施 

 ・後発医薬品の採用に役立てるため、「汎用ジ

ェネリック医薬品リスト」を作成、情報提

供の実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・かかりつけ薬剤師の配置については、目標

達成には至らないものの、増加傾向にある。

 ・後発医薬品使用割合については、目標を達

成した。 

 ・病院等の医療機関と薬局との連携情報共有

体制の構築を推進する。 

 ・引き続き、県民に対し後発医薬品の理解を

促進し、周知していくとともに、品質への

不安解消に向けた取組みを行っていく。
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■ 医薬品等の安全対策、適正使用の推進 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】
 ※１ 医薬品医療機器等法に係る行政処分の件数÷監視施設数

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

薬局・医薬品製造販売業

等における販売体制等の

不適率（※１） 

5.5% 

（H28） 

5.0％ 4.5％ 4.0％ 3.5％ 3.0％ 2.5％ 

8.9％ 6.5％     

【令和元年度の主な取組み】 

・薬局、医薬品等販売業に対する監視指導を

実施 

・年度当初に重点監視項目を策定し、医薬品

医療機器等法の遵守状況の確認及び不適の

場合、指導を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・令和元年度は目標を達成できなかった。 

・偽造医薬品流通防止のための体制及び手順

書整備について不適事例が多かった。 

・引き続き、不適率の高い項目を重点監視項

目として設定し、監視指導を継続して実施

する。 

■ 血液確保、血液製剤の適正使用の推進 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

献血者目標人数達成率 
94.3% 

（H28） 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

98.4％ 100.3％     

【令和元年度の主な取組み】 

・主として高校生を対象に献血セミナーを実

施 

・各種広報媒体を活用し、献血の普及啓発を

実施 

・献血ルームに近い山形駅において、啓発活

動を実施 

・イベント会場、商業施設等集客が見込まれ

る場所において啓発資材を配布 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・献血者数が伸びてきており、取り組みに対

する成果が表れ、目標を達成した。 

・引き続き、関係機関と連携し、特に若年層

への普及啓発を強化する。 
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 第５節 医療に関する情報化の促進 

■ 医療機関における医療情報の電子化の促進と総合的なネットワーク化の推進 

【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域医療情報ネットワー

クへの登録累計患者数の

合計 

66千人 

（H29.9） 

76 

千人 

86 

千人 

96 

千人 

106 

千人 

116 

千人 

126 

千人 

90 

千人 

108 

千人 

地域医療情報ネットワー

クを参照した件数（４地

域のネットワークにおけ

るアクセス数の合計） 

1,370 千件 

（H28） 

1,524 

千件 

1,585 

千件 

1,646 

千件 

1,707 

千件 

1,768 

千件 

1,829 

千件 

1,626 

千件 

1,989 

千件 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・参加医療機関や利用に同意する患者の増加

を図るための、地域医療情報ネットワーク

協議会の取組を支援 

 ・県境を越えて秋田県内の医療機関と患者情

報を共有する「秋田・山形つばさネット」

の運用を令和元年 4月より開始 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・令和元年度は、登録累計患者数、アクセス

数とも目標を達成した。 

 ・引き続き、地域医療構想の実現に向けた地

域医療連携の取組を推進していく。 

第２章 疾病・事業ごとの医療連携体制の整備 

 第１節 医療機関相互の機能分担と連携  

【健康福祉企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「第２章第２節 地域に

おける医療連携体制」及

び「第３章 在宅医療の

推進」に記載した医療機

関の更新 

1回 

（H28） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

１回 １回     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・二次保健医療圏ごと、疾病・事業ごとの医

療連携体制を構築する病院の表を更新する

とともに、県ホームページに掲載 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、年１回の更新を行い、最新の情

報を県民に提供していく。 
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 第２節 地域における医療連携体制 

１ がん 

（１）がんの予防、がんの早期発見 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

成人の喫煙率 
20.2% 

（H28） 

― ― ― ― 12% ― 

― ― 

胃がん検診の受診率 
57.0% 

（H28） 

― 59% ― ― 60% ― 

― 56.1% 

肺がん検診の受診率 
60.6% 

（H28） 

― 60% ― ― 60% ― 

― 62.2% 

大腸がん検診の受診率 
53.6% 

（H28） 

― 57% ― ― 60% ― 

― 56.0% 

子宮頸がん検診の受診率 
46.3% 

（H28） 

― 53% ― ― 60% ― 

― 46.5%     

乳がん検診の受診率 
46.8% 

（H28） 

― 53% ― ― 60% ― 

― 47.3% 

精密検査受診率 

（住民健診） 

80.7～89.7% 

（H27） 

84% 88% 92% 96% 100% ― 

79.0～ 

92.1% 
― 

がん登録集計罹患数に対

する病院等からの届出率 

88.7% 

（H25） 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 
― 

97.4% 
(参：H29)

―     

【令和元年度の主な取組み】 

・「山形県受動喫煙防止対策推進委員会」を開

催し、受動喫煙防止対策のあり方について

検討 

・事業者関係団体と連携した周知・啓発や、

リーフレット配布、個別訪問等を実施 

・広報媒体や各種イベント等を活用し、県民

に対する普及啓発活動を実施 

・飲食店における受動喫煙防止対策を強化す

るため、屋内完全禁煙化を前提とした改装

等を行う既存の小規模飲食店を対象とした

支援策を実施 

 設備等整備事業補助金：７件(交付額 585 千

円) 

・屋内禁煙とした飲食店等に禁煙標識を交

付:504 件(R2.3 月末現在) 

・禁煙治療実施医療機関の情報提供を実施 

  医療機関数 184 施設(R2.2 月現在） 

 ・がん検診の事業評価及び精度管理に向け、

生活習慣病検診等管理指導協議会の各がん

部会（子宮、肺、消化器、乳がん部会を各

１回）及び生活習慣病検診等従事者講習会

（延 16 回）を開催 

・乳がんの早期発見、早期診断、早期治療に

向け、やまがたピンクリボン運動実行委員

会と協力して、日本一さくらんぼ祭り及び

子育て応援団すこやかといった集客力が高

いイベントにおいて啓発活動を実施 

・がん検診受診啓発活動の実施 

・がん診療連携協議会がん登録部会を通じ、

院内がん登録の精度向上を推進 
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・院内がん登録全国集計（2017）のデータか

らがん診療連携拠点病院等の医療の実態を

把握 

・がん登録実務者の資質向上に向けた研修会

を開催  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・「山形県受動喫煙防止条例」の制定を契機に、

県民の受動喫煙に関する関心と理解がより

深まり、意識の醸成が進んだ。 

・望まない受動喫煙を生じさせることのない

地域社会の実現に向け、「改正健康増進法」

及び「山形県受動喫煙防止条例」に基づく

受動喫煙防止対策の周知など、一層の取組

みを推進する。 

・がん検診受診率は、全ての検診において全

国上位にあるものの、最終的な目標値には

達しておらず、引き続き取組を進める。 

・届出率はがん登録の精度の高さの国際的目

安である 90％を超えている。更なる登録精

度の向上に取り組む。 
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（２）がん医療の充実 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

緩和ケア研修会修了者数

（累計） 

1,139 人 

（H28） 

1,250 人 1,375 人 1,500 人 1,625 人 1,750 人 ― 

1,390 人 1,502 人 

地域連携パス運用件数

（累計） 

1,050 件 

（H28） 

1,240 件 1,430 件 1,620 件 1,810 件 2,000 件 ― 

1,354 件 1,538 件     

がんの 75 歳未満年齢調

整死亡率（人口 10万対） 

男女計 76.6 

（H28） 

― ― ― ― 67 ― 

70.6 67.4     

【令和元年度の主な取組み】 

・がんの地域連携パス運用拡大と改善に向け、

県がん診療連携協議会地域連携パス部会を

開催 

 ・当該パス部会でパスの運用状況と課題を把

握し、パスの改善や運用課題についての協

議 

 ・医療従事者向け緩和ケア研修会を開催（累

計：医師 1,502 人、看護師等 848 人修了） 

 ・山形県がん診療連携指定病院が実施する在

宅療養や緩和ケア等の連携事業への支援を

実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・連携パスの運用件数や緩和ケア研修会修了

者の数は増加している。パスの運用、研修

とも診療所の参加をさらに拡大していく。 

・当該パス部会を定期的に開催し、引き続き、

パスの改善や運用課題について協議する。 

 ・当該パス部会のメーリングリストを活用し、

運用実績や登録医療機関の情報共有を図

る。 

 ・都道府県がん診療連携拠点病院を中核とし

て、県内どこでも質の高いがん医療を受け

ることができる体制の充実に努める。 

 ・切れ目のない緩和ケアを提供できる体制の

充実を図る。 



12 

（３）がんに関する相談支援と情報提供 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

がん相談窓口における相

談受理件数 

3,908 件 

（H27） 

5,400 件 5,900 件 6,400 件 6,900 件 7,400 件 ― 

5,181 件 ― 

がん罹患を理由に失職す

る勤労者の割合 

25% 

（H23） 

― ― ― ― 25%未満 ― 

― ―     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・山形県がん総合相談支援センターにおいて、

病院外の窓口であることを活かし、様々な

相談対応を実施 

 ・山形県がん総合相談支援センターと各がん

診療連携拠点病院のがん相談支援センター

とが協力して相談窓口の周知を行ったほ

か、ピアサポーターによるがん患者サロン

を実施 

 ・がん患者就労・生活支援関係機関連絡会議

を開催 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・無料で様々な相談ができる窓口の存在は少

しずつ認知度が上がってきているものの、

まだ十分とは言えないため、今後も医療機

関の診療部門と連携して周知に力を入れて

いく。 

 ・がんの治療と仕事の両立のため、労働局等

関係する支援機関と情報を共有し、がん患

者の必要とする支援につなげていく。 
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２ 脳卒中  

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
60.0% 

（H27） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% ― 

特定保健指導の終了率 
22.6% 

（H27） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% ―     

脳梗塞発症後 4.5 時間以

内の来院者数の割合 

30% 

（H27） 

― ― 35% ― ― 40% 

― ―     

脳梗塞患者に占める

rt-PA 治療患者の割合 

7% 

（H27） 

― ― 9% ― ― 10% 

― ―     

脳卒中（脳血管疾患）に

よる年齢調整死亡率 

（人口 10万対） 

男性 43.8 

女性 27.4 

（H27） 

― ― ― ― 
41.6 

24.7 
― 

― ―     

【令和元年度の主な取組み】 

・患者実態の把握に向け、脳卒中・心筋梗塞

発症登録を実施 

 ・特定保健指導従事者の資質向上のための研

修会を実施（２回） 

 ・生活習慣病予防に関する出前講座を実施 

 ・生活習慣病予防のため、受動喫煙対策、減

塩対策等を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・年齢調整死亡率は年々下がってきているが、

引き続き上記の取組を実施する他、山形県

対脳卒中治療研究会と連携し、県民に対し

て脳卒中発症時の症状や早期受診（救急要

請）に関する啓発を行う。 
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３ 心筋梗塞等の心血管疾患 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
60.0% 

（H27） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% ― 

特定保健指導の終了率 
22.6% 

（H27） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% ―     

心筋梗塞患者に占める病

院到着前死亡者の割合 

46.3% 

（H27） 

― ― 43% ― ― 40% 

― ―     

虚血性心疾患による年齢

調整死亡率（人口 10 万

対） 

男性 34.5 

女性 11.1 

（H27） 

― ― ― ― 
31.8 

13.7 
― 

― ―     

【令和元年度の主な取組み】 

・患者実態の把握に向け、脳卒中・心筋梗塞

発症登録を実施 

 ・特定保健指導従事者の資質向上のための研

修会を実施（2回） 

 ・生活習慣病予防に関する出前講座を実施 

 ・生活習慣病予防のため、受動喫煙対策、減

塩対策等を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・女性の年齢調整死亡率は目標に達している

が、引き続き上記の取組を実施する他、市

町村はじめ関係機関と連携し、発症時の早

期受診について啓発活動を推進する 
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４ 糖尿病 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
60.0% 

（H27） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% ― 

特定保健指導の終了率 
22.6% 

（H27） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% ―     

糖尿病性腎症による年間

新規透析導入患者数 

120 人 

（H27） 

― ― ― ― ― 
90人 

以下 

― ―     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラ 

ムに基づいた医療連携の実践となるモデル 

事業を、公立置賜総合病院を核として置賜 

地域で実施 

 ・糖尿病予防に関するリーフレットを使用し

た普及啓発活動 

 ・糖尿病重症化予防に関連する情報整理及び

提供 

・糖尿病等対策検討会の開催（１回） 

 ・保健所における症例検討会等の開催（４保

健所） 

 ・重症化予防研修会の開催(１回) 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・作成したリーフレットにより、全市町村や保

健所等において普及啓発活動を実施できた。

 ・置賜地域でのモデル事業では、介入した患

者の重症化を遅らせるなど、一定の成果が

出た。 

・置賜地域でのモデル事業の成果を県内全域

へ拡大していく。 

 ・糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラ

ムの普及を推進する。 
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５ 精神疾患 

■精神保健福祉対策の推進 

【地域福祉推進課・障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

県が実施又は支援する精

神疾患に関する研修会の

参加者数 

911 人 

（H28） 

950 人 950 人 1,000 人 1,000 人 1,050 人 1,100 人 

929 人 831 人 

こころの健康に関する相

談件数 

973 件 

（H28） 

1,100 件 1,000 件 1,100 件 1,200 件 1,200 件 1,200 件 

871 件 1,277 件 

自殺死亡率 

（人口 10万人当たり） 

19.9 

（H28） 

― ― 17.0 ― ― ― 

18.1 18.2 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・精神障がいに関する講演会や当事者家族を

対象とした家族教室を各地域で開催 

・学校や職場、地域において、身近な人の変

化に気づき、声をかけ、見守っていく「心

のサポーター」を養成 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・県や市町村、関係団体において各種相談業

務に従事する職員の専門的スキルの向上と

相談窓口の周知に努め、相談受付体制の充

実を図る。 

・行政や関係機関、民間支援団体等による相

談支援や普及啓発活動等を行い、自殺者数

の減少を図る。 

 ■多様な精神疾患に対応した精神科医療体制の構築 

【長寿社会政策課・障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

認知症サポート医養成研

修修了者数（累計） 

59 人 

（H29） 

71人 82 人 93 人 97 人 101 人 104 人 

67 人 76 人 

児童思春期精神疾患の専

門診療実施病院 

7機関 

（H29） 

7 機関 7機関 7 機関 8機関 8機関 8機関 

8機関 7機関     

依存症（アルコール）の

専門診療実施病院 

5機関 

（H29） 

5 機関 6機関 6 機関 7機関 7機関 8機関 

7機関 7機関     

精神病床における入院 1

年時点の退院率 

89.7% 

（H27） 

― ― 
90% 

以上 
― ― 

90% 

以上 

92％ ―     

【令和元年度の主な取組み】 

・認知症サポート医養成研修受講を支援する

ことにより、認知症サポート医９名を養成 

 ・国の定める基準に基づき、県内の６精神科

病院を「山形県依存症専門医療機関」に選

定

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・認知症サポート医は目標に達しなかったが

徐々に増加しており、引き続き養成に努め

る。 

 ・依存症専門医療機関を選定し、医療体制の

整備が図られた。引き続き、医療機関相互

の連携を推進し、患者の状況に合わせて適

切な医療を提供できる体制の構築を図って

いく 
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 ■地域移行・地域定着支援体制の構築 

【障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域移行を推進するため

の医療・保健・福祉関係

機関連携会議の設置地域

数 

0地域 

（H28） 

0 地域 4地域 4 地域 4地域 4地域 4地域 

0地域 0地域     

県が実施又は支援する精

神疾患に関する研修会の

参加者数 

911 人 

（H28） 

950 人 950 人 1,000 人 1,000 人 1,050 人 1,100 人 

929 人 831 人 

精神病床に在院 5年以上

の在院患者数 

860 人 

（H27） 

― ― 760 人 ― ― 700 人 

795 人 767 人     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・精神障がい者の相談体制を強化するため、

専門の相談員による出張相談会を実施。 

 ・相談支援事業所等の担当者を対象に精神障

がい者の対応に特化した研修会を開催。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・精神障がい者への対応技法や支援のあり方

に関する研究などを支援者研修に取り入

れ、相談支援事業所等の更なる対応力の向

上を図る。 

 ・圏域ごとの保健、医療、福祉関係者の協議

の場を設置し、長期入院者の退院の促進と

地域生活への移行に向けた具体的な取組み

を進める。 

 ■精神科救急医療体制の充実 

【障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

精神疾患患者の救急搬送

時における救急隊現場滞

在時間 

24.6 分 

（H28） 

22分 22 分 21 分 21 分 20 分 20分 

25.2 分 19.6 分     

【令和元年度の主な取組み】 

・県内 10の精神科病院を精神科救急医療施設

に指定し、精神科救急患者の受入体制を整

備。 

 ・山形県精神科救急情報センターにおいて、

休日夜間の精神科救急に関する相談対応を

実施。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、県内の精神科医療機関の協力を

得ながら、精神科救急患者の受入体制の整

備を進めるとともに、関係者間の意見交換

や事例検討を通して、救急搬送・受入業務

の円滑な運用を図る。 
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６ 小児救急を含む小児医療 

【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

小児科標榜診療所勤務医

数（小児 10万対） 

43.8 人 

（H26） 

43.8 人 

以上 
― 

43.8 人 

以上 
― 

43.8 人 

以上 
― 

48.0 人 ― 

小児科標榜病院勤務医数 

（小児 10万対） 

65.8 人 

（H26） 

65.8 人 

以上 
― 

65.8 人 

以上 
― 

65.8 人 

以上 
― 

63.0 人 ―     

小児救急電話相談回線数 
2回線 

（H28） 

2 回線 2回線 2 回線 2回線 2回線 2回線 

2回線 2回線     

NICU・GCU 長期入院児数

（人口 10万対） 

0.5 人 

（H26） 

0.5 人 

以下 
― 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.1 人 ―     

災害時小児周産期リエゾ

ン認定者数 

0人 

（H28） 

9人 12 人 15 人 17 人 19 人 21人 

0人 0 人     

乳児（1 歳未満）死亡率

（出生千対） 

2.6 

（全国:2.0） 

― ― 

全国の過

去 3年間

の平均値

以下 

― ― 

全国の過

去 3年間

の平均値

以下 

― （2.3）     

乳幼児（5 歳未満）死亡

率（乳幼児人口千対） 

0.7 

（全国：0.5） 

― ― 

全国の過

去 3年間

の平均値

以下 

― ― 

全国の過

去 3年間

の平均値

以下 

― （0.6）     

小児（15歳未満）死亡率

（小児人口千対） 

0.3 

（全国：0.2） 

― ― 

全国の過

去 3年間

の平均値

以下 

― ― 

全国の過

去 3年間

の平均値

以下 

― （0.2）     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・初期救急医療に従事する小児科医以外の医

師等に対する研修会を開催（４地区：北村

山、新庄最上、米沢、鶴岡） 

・県民の不安解消や二次・三次救急医療機関

の負担軽減を図るため、救急電話相談事業

（小児・大人）を実施 

 ・保護者に対し小児救急に関するガイドブッ

クを配布するとともに、講習会を開催 

 ・ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養支

援のため日中一時受入を実施する医療機関

へ経費を助成 

【取組みの評価及び今後の推進方向】

 ・初期救急医療に従事する小児科以外の医師

への研修会の実施等により、小児救急医療

体制の充実が図られるとともに、電話相談

の実施やガイドブックの配布により、保護

者の不安解消及び適正受診が促進された。

 ・小児救急電話相談については、利用実態や

関係者の意見を踏まえ、更なる普及啓発を

行っていく。 

 ・引き続き、ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の

在宅療養を支援するため、一時的に受入れ

を行う医療機関の運営を支援していく。 
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７ 周産期医療 

【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

NICU 病床数（人口 10 万

対） 

2.5 床 

（H26） 

2.5 床 

以上 
― 

2.5 床 

以上 
― 

2.5 床 

以上 
― 

2.6 床 

（H29） 
2.7 床    

産科医及び産婦人科医の

数 

101 人 

（H28） 

101 人 

以上 
― 

104 人 

以上 
― 

107 人 

以上 
― 

91人 ―     

新生児専門医数 
4人 

（H28） 

4人 

以上 

4人 

以上 

5人 

以上 

6人 

以上 

7人 

以上 

8人 

以上 

5人 6 人     

母体・新生児県外搬送率 
3.2% 

（H27） 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

2.7% 2.9%     

NICU・GCU 長期入院児数

（人口 10万対） 

0.5 人 

（H26） 

0.5 人 

以下 
― 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.1 人 ―     

災害時小児周産期リエゾ

ン認定者数 

0人 

（H28） 

9人 12 人 15 人 17 人 19 人 21人 

0人 0 人     

新生児死亡率（出生千対） 
1.4 

（全国:0.9） 

― ― 
全国の過去

3 年間の平

均値以下
― ― 

全国の過去

3 年間の平

均値以下

― （0.9）     

周産期死亡率（出生千対） 
4.3 

（全国：3.7） 

― ― 
全国の過去

3 年間の平

均値以下
― ― 

全国の過去

3 年間の平

均値以下

― （3.7）     

妊産婦死亡率（出生 10

万対） 

4.1 

（全国：3.3） 

― ― 
全国の過去

3 年間の平

均値以下
― ― 

全国の過去

3 年間の平

均値以下

― （0）     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・県の周産期医療体制について協議するため、

周産期医療協議会を１回開催 

 ・病院・診療所の連携体制を構築するため、

産科セミオープンシステム導入モデル事業

検討委員会を４回開催 

 ・周産期医療従事者等を対象とした症例検討

会や新生児心肺蘇生法講習会等を開催 

 ・総合周産期母子医療センター及び地域周産

期母子医療センターへの運営費を助成 

・ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養支

援のため日中一時受入を実施する医療機関

へ経費を助成

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・産科セミオープンシステム導入モデル事業

の実施により、病院・診療所の施設間連携

が図られた。 

・引き続き、高度周産期医療体制の充実強化、

産科医や小児科医（新生児医療専門医）確

保に向けた取組を継続していく。 

 ・ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養を

支援するため、一時的に受入れを行う医療

機関の運営を支援していく。 
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８ 救急医療 

■救急医療体制の体系的な整備 

【医療政策課・消防救急課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

二次・三次救急医療機関

を受診する軽症患者数の

割合 

80.6% 

（H28） 

80.0% 79.7% 79.4% 79.1% 78.8% 78.5% 

80.2% 79.8%    

救急医療機関、かかりつ

け医、介護施設等の関係

機関が参加したメディカ

ルコントロール（ＭＣ）

協議会等（県及び各地域）

の開催回数（もしくは地

域数）【ＭＣ協議会数】県

１、地域５（庄内２） 

0回 

（H29） 

0回 
1 回 

（県） 

4回 

（県及

び 3地

域） 

4回 

（県及

び 3地

域） 

6回 

（県及

び 5地

域） 

6回 

（県及

び 5地

域） 

0回 0 回     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・県民の不安解消や二次・三次医療機関の負

担軽減を図るため、救急電話相談事業（小

児・大人）を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、関係機関と連携した取組みを実

施し、適正受診や応急手当の普及啓発を推

進していく。 
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 ■病院前救護体制の整備 

【消防救急課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

救急救命士のうち薬剤投

与認定者の割合 

99.3% 

(H29) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

99.7% 98.4％     

脳卒中病院前救護（PSLS）

コース講習を受講した救

急救命士の延人数 

195 人 

（H29） 

259 人 291 人 323 人 355 人 387 人 419 人 

224 人 241 人     

指導救命士数 
17人 

（H29） 

19人 20 人 20 人 20 人 20人 20人 

25人 33 人     

救急要請（入電）から医

療機関収容までの平均所

要時間 

38.2 分 

（H28） 

38.8 分 39.1 分 39.3 分 39.3 分 39.3 分 39.3 分 

38.8 分 38.9 分     

各年における応急手当普

及員の資格取得者数 

180 人 

（H28） 

185 人 190 人 195 人 200 人 200 人 200 人 

96 人 145 人     

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止傷病者に

対し一般市民により除細

動（AED）が実施された割

合 

5.7% 

（H28） 

5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 

5.4% 4.8%     

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止疾病者の

1か月後の生存率（直近 5

日年平均） 

10.2% 

(H28) 

― ― 11.3% ― ― 12.4% 

11.9% 12.7%     

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止疾病者の

1 か月後の社会復帰率

（直近 5か年平均） 

6.8% 

（H28） 

― ― 7.4% ― ― 8.0% 

7.8% 8.7%     

【令和元年度の主な取組み】 

  ・（一財）救急振興財団に財政援助を行うこ

とで県内の薬剤投与認定救急救命士及び指

導救命士の計画的養成に対する支援を実施 

 ・救急救命士を対象にＰＳＬＳコース講習を

県内１箇所で開催（新型コロナウイルス感

染症の感染拡大により１箇所中止） 

 ・消防本部等と連携し、応急手当講習会受講

推進キャンペーンを９月に実施するととも

に、応急手当の普及に取組む事業所及び団

体に応急手当講習受講優良証を交付する等

応急手当普及啓発活動を展開 

 ・通信指令員が通報者に対して行う心肺蘇生

法などの口頭指導の対応強化を図るため、

県ＭＣで作成した教育テキストを活用し、

教育研修会を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・救急救命士の養成・継続教育の実施、一般

市民に向けた応急手当の普及啓発活動の展

開により、病院前救護体制の充実強化が図

られた。 

 ・引き続き、県ＭＣ、消防機関、医療機関と

連携し、さらなる救急業務の高度化を推進

していく。 
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９ 災害時における医療 

■災害時における医療提供体制の整備 

【医療政策課、障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ＤＭＡＴチーム数 
25 チーム 

（H29） 

26 ﾁｰﾑ 27 ﾁｰﾑ 28 ﾁｰﾑ 29 ﾁｰﾑ 30 ﾁｰﾑ 31 ﾁｰﾑ 

26 ﾁｰﾑ 27 ﾁｰﾑ 

ＤＰＡＴ隊員登録者数 
64人 

（H29） 

78人 92 人 106 人 106 人 106 人 106 人 

72 人 94 人 

病院におけるBCP策定率 

病院全体 10% 

（うち災害拠点

病院のみ 14%） 

（H29） 

30% 

（100%） 
― 

70% 

（100%） 

80% 

（100%） 

90% 

（100%） 

100% 

（100%） 

22% 

（100%） 
― 

災害医療コーディネー

ター数 

27人 

（H29） 

― ― 
現状の 2

倍程度 
― ― 

現状の 4

倍程度 

― ― 

災害時小児周産期リエ

ゾン認定数 

0人 

（H28） 

9人 12 人 15 人 17人 19 人 21 人 

0人 0 人 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・大規模災害発生時に備え、東北ブロックＤ

ＭＡＴ参集訓練、政府総合防災訓練等各種

訓練に県内ＤＭＡＴが参加 

・ＤＭＡＴ新規養成研修に県内病院の医師等

を派遣するとともに、ＤＭＡＴ技能維持研

修に県内ＤＭＡＴの隊員を派遣 

・県内災害時における医療提供体制構築のた

めに、県地域災害医療コーディネーター等

を対象とした研修会を開催 

・ＢＣＰについて、策定が要件とされた災害

拠点病院を中心に、研修を案内する等策定

を働きかけ 

 ・山形ＤＰＡＴの登録隊員増加及び既登録隊

員の技能の維持・向上を目的とした研修会

を開催

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・ＤＭＡＴ新規養成研修に県内病院の医師等

を派遣し、目標どおり 27 チームを養成す

るとともに、関係機関に対し各研修や訓練

への参加を促し、災害時の医療提供体制の

強化を図った。 

・ＢＣＰ策定の働きかけを行い、年度内に全

災害拠点病院がＢＣＰを策定した。今後は、

災害拠点病院以外の病院への働きかけを継

続し、災害時の医療提供体制の強化に向け

た取組を実施していく。 

・ＤＰＡＴの新隊員の養成を行うとともに、

先遣隊研修等の専門研修への隊員派遣など

により災害対応力の強化を図る。 
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 ■災害時医薬品等の供給体制の整備 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

市町村からの医薬品等の

供給要請に対する供給率

（災害時医薬品等供給業

務訓練時に確認） 

100% 

（H29） 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

― 100%     

【令和元年度の主な取組み】 

・災害時医薬品等の供給訓練を実施 

  県内６卸売販売業者が参加し、村山地域（山

形市）で実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・引き続き、災害時の医療提供体制の充実強

化に向けた取組みを実施していく。 

・手順等の適正化を図りながら、災害時医薬

品等の供給訓練を実施する。次年度は、県

内６卸売販売業者に置賜地域の市町村を加

えて実施する。 

10 へき地の医療 

【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

へき地医療拠点病院から

の代診医派遣先数 

6か所 

（H29） 

7 か所 8か所 9 か所 10か所 11か所 12 か所 

7 か所 7か所     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・地域医療支援機構による医師派遣を実施（17

人） 

 ・へき地診療所の運営費（飛島）や設備整備

（金山、大蔵）を支援 

 ・インターネットを利用して県内の病院等に

勤務を希望する医師を登録し、紹介・斡旋

を行う山形県ドクターバンク事業を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・自治医科大学卒業医師等の派遣により、へ

き地診療所等の診療体制を確保した。 

 ・引き続き、へき地医療拠点病院等と連携し

て、医師派遣を実施していくなど、へき地

診療を支援する体制の充実に取り組む。 
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第３章 在宅医療の推進 

 第１節 在宅医療提供体制の整備 

 【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

訪問診療の実施件数（訪

問診療を受けている患者

数） 

7,497 件/月 

（H26） 

― ― 
8,017 

件/月 
― ― 

8,374 

件/月 

― ― 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・在宅医療の担い手育成や多職種連携を図る

研修会の開催をはじめ在宅医療の拡充に取

り組む団体に対する支援 

・地域における退院調整ルールの策定や看取

りの普及啓発など、在宅医療の拡充に向け

た取組みの実施 

・二次保健医療圏単位で在宅医療専門部会・

健康長寿安心やまがた推進本部地域協議会

を開催し、医療・介護関係者及び市町村に

よる協議の実施 

・在宅医療の充実に取り組む医療機関の設備

整備に対する支援 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・在宅医療の担い手育成や多職種連携、住民

の理解促進への取組みが進められた。 

・医療機関における在宅医療の取組みを促す

ため、在宅医療の拡充に取り組む団体への

支援などを継続するとともに、医療機関に

おける設備整備への助成や在宅医療への理

解を深める取組みを強化する。 
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 第２節 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 【長寿社会政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

自立支援型地域ケア会議

の開催回数 

363 回 

（H29） 

370 回 385 回 400 回 410 回 415 回 420 回 

371 回 363 回 

介護職員数 
19,477 人 

（H27） 

21,167 ― 22,259 ― ― ― 

20,072 ― 

【令和元年度の主な取組み】 

 （地域ケア会議分） 

 ・自立支援型地域ケア会議の普及・定着のた

め、市町村への専門職の派遣調整、助言者

のスキルアップ研修等を実施 

（介護職員数分） 

・県、関係機関等による役割分担、連携・協

働により介護人材を確保に向けた協議を行

う「介護職員サポートプログラム推進会議」

に「外国人対策介護人材受入れ対策部会」

を設置し、外国人介護人材の受入れ方策を

検討 

 ・主に若年層に対して介護・介護職の正しい

知識・情報等を発信する民間団体を助成す

る「介護のお仕事プロモーション」の実施 

 ・介護人材の確保のため、介護福祉士を目指

す学生等に対して修学資金を貸付 

 ・定年退職予定者、高齢者・主婦等の介護未

経験者を対象に介護の入門的研修を実施

し、介護アシスタントを養成 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 （地域ケア会議分） 

 ・市町村、関係団体への支援により、全市町

村での定期的な開催につながった。引き続

き、地域ケア会議の市町村での普及・定着

に向けた支援事業に取り組む。 

（介護職員数分） 

・国の調査結果によると、本県の平成 30 年度

の介護職員数は 20,072 人となった。 

・今後も介護サービスの量的拡大に伴う介護

職員の不足が見込まれるため、引き続き、

介護職員の確保・定着に向けて取り組む。 
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第４章 その他の医療機能の整備 

 第１節 臓器移植等の特殊医療対策等の推進 

１ 臓器・骨髄移植の推進 

【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

骨髄バンクドナー登録者

数 

7,677 人 

（H28） 

8,250 人 8,500 人 8,750 人 9,000 人 9,250 人 9,500 人 

8,068 人 8,271 人     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・１０月の臓器移植・骨髄バンク普及推進月

間を中心に移植医療に関する啓発活動を実

施 

 ・医療機関における臓器提供体制の整備に向

けた院内研修会等の開催を支援 

 ・臓器提供事案の発生に対し、臓器移植コー

ディネーターによる家族への説明や関係機

関との調整を実施 

・献血併行型骨髄ドナー登録会を開催 

 ・骨髄ドナーの負担軽減のため、市町村と連 

携した骨髄提供者への助成事業を実施

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・医療機関からの情報の収集等、相談対応を

適切に行い、医療機関との連携強化を図っ

ているが、臓器提供件数は少数に止まって

いる。 

 ・臓器提供件数の増に向け、引き続き県民の

理解促進を図るとともに、院内体制整備の

支援を行っていく。 

 ・骨髄移植については、市町村と連携し、助

成制度の活用促進を図るとともに、引き続

き事業所へのドナー休暇制度導入等の普及

啓発を行っていく。 
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２ 難病患者への支援 

【障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

難病医療協力医療機関 
137 

（H29） 

140 142 144 146 148 150 

136 135     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・国とともに、指定難病患者の医療費の公費

負担を継続。 

 ・在宅重症難病患者の一時入院に対する支援

及び受入先病院の調整を実施。 

 ・山形県難病相談支援センターにおいて、難

病患者及びその家族からの療養や介護等に

関する相談対応や患者交流事業、研修会等

を開催。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・難病患者の療養生活環境の整備を図るため、

上記の事業を実施。 

 ・難病は、多様かつ希少であるため、他者か

らの理解が得にくいほか、療養が長期に渡

ること等により、生活上の不安が大きいこ

とから、難病相談支援センターにおける療

養相談や患者交流事業、研修会等を継続。 
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 第２節 歯科保健医療提供体制の充実 

 ■歯科医療提供体制及び連携体制の充実 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「かかりつけ歯科医」の

普及率 

80.2% 

（H28） 

― ― ― 80% ― ― 

― ―     

在宅療養支援歯科診療所

の数 

134 か所 

（H29.8） 

138 か所 141 か所 145 か所 150 か所 155 か所 160 か所 

141 か所 

(H30.9) 

141 か所 

（R2.3） 

訪問歯科診療件数（月平

均） 

735 件 

（H28） 

850 件 900 件 950 件 1,050 件 1,150 件 1,250 件 

928 件 1,027 件     

【令和元年度の主な取組み】 

・関係団体と連携し、チラシやホームページ

等を活用し、歯科医を持ち定期的な歯科健

診に関する普及啓発を実施 

・やまがた健康フェアでの啓発活動の実施 

・山形県在宅歯科医療連携室の設置・運営を

支援 

・在宅歯科医師等養成研修会を開催 

・在宅歯科診療を実施に必要な医療機器の初

期設備の整備に係る経費の補助 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・かかりつけ歯科医の普及率は平成 28年度目

標を達成しており、高水準の普及率である

が、今後もかかりつけ歯科医を持つことや

定期的な歯科健診を受けることの重要性に

ついての啓発を実施する。 

 ・今後も各関係機関と連携して上記の取組み

を継続し、訪問歯科診療に取り組む歯科医

院や歯科医師を支援する。 
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 ■歯と口腔の健康づくりの推進 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

むし歯のない３歳児の割

合 

79.8% 

（H27） 

― ― ― ― 90% ― 

85.0% ―     

12 歳児の一人平均むし

歯本数 

0.7 本 

（H28） 

― ― ― ― 0.5 本 ― 

0.5 本 0.6 本     

8020 運動達成者割合 
48.5% 

（H28） 

― ― ― ― 55% ― 

― ―     

過去 1年間に歯科健診を

受けた者の割合 

44.6% 

（H22） 

― ― ― ― 65% ― 

― ―     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・やまがた健康フェアにおいて歯科に関する

ブースを設置し啓発活動を実施。 

 ・特別支援学校でのフッ化物塗布の実施(18

校)。 

 ・市町村が実施する歯周疾患検診への助成。 

 ・県健康づくり推進課内に設置した『山形県

口腔保健支援センター』 (センター専任の

非常勤歯科衛生士を配置)を中心に歯科口

腔の健康づくり対策を総合的かつ計画的に

実施。

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・むし歯のない 3 歳児の割合は毎年度目標に

達している。 

・8020 運動達成者の割合は年々増加傾向にあ

るが、県歯科医師会などの関係機関と連携

して 8020 達成者表彰事業の継続や、歯科口

腔の健康づくり対策に取り組む。 

・今後も各関係機関と連携して上記の取組み

を継続し、生涯を通じた切れ目ない歯科口

腔保健に関する施策を実施する。 
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 第３節 感染症対策の推進 

 ■結核対策の推進 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

結核罹患率 

（人口 10万対） 

7.2 

（H28） 

7 以下 7以下 7 以下 7以下 7以下 7以下 

6.0 7.7     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・福祉施設や私立学校における結核定期健康

診断に対する支援を実施 

 ・医療従事者や福祉施設職員を対象とした結

核対策研修を実施 

 ・保健所保健師の知識向上に向け、結核研究

所の研修に派遣 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・結核患者の早期発見と施設内感染防止の促

進、患者の治療完遂による結核罹患率の低

下を図っていく。 

 ・患者等に指導、助言を行う保健師を結核研

究所の研修に派遣し、知識、技術の習得に

努める。 

 ■肝炎対策の推進 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

肝炎治療費助成受給者数

（累計数） 

3,085 人 

（H28） 

3,200 人 3,300 人 3,400 人 3,500 人 3,600 人 3,700 人 

3,551 人 3,716 人     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・保健所及び委託医療機関において無料の肝

炎ウイルス検査を実施 

 ・肝炎ウイルス検査陽性者を対象に初回精密

検査費用の助成を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・肝炎治療費助成受給者数は、着実に増加し

ている。 

 ・無料の肝炎ウイルス検査を継続して実施し、

肝炎患者・感染者の早期発見を促進する。 

 ・肝炎ウイルス検査の陽性者の検査費用及び

治療費を助成することにより、早期治療を

後押しする。 
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 ■新型インフルエンザ等対策の実施 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

新型インフルエンザの発

生に備えた二次保健医療

圏ごとの想定訓練・研修

会等の実施回数 

5回 

（H28） 

5回 5 回 5 回 5 回 5 回 5回 

10回 11 回     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・医療従事者・行政担当者等を対象に本庁及

び各保健所における訓練・研修会を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・研修会を継続するとともに、訓練において

は実動訓練を実施していく。 

 ・抗インフルエンザウイルス薬の備蓄及び医

療資器材の整備について、計画的に進めて

いく。 

 ■エイズ対策の実施 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

各保健所における HIV 検

査件数 

523 件 

（H28） 

530 件 540 件 550 件 560 件 570 件 580 件 

513 件 540 件     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・保健所における無料匿名の迅速検査を実施。

 ・ＨＩＶ検査普及週間等における夜間検査を

実施 

 ・エイズ治療中核拠点病院従事者を対象とし

た専門機関への研修派遣を実施 

 ・イベント等における啓発資材の配布を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・検査件数は前年に比して増加し、目標を達

成した。 

 ・ＨＩＶ感染及びエイズに関する正しい知識

の普及啓発を推進していく。 

 ・保健所における相談検査体制の充実による

受検者数の増加を図る。 
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 第４節 アレルギー疾患対策の推進 

 【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

アレルギー疾患医療拠点

病院数 

0 

（H29） 

１ １ １ １ １ １ 

０ １ 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・山形大学医学部附属病院を県アレルギー疾

患医療拠点病院として選定 

 ・アレルギー疾患に関する医療従事者向け研

修会を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・拠点病院が定まったことで、当該拠点病院

を中心に、県のアレルギー疾患対策の検討

を進めることができる。 

 ・県アレルギー疾患医療拠点病院を中心に、

医療従事者等の人材育成を進めるととも

に、医療機関、医師会等の協力を得て県の

アレルギー疾患対策について検討を行って

いく。 

 第５節 高齢化に伴い増加する疾患対策の推進 

 【健康づくり推進課・長寿社会政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

運動習慣のある高齢者

（65歳以上）の割合 

男性 49.5% 

女性 47.2% 

（H28） 

― ― ― ― 
男性 58% 

女性 48% 
― 

― ― 

栄養バランスを考えて食

事をとっている高齢者

（65歳以上）の割合 

77.5% 

（H28） 

― ― ― ― 80% ― 

― ― 

地域活動に参加している

高齢者（65歳以上）の割

合 

40.3% 

（H28） 

― ― ― ― 45% ― 

― ― 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・高齢者が体操・運動などの介護予防活動等

を行う場としての「通いの場」や「福祉型

小さな拠点」の立上げ・継続に係る支援を

実施 

 ・元気な高齢者に地域活動の担い手として活

躍していただくべく、生きがいづくりや生

活支援活動を行う人材育成を目的とした研

修を開催 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・「通いの場」や「福祉型小さな拠点」は順調

に増加しており、介護予防プログラムの普

及等を通じ、活動の活性化を支援していく 

 ・高齢者の増加を踏まえ、高齢者の生きがい

づくりや生活支援活動の担い手を養成する

研修を引き続き実施していく。 
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第５章 保健医療従事者の確保と資質の向上 

１ 医師 

 【医療政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

本県の人口 10 万対医師

数 

233.3 人 

《全国平均

251.7 人》 

（H28） 

全国平

均以上 
― 

全国平

均以上 
― 

全国平

均以上 
― 

239.8 人 

《全国

平均

258.8

人》 

―     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・山形方式・医師生涯サポートプログラムに

よる関係機関との連携を強化 

 ・医師修学資金を貸与（新規 26 人、継続 80

人） 

 ・山形大学に寄附講座「山形大学医学部最先

端医療創生・地域の医療人育成推進講座」

を設置 

 ・研修医確保のための各種ガイダンスを実施 

 ・ドクターバンク事業を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・人口 10 万対医師数は着実に増加しているも

のの、依然として全国平均を下回っている。

 ・医療法改正を受け、地域医療対策協議会で

の議論を踏まえた医師確保計画を策定し、

より実効的な医師確保対策を推進する。 

２ 歯科医師 

 【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

本県の人口 10 万対歯科

医師数 

61.9 人 

（H28） 

63人 ― 65 人 ― 67 人 ― 

62.7 人 ―     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・在宅歯科医師等養成研修会を開催 

 ・歯科医療安全管理体制に関する研修会を開

催 

 ・障がい者歯科保健研修会を開催 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・本県の人口 10 万人対歯科医師数は増加傾向

にあるものの、目標には到達していない。 

・ほとんどが歯科診療所勤務であり、病院歯

科勤務や行政における歯科医師が少ない。 

 ・要介護高齢者や障がい児（者）など、専門

性が高い分野に対応可能な歯科医師の人材

確保と資質向上を図るとともに、病院への

配置や行政への参画を促進していく。 
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３ 薬剤師 

 【新型コロナワクチン接種総合企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

本県の人口 10万対薬局、

病院・診療所に従事する

薬剤師数 

149.8 人 

（H28） 

158 人 ― 166 人 ― 174 人 ― 

160.1 ―     

【令和元年度の主な取組み】 

・薬剤師数不足施設に対する指導を継続実施 

・本県出身者多数大学への訪問及び本県内へ

の就職することへの働き掛け 

・薬学系大学の就職支援セミナーに積極的参

加 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・取組の結果、県内の病院、薬局などで従事

する薬剤師は、着実に増え目標は達成した。

・引き続き、薬学系大学訪問や就職セミナー

などを活用し、県内の薬局、病院・診療所

への就業の働きかけを行う。 

４ 保健師、助産師、看護師等 

 【医療政策課・健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

看護職員の従事者数（常

勤換算） 

14,183 人 

（H28） 

― ― ― ― 
15,216

人以上 
― 

14,452 

人 
―     

【令和元年度の主な取組み】 

・山形方式・看護師等生涯サポートプログラ

ムによる関係機関との連携を強化 

・看護職員修学資金を貸与（新規 80 人、継続

121 人） 

・山形県ナースセンターによる就業斡旋及び

潜在看護師等の掘り起こしを実施 

・看護師等職場説明会、看護学生フレッシュ

説明会を開催 

・看護師等体験セミナーを開催（県内各地域・

９回） 

・「山形県保健師活動指針」及び「山形県保健

師人材育ガイドライン」に基づき、研修会

等を開催 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・看護職員の従事者数は増加傾向にあるが、

目標には到達していない。 

 ・新たな看護職員需給推計の策定に伴う、山
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形方式･看護師等生涯サポートプログラム

の見直しを踏まえ、看護職員確保に向けた

取組みを推進する。 

 ・「山形県保健師人材育成ガイドライン」に基

づき、自治体の標準的キャリアラダーに沿

った人材育成体制を推進していく。 

５ 管理栄養士、栄養士 

 【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定給食施設の管理栄養

士・栄養士の配置率 

73.4% 

（H28） 

76% 77% 78% 79% 80% ― 

76.3 75.9     

【令和元年度の主な取組み】 

・栄養指導員（保健所の管理栄養士）による

特定給食施設等に対する指導・監督の実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・各保健所において、計画的に特定給食施設

等を巡回指導し、各施設における適正な栄

養管理の実施につなげることができた。 

 ・栄養指導員による指導等を継続し、給食施

設における栄養管理の質の向上を図るとと

もに管理栄養士・栄養士の未配置施設で適

切な栄養管理が行われるよう、配置を促し

ていく。 

６ 歯科衛生士 

 【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

就業歯科衛生士数 
1,133 人 

（H28） 

1,200 人 ― 1,250 人 ― 1,300 人 ― 

1,163 人 ―     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・女性歯科医師・歯科衛生士の復職支援のた

め研修会を 1回開催。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・就業歯科衛生士数は平成 30 年度目標に達成

していない。 

 ・出産や育児等で臨床の現場を離れた歯科衛

生士がスムーズに復職できるよう、研修会

等の開催を継続し、人材確保に取り組む。 
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７ 理学療法士、作業療法士その他の保健医療従事者 

 【健康福祉企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

県内の医療機関における

理学療法士従事者数 

547.2 人 

（H26） 

― ― 715 人 ― ― 755 人 

― ―     

県内の医療機関における

作業療法士従事者数 

455.0 人 

（H26） 

― ― 570 人 ― ― 615 人 

― ―     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・保健医療従事者団体が実施する研修会等へ

の支援を実施 

 ・県立保健医療大学において、県内の理学療

法士、作業療法士を対象とした技術研修会

を実施するとともに、大学院での社会人の

受入を実施

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・患者ニーズの多様化に対応できる質の高い

保健医療従事者の養成を推進し、卒業生の

県内定着を促進する。 



37 

第７章 保健・医療・福祉の総合的な取組 

 第１節 健康づくりの推進 

（１）健康寿命の延伸 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

健康寿命の全国順位 

男性全国第 7位

女性全国第 23位

（H28） 

― ― 

男女と

も第 10

位以内 

― ― ― 

― ― 

【令和元年度の主な取組み】 

・健康づくりにインセンティブを設け健康づ

くり無関心層に働きかけるやまがた健康マ

イレージ事業を市町村と協働で実施 

 ・県民が自主的・主体的に健康づくりに取り

組むことができる拠点創設への支援 

 ・糖尿病等の重症化を予防するための取組み

を県、市町村、保険者、医師会と連携し促

進 

 ・事業所が従業員の健康づくりに積極的に取

り組むよう経営者及び人事担当者に対する

意識啓発のためのセミナーを開催 

 ・がんに関する普及啓発、8020 運動の啓発 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・全体的に県民の生活習慣改善意識は向上し

ているが、家庭や学校、職場などの活動領

域やライフステージに応じた「食」や「運

動」などの望ましい生活習慣の定着に向け

た対策に取り組んでいく必要がある。 

 ・「健康やまがた安心プラン」、「みんなで取り

組む健康長寿県やまがた推進条例(H30.3 月

制定)」及び「山形県誰もががんを知り、県

民みんなでがんの克服を目指す条例

(H28.12 月制定)」に基づき、生活習慣の改

善と早期発見早期治療、情報提供の充実、

健康経営の促進、県民が主体的に健康づく

りに取り組むことができる環境の整備の促

進に重点的に取組んでいく。 
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（２）望ましい食生活の定着 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

40 歳代男性の肥満者

（BMI25 以上）の割合 

38.8% 

（H28） 

― ― ― ― 28.0% ― 

― ― 

主食・主菜・副菜を組み

合わせた食事が 1日 2回

以上の日がほぼ毎日の者

の割合（20歳以上） 

73.9% 

（H28） 

― ― ― ― 80.0% ― 

― ― 

【令和元年度の主な取組み】 

・県立米沢栄養大学の学生が考案した適塩弁

当の献立をスーパーマーケットと連携して

商品化し販売 

 ・県立米沢栄養大学と連携して開発した｢健康

プログラム｣を、健康経営の視点から県内４

地域で普及 

 ・食生活改善推進協議会リーダーを対象とし

たスキルアップの研修会の開催 

 ・食による健康づくり情報等を発信（10 回）

 ・栄養、食生活をテーマにした出前講座を実

施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・健康づくり情報の発信や出前講座等を継続

し、主食、主菜、副菜を組み合わせたバラ

ンスの良い食事の普及を図る。 

 ・今後も、県立米沢栄養大学等と連携し、健

康に配慮した食事が選択できる環境整備を

進める。 

 ・各保健所、県内事業所と連携し、望ましい

食の定着を含むプログラム等の実施によ

り、健康経営を推進する。 

 ・食生活改善推進協議会のリーダーを対象に、

「健康な食事」の理解につながる研修会を

開催し、更なるスキルアップを図る。 

 ・県民健康・栄養調査の結果を今後の県の施

策に活用する。 

 ・食による健康づくり情報等を発信する。 
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（３）生活習慣病の予防・早期発見・早期治療 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

成人の喫煙率 
20.2% 

（H28） 

― ― ― ― 12% ― 

― ― 

特定健康診査の受診率 
60.0% 

（H27） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% ― 

特定保健指導の終了率 
22.6% 

（H27） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% ― 

胃がん検診の受診率 
57.0% 

（H28） 

― 59% ― ― 60% ― 

― 56.1% 

肺がん検診の受診率 
60.6% 

（H28） 

― 60% ― ― 60% ― 

― 62.2% 

大腸がん検診の受診率 
53.6% 

（H28） 

― 57% ― ― 60% ― 

― 56.0% 

子宮頸がん検診の受診率 
46.3% 

（H28） 

― 53% ― ― 60% ― 

― 46.5%     

乳がん検診の受診率 
46.8% 

（H28） 

― 53% ― ― 60% ― 

― 47.3% 

精密検査受診率 

（住民健診） 

80.7～89.7% 

（H27） 

84% 88% 92% 96% 100% ― 

79.0～ 

92.1% 
― 

【令和元年度の主な取組み】 

・「山形県受動喫煙防止対策推進委員会」を開

催し受動喫煙防止対策のあり方について検

討 

・事業者関係団体と連携した周知・啓発や、

リーフレット配布、個別訪問等を実施 

・広報媒体や各種イベント等を活用し、県民

に対する普及啓発を実施 

・飲食店における受動喫煙防止対策を強化す

るため、屋内完全禁煙化を前提とした改装

等を行う既存の小規模飲食店を対象とした

支援策を実施 

 設備等整備事業補助金：７件(交付額 585 千

円) 

・屋内禁煙とした飲食店等に禁煙標識を交

付:504 件(R2.3 月末現在) 

・禁煙治療実施医療機関の情報提供を実施 

  医療機関数 184 施設(R2.2 月末現在） 

・がん検診の事業評価及び精度管理に向け、

生活習慣病検診等管理指導協議会の各がん

部会（子宮、肺、消化器、乳がん部会を各

１回）及び生活習慣病検診等従事者講習会

（延 16 回）を開催 

 ・乳がんの早期発見、早期診断、早期治療に

向け、やまがたピンクリボン運動実行委員

会と協力して、日本一さくらんぼ祭り及び

子育て応援団すこやかといった集客力が高

いイベントにおいて啓発活動を実施 

 ・がん検診受診啓発活動の実施 

 ・がん診療連携協議会がん登録部会を通じ、

院内がん登録の精度向上を推進 
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 ・院内がん登録全国集計（2017）のデータか

らがん診療連携拠点病院等の医療の実態を

把握 

 ・がん登録実務者の資質向上に向けた研修会

を開催 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・「山形県受動喫煙防止条例」の制定を契機に、

県民の受動喫煙に関する関心と理解がより

深まり、意識の醸成が進んだ。 

・望まない受動喫煙を生じさせることのない

地域社会の実現に向け、「改正健康増進法」

及び「山形県受動喫煙防止条例」に基づく

受動喫煙防止対策の周知など、一層の取組

みを推進する。 

・未成年者への喫煙防止等への取組や、市町・

医療機関と連携し、妊産婦・乳幼児健診等

の機会を捉え、禁煙支援に取り組む。 

・がん検診受診率は、全ての検診において全

国上位にあるものの、最終的な目標値には

達しておらず、引き続き取組を進める。 

・がん検診の事業評価及び精度管理の向上に

引き続き取り組む。 

・子宮がん・乳がん検診の休日検診機会の拡

大や、がん検診の重要性の啓発など、「がん

対策県民運動」を展開する。 
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（４）産業保健 

【健康づくり推進課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
60.0% 

（H27） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% ― 

特定保健指導の終了率 
22.6% 

（H27） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% ―     

【令和元年度の主な取組み】 

・特定保健指導従事者の資質向上のための研

修会を実施（2回） 

・生活習慣病予防のための適切な食生活の実

践、運動習慣の定着等生活習慣改善のため

の情報を提供 

・事業所が従業員の健康づくりに積極的に取

り組むよう経営者及び人事担当者に対する

意識啓発のためのセミナーを開催 

・健康経営に取り組む事業所の拡大に向けて

健康経営を推進する人材を育成 

・事業者団体、医療保険者等と連携し、「健康

経営」の普及、推進活動を実施

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・上記取組みを継続する他、事業者団体、業

界団体、医療保険、保険者協議会等と連携

を図り事業所における健康づくりを推進す

る 
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（５）児童生徒の健康づくり 

【スポーツ保健課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

毎日朝食を採っているい

る児童生徒の割合 

小学 6年 

89.1% 

（H29） 

91.3% 93.4% 
90% 

程度 

90% 

程度 

90% 

程度 

90% 

程度 

86.5% 88.9% 

中学 3年 

87.1% 

（H29） 

89.4% 91.6% 
90% 

程度 

90% 

程度 

90% 

程度 

90% 

程度 

84.3% 87.2% 

学校医により「栄養不良」

又は「肥満傾向」で特に

注意を要すると判定され

た者の割合 

2.0% 

（H29） 

2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 

1.9% 2.2%     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・学校保健の現況による児童生徒の健康状況

のまとめと各学校への情報提供 

 ・養護教諭研修会において、本県の健康課題

とその対応について説明 

 ・地域関係機関と連携した子どもの健康づく

りを推進（専門医の派遣等） 

 ・栄養教諭等が中心となり家庭と協力し食育

活動を実践するほか、学校給食を活用した

栄養指導能力充実、食育の活動を推進 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・朝食摂取については、目標の数値に達しな

かった。今後も家庭・地域と連携を深め、

学校を通じて、食育を推進していく。 

 ・肥満傾向については、目標の数値に達しな

かった。各校における保健管理・個別の保

健指導の指導の充実を図るととも、積極的

な成長曲線活用を促し、引き続き取組みを

推進する。 

 ・児童生徒の成長については、今後も肥満傾

向だけでなく、やせ傾向も含め、見ていく

必要がある。 

 ・学校の教育活動全体を通じて、児童生徒が、

自ら健康に良い生活を実践することができ

る力を育成していく。 
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 第２節 高齢者保健医療福祉の推進 

（１）健全で円滑な介護保険事業の運営 

【長寿社会政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

要介護認定の適正化に取

り組む市町村数 

18 市町村 

（H29） 

25 

市町村 

30 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

23 

市町村 

27  

市町村 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・市町村の認定調査員及び介護認定審査会委

員を対象とした研修会を実施 

  （新規研修 257 人、現任研修 326 人参加） 

・保険者（市町村）に対する技術的助言の実

施(13 市町村) 

 ・介護認定審査会に対する、厚生労働省によ

る技術的助言の活用 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・引き続き、市町村を訪問して行う技術的助

言等において個別の状況を確認するととも

に、取組を推進・支援していく。 

 ・認定調査員、介護認定審査会委員への新規

研修及び現任研修、主治医研修等の開催を

通じて、今後も要介護認定に携わる人材を

育成していく。 

 ・厚生労働省の訪問による介護認定審査会

に対する技術的助言の機会を活用しなが

ら、市町村に対する支援を行っていく。 
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（２）介護予防・生活支援・社会参加の推進 

【長寿社会政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

福祉型小さな拠点数 
19 か所 

（H29.8） 

50 か所 75か所 100 か所 100 か所 100 か所 100 か所 

53 か所 84か所     

生活支援コーディネータ

ー資質向上研修受講者 

37人 

（H29） 

50人 50 人 50 人 50 人 50 人 50人 

36人 116 人     

介護アシスタント就労人

数(累計) 

17 人 

（H28） 

60人 80 人 100 人 120 人 140 人 160 人 

39 人 53 人     

【令和元年度の主な取組み】 

・福祉型小さな拠点の全県展開を目指し、拠点

の立上げを支援する補助事業を実施（９か

所に助成）し、併せて、担い手養成のため

の研修会を開催 

 ・市町村の生活支援コーディネーターの育

成・支援のため、資質向上研修会や情報交

換会を開催 

 ・定年退職予定者、高齢者・主婦等の介護未

経験者を対象に研修を実施し、介護職のア

シスタントを養成 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・福祉型小さな拠点については、順調に増加

してきており、引き続き拠点の立上げや担

い手育成を支援していく 

 ・生活支援コーディネーターの資質向上研修

は目標数を大きく上回った。引き続き研修

会や情報交換会の開催により、スキルアッ

プや好事例の横展開を図り、活動の活性化

を支援する 

 ・介護アシスタントの就業マッチング数は平

成 28 年度からの累計で 53 人と目標を下回

った。今後、研修の時期、内容等について、

より適切な手法について検討し、研修参加

者の増加及び就労人数の増加に繋げてい

く。 
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（３）高齢者虐待防止対策の充実 

【長寿社会政策課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

高齢者虐待対応窓口職員

に対する研修の延受講者

数（累計） 

230 人 

（H27～29） 

295 人 365 人 440 人 520 人 605 人 695 人 

295 人 361 人     

【令和元年度の主な取組み】 

・弁護士、司法書士、警察、福祉関係団体等

の関係者で構成される「高齢者・障がい者

虐待防止会議」を 12 月に開催 

 ・介護施設職員等を対象とした高齢者虐待防

止研修会を 10 月に開催（約 390 人参加） 

 ・市町村職員高齢者虐待防止情報交換会を７

月と 11 月に開催（計 66人参加） 

 ・高齢者虐待防止パンフレットを作成し、介

護施設、市町村等に配布（32,000 部） 

 ・虐待事案の問題解決に向けた助言・指導を

行うため、弁護士、司法書士、社会福祉士、

精神保健福祉士から構成される専門職チー

ムを市町村に派遣 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・虐待対応窓口職員に対する研修の受講者数

について目標を概ね達成することができ

た。 

 ・市町村職員同士の情報交換会の開催や対応

困難事例に対する専門職チームの派遣等を

通じ、第一義的に高齢者虐待の対応にあた

る市町村を支援していく。 

 ・高齢者虐待は、第三者からの相談・通報を

きっかけに発見される場合が多いことか

ら、今後も県民を対象とした啓発活動を行

っていく。 

 ・全国的に介護施設での虐待事案が増加傾向

にあるため、施設職員向けの研修会の開催

や介護施設への実地指導等を通じて、虐待

や不適切なケアの未然防止について指導を

行っていく。 
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 ・家族の介護負担を軽減させるため、市町村

  等と協力しながら介護サービスの利用促進

 を図っていく。 

 第３節 障がい者保健医療福祉の推進 

（１）障がい者保健医療福祉対策の推進 

【障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

相談支援事業従事者の初

任者研修及び現任者研修

の受講者数 

260 人 

（H28） 

280 人 330 人 330 人 

285 人 288 人     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・初任者研修、特別研修及び現任研修を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・研修の実施により、相談支援従事者等の人

材の育成及び資質の向上が図られ、障がい

者の相談体制が強化された。 

 ・人材の育成及び資質の向上のため、継続し

て研修を実施していく。 

（２）二次保健医療圏における障がい者支援施設等の配置 

【障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

グループホーム（共同生

活援助）の利用人数 

1,230 人 

（H28） 

1,371 人 1,459 人 1,547 

1,379 人 1,392 人     

【令和元年度の主な取組み】 

・社会福祉施設整備補助事業によりグループ

ホームの整備を促進

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・グループホームの創設や改修により、障が

い者が地域で生活する暮らしの場が確保さ

れ、グループホームの利用人数が増加し、

目標が達成された。 

 ・障がい者の地域生活のため、今後見込まれ

るサービスの利用量を踏まえ、市町村と連

携しながら、グループホームの創設や改修

を支援していく。 

第６次障がい福祉計画

で目標を設定

第６次障がい福祉計画

で目標を設定
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（３）障がい児療育の充実 

【障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

児童発達支援センターの

設置数（累計） 

４市町村 

（H28） 

10 

市町村 

20 

市町村 

全市町村

に 1か所

以上設置

全市町村

に 1か所

以上設置

全市町村

に 1か所

以上設置

全市町村

に 1か所

以上設置

7 

市町村 

7 

市町村 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・社会福祉施設整備補助事業により児童発達

支援センターの設置を促進 

・発達障がい児の早期発見・早期支援のため、

各圏域で支援技術向上を図る研修会を開催

するとともに、切れ目ない支援のため、や

まがたサポートファイルの書き方講座を実

施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・児童発達支援センターの設置数で目標を達

成できなかった。 

 ・地域における中核的な支援機関とし、障害

児通所支援等を実施する事業所との緊密な

連携による重層的な障がい児支援体制を構

築するため、各市町村に対し設置を促す。 

・発達障がい児への早期かつ切れ目のない支

援のため、引き続き支援者の技術向上を図

るとともに、身近な地域で相談・支援がで

きる体制づくりに取り組んでいく。 
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（４）障がい者差別解消及び虐待防止対策の推進 

【障がい福祉課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

障がい者虐待防止・権利

擁護研修の受講者数 

113 人 

（H28） 

165 人 165 人 165 人 

138 人 155 人     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・山形県高齢者・障がい者虐待防止会議を開

催 

・障がい者虐待防止・権利擁護研修を実施 

・障がい者虐待防止に関するパンフレットを

作成し、関係機関等に配布 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・虐待防止・権利擁護研修の受講者数は、概

ね目標を達成できた。 

 ・虐待防止会議の開催等により県と関係機関

との連携強化が図られた。 

・研修開催の周知を図りながら、引き続き研

修や会議等の取組みを継続していく。 

 第４節 母子保健医療福祉の充実 

【子ども家庭課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

子育て世代包括支援セン

ターを設置する市町村数

（母子保健コーディネー

ターを設置する市町村

数） 

11 市町村 

（H28） 

27 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

28 

市町村 

全市町

村 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・市町村において妊産婦や子育て家庭等を対

象に相談支援を行う拠点「子育て世代包括

支援センター」に配置される母子保健コー

ディネーターが効果的な支援を実施できる

よう、人材養成研修を行う等、センターの

設置及び運営に係る支援を実施した。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・「子育て世代包括支援センター」を全市町村

が設置した。母子保健コーディネーター養

成研修を年２回開催し、延べ 115 名が受講

し、支援技術を獲得した。 

・母子保健コーディネーターの支援技術のス

キルアップのための研修等を実施し、引き

続き、妊娠期から出産、子育て期にわたる

切れ目のない支援体制整備を促進する。 

第６次障がい福祉計画

で目標を設定



                                   

地域医療構想の進捗状況について 

 

１ 経過 

（１）策定に至る経過 

 平成 26年６月   「医療介護総合確保推進法」の成立。 

 

 平成 28年９月   「山形県地域医療構想」の策定。併せて、構想の実現に向けた協議を 

行うため、各構想区域に「地域医療構想調整会議」、その部会として

「病床機能調整ワーキング」及び「在宅医療専門部会」を設置。 

 

（２）策定後の取組み 

 平成 28 年度   構想区域毎に「地域医療構想調整会議」、「在宅医療専門部会」を開催

し、構想の実現に向けた進め方や課題等について協議。 

 

 平成 29 年度   構想区域毎に「地域医療構想調整会議」、「在宅医療専門部会」を開催

し、新たな保健医療計画等について協議。また、病床機能の分化・連

携について具体的な動きがある構想区域では「病床機能調整ワーキン

グ」を開催。 

 

平成 30 年度   構想区域毎に「地域医療構想調整会議」、「病床機能調整ワーキング」、

「在宅医療専門部会」を開催。また、県保健医療推進協議会の部会と

して、「地域医療構想病床機能調整推進部会」を開催し、地域医療構想

の進捗状況について報告。 

 

令和 元 年度   県保健医療推進協議会の部会として、「地域医療構想病床機能調整推進

部会」を開催。また、構想区域毎に「地域医療構想調整会議」、「病床

機能調整ワーキング」、を開催し、厚生労働省が公表した「再編統合の

必要性について特に議論が必要な公立・公的病院等」（資料２－２、  

２－３）に係る対応等、各地域における医療のあり方について協議を

開始。 

 

２ 地域医療構想の進捗状況 

 別添（資料２－４、２－５）のとおり。 

資料２－１ 
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06山形県 0601村山        10629015 国立大学法人山形大学医学部附属病院 3国立大学法人 601 515 86 0 0 0 83% ○ 2 ○ ○ ○ ○ ● ● ● 3 ● ● ● 3
06山形県 0601村山        10629019 公立学校共済組合東北中央病院 17共済組合及びその連合会 252 0 195 57 0 0 78% ○ 2 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ● 5
06山形県 0601村山        10629048 山形市立病院済生館 9市町村 528 106 422 0 0 0 56% ○ 2 ○ ○ ○ ○ ● ● ● 3 ● ● ● ● 4
06山形県 0601村山        10629067 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 12済生会 473 0 369 104 0 0 77% ○ 2 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 4 ● ● ● ● ● 5
06山形県 0601村山        10629087 9市町村 84 0 54 0 30 0 67% ○ 2 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●
06山形県 0601村山        10629089 朝日町立病院 9市町村 60 0 60 0 0 0 33% ○ 2 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● 5 ●
06山形県 0601村山        10629090 山形県立河北病院 8都道府県 180 0 120 60 0 0 79% ○ 2 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ● ● 6 ●
06山形県 0601村山        10629100 寒河江市立病院 9市町村 125 0 94 0 31 0 58% ○ 2 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ● ● 6 ●
06山形県 0601村山        10629109 山形県立中央病院 8都道府県 658 117 511 30 0 0 69% ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 ● ● 2
06山形県 0601村山        10629115 北村山公立病院 9市町村 360 0 267 48 0 45 76% ○ 2 ○ ● ● ● ● ● ● 6 ● ● 2
06山形県 0602最上        10629042 山形県立新庄病院 8都道府県 452 5 354 40 0 53 75% ○ 5 ○ ○ ○ ○ ● 1 0
06山形県 0602最上        10629071 町立真室川病院 9市町村 55 0 55 0 0 0 83% ○ 5 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● 5 ●
06山形県 0603置賜        10629006 米沢市立病院 9市町村 322 5 283 34 0 0 76% ○ 3 ○ ○ ● ● ● ● ● 5 ● ● 2
06山形県 0603置賜        10629014 公立置賜総合病院 25その他の法人 496 20 450 0 0 26 84% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 2 0
06山形県 0603置賜        10629097 公立高畠病院 9市町村 130 0 42 47 41 0 93% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●
06山形県 0604庄内        10629007 酒田市立八幡病院 9市町村 46 0 46 0 0 0 66% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ● ※
06山形県 0604庄内        10629038 鶴岡市立荘内病院 9市町村 521 172 339 10 0 0 84% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 0
06山形県 0604庄内        10629086 日本海総合病院 10地方独立行政法人 642 320 322 0 0 0 78% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 0

資
料
２
－
３



病床機能分化・連携に係る進捗状況について 

（地域医療構想調整会議等における合意の状況） 

構想区 域 医療機関名 合意年度 内容 

村 山 

山形市立病院済生館 H28年度 
・H28年度に急性期病床57床減に伴う回復期機能の充実

(高度急性期及び急性期585床→528床) 

山 形 済 生 病 院 H28年度 
・H29年度に急性期病床100床を回復期病床へ転換 

(急性期473床→373床、回復期0床→100床） 

北 村 山 公 立 病 院 H28年度 
・H30年度に急性期病床60床減(休床中45床含む)に伴う

回復期機能の充実(急性期312床→252床) 

県 立 中 央 病 院 H29年度 

・H30年度に急性期病床50床減に伴う病院運営の効率化

及び病院機能の強化 

(高度急性期及び急性期628床→578床) 

寒 河 江 市 立 病 院 H30年度 
・H30年度に急性期病床のうち12床減、26床を回復期病

床へ転換(急性期94床→56床、回復期0床→26床) 

東 北 中 央 病 院 H30年度 
・H30年度に急性期病床57床を回復期病床へ転換 

(急性期252床→195床、回復期0床→57床) 

み ゆ き 会 病 院 H30年度 
・H30年度に急性期病床45床を回復期病床へ転換 

(急性期93床→48床、回復期46床→91床) 

天 童 市 民 病 院 H30年度 
・R1年度に急性期病床54床を回復期病床へ転換 

(急性期54床→0床、回復期0床→54床) 

朝 日 町 立 病 院 H30年度 

・H30年度に急性期病床10床減、R1年度に急性期病床50

床を回復期病床へ転換 

(急性期60床→0床、回復期0床→50床) 

最 上 県 立 新 庄 病 院 H29年度 

・現行病床数452床(休床中53床含む)から改築後(R5年度

開院予定)321床へ見直し、地域救命救急センターを設

置※感染症病床4床除く 

 公 立 置 賜 総 合 病 院 H29年度 

・高度急性期及び急性期病床496床(休床中79床含む)の

うち100床程度減(H30年度に50床減)。併せて、サテ

ライト機能の充実・強化を図るため、南陽病院はH31

年度、長井病院はR3年度の供用開始に向け現行規模

(各50床)で改築 

置 賜

米 沢 市 立 病 院 R1年度 

・現行病床数322床(高度急性期及び急性期284床、回復

期38床)から改築後(R5年度開院予定)270床（高度急

性期及び急性期）へ見直し 

三 友 堂 病 院

三友堂リハビリテーション病院
R1年度 

・現行病床数【三友堂病院】187床(高度急性期及び急性

期120床、回復期55床、慢性期12床)、【リハ病 院】120

床(回復期)から、改築後(R5年度開院予定)199床（回

復期及び慢性期）へ見直し（リハ病 院廃止） 

公 立 高 畠 病 院 R1年度 
・急性期病床42床を回復期病床へ転換 

(急性期42床→0床、回復期47床→89床、慢性期41床 ) 

白 鷹 町 立 病 院 R1年度 
・R2年度に回復期病床のうち10床減 

(回復期70床→60床) 

庄 内 
酒 田 市 立 八 幡 病 院

(現:八幡クリニック)
H29年度 

・H30年度に急性期病床46床減し、山形県・酒田市病院

機構へ移管統合 

宮 原 病 院

(現:みやはらクリニック)
R1年度 

・R2年1月に慢性期病床22床減し、有床診療所化 

(慢性期39床→17床) 

（病床数は一般病床で、平成30年度病床機能報告及び地域医療対策課調べによる） 

資料２－４ 



２　構想区域毎の状況

（１）村山区域

１　県全体の状況 （病床数） H27① H30 R1.9末②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 734 744 744 10 523 ▲ 221

急性期 3,143 2,732 2,691 ▲ 452 1,687 ▲ 1,004

回復期 723 900 908 185 1,431 523

慢性期 1,185 1,227 1,227 42 1,232 5

計 5,931 5,720 5,683 ▲ 248 4,873 ▲ 810

（２）最上区域

H27① H30 R1.9末②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 5 5 5 0 43 38

急性期 602 552 552 ▲ 50 210 ▲ 342

回復期 84 144 144 60 236 92

慢性期 147 127 127 ▲ 20 85 ▲ 42

計 891 881 881 ▲ 10 574 ▲ 307

（３）置賜区域

H27① H30 R1.9末②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 30 30 30 0 159 129

H27① H30 R1.9末② ②-①比較 R7③ ③-②比較 急性期 1,113 878 878 ▲ 235 610 ▲ 268

高度急性期 1,153 1,322 1,310 157 933 ▲ 377 回復期 510 605 605 95 573 ▲ 32

急性期 6,158 5,226 5,185 ▲ 973 3,121 ▲ 2,064 慢性期 511 511 511 0 407 ▲ 104

回復期 1,665 2,186 2,194 529 2,938 744 計 2,179 2,103 2,079 ▲ 100 1,749 ▲ 330

慢性期 2,435 2,322 2,322 ▲ 113 2,275 ▲ 47

計 11,716 11,371 11,298 ▲ 418 9,267 ▲ 2,031 （４）庄内区域

H27① H30 R1.9末②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 384 543 531 147 208 ▲ 323

急性期 1,300 1,064 1,064 ▲ 236 614 ▲ 450

回復期 348 537 537 189 698 161

慢性期 592 457 457 ▲ 135 551 94

（平成30年度病床機能報告及び県地域医療対策課調べ） 計 2,715 2,667 2,655 ▲ 60 2,071 ▲ 584

病床機能毎の病床数の推移について

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

病床機能報告 必要病床数（推計値）

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

147 127 127 85
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第３期山形県医療費適正化計画における取組みについて（概要） 

１ 趣旨 

  ○ 平成 30 年３月に策定した第３期山形県医療費適正化計画では、毎年度の目

標の達成度や事業の実施状況等について、点検・評価を行うこととしている。 

〇 医療費適正化計画とは、住民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今

後医療費が過度に増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療

を効率的に提供する体制の確保を図るため、高齢者の医療の確保に関する法

律第９条第１項の規定に基づき策定しているものであり、第３期山形県医療

費適正化計画（計画期間平成 30 年度～令和５年度）では、以下の目標を設定

するとともに、これらの目標達成に向けて県が取り組む施策等を定めている。 

《住民の健康の保持の推進に関する目標》 

①特定健康診査の実施率 

②特定保健指導の実施率 

③メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（特定保健

指導対象者の減少率） 

④成人の喫煙率 

⑤予防接種広域実施市町村数 

⑥年間新規透析導入患者数 

⑦8020 運動達成者の割合 

⑧運動習慣のある高齢者の割合 

《医療の効率的な提供の推進に関する目標》 

①後発医薬品の使用割合 

②「かかりつけ薬剤師を配置している薬局」の割合 

○ このたび、令和元年度の主な取組み等をとりまとめたところであり、本協

議会から当該内容について御意見を頂戴するもの。 

２ 令和元年度の主な取組み、評価及び今後の推進方向 

  ⇒ 資料３－２のとおり。 

資料３－１ 



1 

第３期山形県医療費適正化計画における主な取組みについて 

目標及び進捗状況 
令和元年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

１ 住民の健康の保持の推進 

① 特定健康診査、特定保健指導関係 

【健康づくり推進課】
※資料：厚生労働省調べ（レセプト情報・特定健康診査等データベースをもとに分析） 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の実施率 
60.0％ 

（H27） 

－ － － － － 
70.0% 

以上 

63.9% －     

特定保健指導の実施率 
22.6％ 

（H27） 

－ － － － － 
45.0% 

以上 

28.9% －     

平成 20 年度と比べたメタボリ

ックシンドロームの該当者及

び予備群の減少率（特定保健指

導対象者の減少率） 

20.1％ 

（H27） 

－ － － － － 
25.0% 

以上 

15.0% －     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・市町村、職域保健関係機関、医療保険者及

びその他の関係機関により構成する「地域

保健・職域保健連携推進協議会」において

実施率を向上するための方策を検討 

（これを踏まえ、各保険者において未受診

者に対する個別の受診勧奨や、休日健診、

がん検診との同時実施など受診者の利便性

向上に向けた取組みを実施） 

 ・市町村、保健所、保険者等の保健師や管理

栄養士を対象に、特定保健指導従事者研修

会を開催 

・保健所から各企業等へ出向いて行う健康教

室（出前講座）を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・特定健康診査の受診率（H30：63.9％）は全

国第２位、特定保健指導の実施率（H30：

28.9％）は全国第 10 位、メタボリックシン

ドロームの該当者及び予備群の減少率

（H30：15.0％）は全国第 16 位と、上位の

水準となっている。 

 ・引き続き、特定健康診査や特定保健指導の

実施率の向上に向けた取組みを実施してい

く。 

資料３－２
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目標及び進捗状況 
令和元年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

②たばこ対策 

【健康づくり推進課】
※資料：山形県「県民健康・栄養調査」（概ね５年に１度調査実施） 

※H28 が最新値 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

成人の喫煙率 
20.2％ 

（H28） 

－ － － － － 
12.0% 

以下 

－ －    

【令和元年度の主な取組み】 

 ・「山形県受動喫煙防止対策推進委員会」を設

置し、受動喫煙防止対策のあり方について

検討 

 ・やまがた健康フェア等のイベントでの受動

喫煙防止に関する普及啓発活動の実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・「山形県受動喫煙防止条例」の制定を契機に、

県民の受動喫煙に関する関心と理解がより

深まり、意識の醸成が進んだ。 

・望まない受動喫煙を生じさせることのない

地域社会の実現に向け、「改正健康増進法」

及び「山形県受動喫煙防止条例」に基づく

受動喫煙防止対策の周知など、一層の取組

みを推進する。 

② 予防接種 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

予防接種広域実施市町村数 
35市町村 

（H28） 

35 市町

村 

35市町

村 

35市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35市町

村 

35 市町

村 

35市町

村 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・ホームページや市町村広報誌による県民へ

の周知 

 ・「予防接種広域実施の手引き」の作成と、全

協力医療機関及び全市町村への配布 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・全市町村において広域実施体制が実現し、

目標を達成した。 

 ・引き続き県医師会及び市町村との連携を密

にし、事業の円滑な実施に努める。 

 ・県民への周知を強化していく。 
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目標及び進捗状況 
令和元年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

④生活習慣病等の重症化予防の推進 

【健康づくり推進課】
※資料：社団法人日本透析医学会 統計調査委員会「わが国の慢性透析療法の現状」 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

年間新規透析導入患者数 
120 人 

（H27） 

－ － － － － 
90人 

以下 

140 人 132 人     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラ

ムに基づいた医療連携の実践となるモデル

事業を、公立置賜総合病院を核として置賜

地域で実施 

 ・糖尿病予防に関するリーフレット等による

普及啓発活動の実施 

 ・糖尿病重症化予防に関連する情報整理及び

提供 

・糖尿病等対策検討会の開催(１回) 

 ・保健所における症例検討会等の開催(４保健

所) 

 ・重症化予防研修会の開催(１回) 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・置賜地域でのモデル事業では、介入した患

者の重症化を遅らせるなど、一定の成果が

出た。 

・置賜地域でのモデル事業の成果を県内全域

へ拡大していく。 

 ・糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラ

ムの普及を推進する。 

 ・国保連合会と保健事業支援面で連携を推進

するとともに、市町村の効果的な保健指導

等を支援する。 
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⑤その他の予防・健康づくりの推進 

【健康づくり推進課】
※資料：山形県「県民健康・栄養調査」（概ね５年に１度調査実施） 

※H28 が最新値 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

8020 運動達成者の割合 
48.5％ 

（H28） 

－ － － － － 
50.0% 

以上 

－ － 

運動習慣のある高齢者（65歳以

上）の割合 

男性 49.5％ 

女性 47.2％ 

（H28） 

－ － － － － 

男性

58.0% 

女性

48.0% 

以上 

－ － 

【令和元年度の主な取組み】 

 ・やまがた健康フェアにおいて歯周疾患の簡

易チェックや正しいブラッシングの指導等

の啓発活動を実施。 

 ・企業における歯科検診の受診を促進するた

めのモデル事業を実施。 

 ・県健康づくり推進課内に『山形県口腔保健

支援センター』を設置（専任の非常勤歯科

衛生士を配置）。 

・同センターを中心に歯科口腔の健康づくり

対策を総合的かつ計画的に実施。 

 ・自主的・主体的に運動などの健康づくりに

取り組める地域の拠点として「やまがた健

康づくりステーション」の創設を支援。 

 ・県民が自発的に健康づくりを実践・継続で

きるように、ウォーキング等の運動など健

康づくりの取組みをポイント化し、一定の

ポイントに達すると特典が受けられる「や

まがた健康マイレージ事業」を市町村と協

働で実施。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・8020 運動達成者の割合は年々増加傾向にあ

る。 

・県歯科医師会などと連携して 8020 達成者表

彰事業やかかりつけ歯科医の普及等の歯科

口腔の健康づくり対策に引き続き取り組

む。 

 ・「やまがた健康づくりステーション」の創設

拡大及び「やまがた健康マイレージ事業」

の普及促進による健康づくりの取組みを推

進する。 
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目標及び進捗状況 
令和元年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

２ 医療の効率的な提供の推進 

① 後発医薬品の使用割合 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】
※資料：厚生労働省調べ（レセプト電算処理システムで処理された薬局における調剤レセプトデータより） 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

後発医薬品の使用割合 
71.6％ 

（H28） 

－ 
80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

79.9% 84.3%     

【令和元年度の主な取組み】 

・山形県ジェネリック医薬品安心使用促進協

議会を開催 

・後発医薬品の品質への不安解消を図るため、

消費者団体会員を対象とした製造工場見学

会を実施 

 ・後発医薬品の採用に役立てるため、「汎用ジ

ェネリック医薬品リスト」を作成、情報提

供の実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・後発医薬品使用割合については、増加傾向

にある。 

・引き続き、県民に対し後発医薬品の理解を

促進し、周知していくとともに、品質への

不安解消に向けた取組みを行っていく。 

② 医薬品の適正使用の推進 

【新型コロナワクチン接種総合企画課】
※H30 のデータは令和元年 5月の数値 

※資料：厚生労働省調べ（東北厚生局「かかりつけ薬剤師指導料届出薬局」をもとに分析） 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「かかりつけ薬剤師を配置し

ている薬局」の割合 

44.2％ 

（H29.8） 

－ － － － － 85.0% 

47.2% 

(※) 
48.2%     

【令和元年度の主な取組み】 

 ・病院と調剤薬局における薬薬連携の促進 

 ・主要８疾患テキストを作成し、それを活用

したかかりつけ薬剤師認定要件に係る研修

会を開催 

 ・かかりつけ薬局推進のため、薬局の現状把

握調査の実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・かかりつけ薬剤師の配置については、増加

傾向にある。 

 ・病院等の医療機関と薬局との連携情報共有

体制の構築を推進する。 
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第二期山形県医療費適正化計画の実績評価に対する 

平成 29 年度実績の追記について（概要） 

１ 平成 29 年度実績追記の位置づけ 

 ○ 県では、住民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療費が過度に増

大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制

の確保を図るため、平成 25 年３月に第二期山形県医療費適正化計画（計画期間：

平成 25 年度～平成 29 年度）を策定 

 ○ 計画期間終了の翌年度である平成 30 年度に、高齢者の医療の確保に関する法律

の規定に基づき、計画の実績に関する評価を行ったが、特定健診・保健指導及び

医療費の実績については、平成 29 年度の実績が確定していなかったことから平成

28 年度の実績を用い、評価を行った 

 〇 この度、平成 29 年度の実績が公表されたことから、平成 30 年度に行った実績

評価に平成 29 年度実績を追記するもの 

２ 追記の内容 

 ①特定健康診査の実施率 

 目 標 実 績 

H29 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度

山形県 70％ 53.6％ 54.8％ 57.7％ 60.0％ 61.2％ 62.7％ 

全 国 70％ 46.2％ 47.6％ 48.6％ 50.1％ 51.4％ 53.1％ 

②特定保健指導の実施率 

 目 標 実 績 

H29 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度

山形県 45％ 22.4％ 23.3％ 24.9％ 22.6％ 24.8％ 26.0％ 

全 国 45％ 16.4％ 17.7％ 17.8％ 17.5％ 18.8％ 19.5％ 

 ③メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（平成 20 年度比） 

 目 標 実 績 

H29 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29年度

山形県 25％ 10.9％ 10.6％ 10.9％ 10.6％ 8.0％ 6.7％ 

全 国 25％ 3.09％ 3.47％ 3.18％ 2.74％ 1.1％ △0.9％ 

資料３－３ 
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 ④一般病床、療養病床（介護療養病床を除く）、精神病床の平均在院日数 

 目 標 実 績 

H29 年 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 

一般病床 17.4 日 17.4 日 17.3 日 17.1 日 16.8 日 16.7 日 16.5 日 

療養病床 104.8 日 114.8日 112.9 日 118.2 日 119.9 日 114.6 日 109.6 日

精神病床 246.9 日 246.7日 250.1 日 249.2 日 241.4 日 234.1 日 235.8 日

⑤介護療養病床を除く全病床の平均在院日数（参考） 

 目 標 実 績 

H29 年 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 

山形県 28.6 日 28.3 日 28.2 日 28.0 日 27.3 日 27.2 日 27.2 日 

全 国 28.6 日 29.7 日 29.2 日 28.6 日 27.9 日 27.5 日 27.2 日 

⑥医療費推計と実績の比較 

H29 年度医療費 

（適正化前：第 2期計画策定時推計）

H29 年度医療費 

（適正化後：第 2期計画策定時推計）

H29 年度医療費 

（適正化後：実績見込）

H29 年度医療費 

（ 適 正 化 後 ： 実 績 ）

4,072 億円 4,016 億円 3,835 億円 3,833 億円 



地域医療介護総合確保基金に係る令和２年度実施事業概要及び 
令和元年度事業実績について 

１ 趣旨 

   都道府県毎に設置する「地域医療介護総合確保基金」（国 2/3、県 1/3）を活用し

て実施する事業について、令和２年度の実施事業概要と令和元年度に実施した事業

の実績をとりまとめたもの。 

２ 令和２年度基金実施事業概要 

⇒ 資料４－２のとおり 

 ≪主なもの≫ 

【医療分】 

１．病床の機能分化・連携（340 百万円） 

 ○ ＩＣＴ活用の地域医療ネットワーク基盤整備への助成等（３百万円） 

○ 病院が行う病床転換に対する助成（300 百万円）（積立分を含む） 

○ 医師会等への在宅医療連携体制構築のための支援等（32 百万円） 

等 

２．在宅医療・介護サービスの充実（59 百万円） 

 ○ 在宅歯科医療を実施するための設備整備事業（29 百万円） 

○ 医療的ケア児支援者養成のための研修（２百万円） 

○ 発達障がい者への支援体制の整備（16 百万円） 

     等 

３．医療従事者の確保（650 百万円） 

 ○ 地域医療支援センターの運営による医師確保対策の推進（257 百万円） 

・医師修学資金の貸与、医師少数区域等への代診医派遣 等 

○ 女性医師の離職防止や再就業の促進（14 百万円） 

○ 看護師の確保対策の推進（235 百万円） 

・看護職員修学資金の貸与 

・看護師養成所や院内保育所の運営費に対する助成 等 

○ 電話による小児患者の相談体制の整備のための支援（22 百万円） 

等 

【介護分】 

１．介護施設等の整備（704 百万円） 

 ○ 地域密着型介護施備等の整備及び開設準備に対する支援（444 百万円） 

等 

２．介護従事者の確保（145 百万円） 

 ○ 県福祉人材センターへのキャリア支援専門員配置による県内ハロー

ワーク巡回相談（９百万円） 

○ 介護事業所が介護ロボットを導入する際の費用を助成（34 百万円） 

○ 介護事業所の介護用ソフト等に係る購入費用の助成（24 百万円） 

等 

合 計 1,898 百万円（医療：1,049 百万円、介護：849 百万円） 

３ 令和元年度事業実績 

⇒ 資料４－３のとおり 

資料４－１ 



（単位：千円）

１．病床の機能分化・連携 339,511

No1 ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備 ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの充実等による医療連携の推進 2,750

No2 病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備
回復期病床等、不足する機能を担う病床への転換に係る施設・設備の整備支援（施設整備
費、設備整備費、病床機能調整WG）

300,000 （積立分を含む）

No3 医療機関間・医療介護の連携体制構築事業
医療機関間・医療介護の連携体制を構築するため、訪問診療等在宅医療の充実を図るた
めの医師を対象とした研修会の開催、在宅医療のために必要な設備整備に要する経費へ
の助成　等

31,767

No4 病床機能分化連携事業 病床機能分化連携に必要な医師配置等に向けた、診療データや患者動向などの分析　等 4,994

58,971

No5 在宅医療推進協議会の設置・運営 在宅医療推進協議会の開催 491

No6 在宅医療に係る医療連携体制の運営支援
入院時から在宅療養に至るまでの円滑な移行を図るとともに、持続的な在宅療養に資する
遠隔診療の導入・体制構築に向けた研修等を実施

2,627

No7 救急救命体制整備促進事業
在宅療養者の脳卒中発症時、いち早く家族等の看護者が察知できるよう普及啓発を行う人
材を育成するため、講習会を開催

224

No8 在宅療養・緩和ケア等の連携支援
山形県がん診療連携指定病院である鶴岡市立荘内病院が実施する在宅療養や緩和ケア
等の連携事業への補助

2,500

No9
在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備
事業

在宅歯科医療連携室（県歯科医師会）への職員配置 3,416

No10
在宅で療養する疾患を有する者に対する歯科保健医
療を実施するための研修の実施

在宅歯科診療を実施する歯科医師への研修の実施 1,000

No11 在宅歯科医療を実施するための設備整備事業 在宅歯科診療を実施する歯科診療所への設備整備補助 29,104

No12 医療的ケア児支援体制整備事業
成人在宅医に対し、小児の在宅医療にも対応してもらうため、必要な医療的知識・技能を習
得する研修会の開催

1,705

No13 精神障がい者の地域生活移行支援事業
精神科病院を退院した精神障がい者に対する相談支援体制の強化を通じて、地域生活の
維持・継続を図るための支援等

2,224

No14 発達障がい者支援体制整備事業

発達障がい児者への支援手法について、医療及び保健福祉等の支援機関からの相談に応
じるとともに、支援機関が相互に連携して在宅療養を行うための連携や研修を通じて在宅医
療に対する理解の促進を図る。
発達障がいの診断・診療が可能な医療機関に対し、心理検査や診断前後の相談等の業務
を担うコメディカル（臨床心理士等）の配置支援を行う。

15,680

4．医療従事者の確保 650,126

No15
地域医療支援センターの運営（地域枠に係る修学資
金貸与事業、定年退職後の医師の活用事業を含む）

地域医療支援センター事業（医師修学資金貸付、医師少数区域等への代診医派遣　等） 256,910

No16 地域医療対策協議会における調整経費 医師確保・定着を図るための協議会開催経費 2,124

No17
産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確
保支援

産科医、新生児担当医の処遇改善を目的に支給される手当の一部支援、新生児科医確保
に係る講習会の開催

12,079

２．在宅医療・介護サービスの充実

令和２年度地域医療介護総合確保基金【医療分】に係る計画事業について

事業名 事業概要 計画額 備考

資料４－２

1



事業名 事業概要 計画額 備考

No18
周産期医療に従事する医師、看護師等の資質の向
上を図るための研修

周産期医療に従事する医師・助産師・救急救命士等への教育・研修を実施 1,424

No19
救急や内科をはじめとする小児科以外の医師等を対
象とした小児救急に関する研修の実施

地域の小児救急医療体制の補強及び質の向上を図るため、地域の救急医や内科医等の
医療従事者を対象とした小児救急に関する研修の実施を支援

1,716

No20 女性医師等の離職防止や再就業の促進 女性医師支援ステーションの運営、女性医師の就労環境整備支援 14,489

No21
各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組へ
の支援（医師）

医師の働き方改革推進検討会議の開催、県内医療機関を対象とした医師の労務管理や勤
務実態に関するアンケート調査の実施

437

No22 新人看護職員の質の向上を図るための研修 新人看護職員研修事業、新人看護職員研修担当者研修 13,036

No23 看護職員の資質の向上を図るための研修 看護職員を対象とした資質向上を図るための研修等の実施（災害支援ナース研修　等） 39,483

No24 離職防止を始めとする看護職員の確保対策 外部有識者を入れた会議の開催を開催し、看護職員確保対策施策の評価・検証等を実施 567

No25
看護師等養成所における教育内容の向上を図るた
めの体制整備

看護師等養成所運営費補助事業（民間立等看護師等養成所に対する運営経費助成） 80,396

No26 看護職員が都道府県内に定着するための支援
看護学生を対象とした職場説明会の開催、高校生を対象とした看護師体験セミナーの開催
等

14,753

No27 医療機関と連携した看護職員確保対策の推進 ナースセンター事業、地域医療体験セミナー事業、看護職員修学資金貸付 100,898

No28 勤務環境改善支援センターの運営
県内医療機関の勤務環境改善の取組みを支援する山形県医療勤務環境改善支援センター
の運営

1,127

No29
各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組へ
の支援（看護職員）

病院内保育所運営費補助事業 53,870

No30 災害時医療提供体制推進事業
医療従事者、行政職員、消防等救助関係者によるチーム医療体制推進会議の開催や研修
会等の開催

4,856

No31 後方支援機関への搬送体制整備
航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置運営訓練を実施するとともに、ＳＣＵに近い災害
拠点病院にＳＣＵ資機材（医療機器）を配置し、当該病院のＤＭＡＴが定期的な使用訓練を
実施

4,776

No32 救急搬送体制構築支援事業
医師の地域偏在対策として、救急車が概ね30分以内に到着しない地域を抱える市町村のう
ち、当該地域の救命処置開始時間を短縮するため、地域住民自らが、医師等を救急現場へ
移送する取組みに対する支援

784

No33 休日・夜間の小児救急医療体制の整備
休日・夜間の小児救急医療体制を整備するために必要な医師、看護師等の医療従事者の
確保に必要な経費及び「小児救急医療拠点病院」の運営に必要な経費に対する支援

23,757

No34 電話による小児患者の相談体制の整備
小児科医の負担を軽減するため、地域の小児科医等による夜間の小児患者の保護者等向
けの電話相談体制を整備するための経費に対する支援

22,157

No35 歯科衛生士の確保対策事業
臨床の現場を離れた歯科衛生士の復職支援と訪問歯科診療ができる歯科衛生士を養成す
るための研修会を実施

487

1,048,608合　　計　　【医療分】
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（単位：千円）

１．介護施設等の整備に関する事業 703,995

No1 社会福祉施設整備補助事業費（老人福祉施設）
地域密着型施設整備及び社会福祉施設の開設準備に係る経費を支援する市町村に対する
補助

443,685

No2 簡易陰圧装置等整備事業費
介護施設等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクを低減するため、簡易陰
圧装置、換気設備を整備に対する助成

260,310

145,324

No3 介護人材確保対策連携協働推進事業 関係機関・団体等と役割分担及び連携・協働を行う推進会議の運営　等 849

No4 介護事業者認証評価事業
介護事業者による勤務環境・職場環境の改善に関する取組みに対して、基準に基づく評価
を行い、一定の水準を満たした事業者に対して認証を付与

10,114

No5 介護のお仕事プロモーション事業
介護業務に興味を持つ人や就業希望者に対する介護現場体験や、若年層に対する介護職
の情報発信 6,000

No6 介護職員初任者研修受講支援事業 介護現場で働いている無資格の職員に対して受講費の一部を助成 940

No7 介護職員相談窓口委託事業 介護職員の離職を防止するため気軽に相談できる窓口を設置 1,852

No8
福祉人材確保緊急支援事業（福祉人材マッチング強
化事業）

山形県福祉人材センターへのキャリア支援専門員配置による県内ハローワーク巡回相談
等

8,648

No9 介護人材のすそ野拡大事業
介護現場での就労を希望する高齢者、主婦、在日外国人、学生、教員を対象に介護アシス
タントとして就労を前提に研修を実施

4,842

No10 留学生等と県内介護施設とのマッチング支援事業
日本への留学を希望する外国人及び特定技能（１号）を希望する外国人を対象に、県内介
護施設職員による現地説明会等を開催し、県内介護施設における受入を促進

8,449

No11
介護支援専門員資質向上事業（介護支援専門員実
務研修受講試験における新型コロナウイルス感染症
対策）

介護支援専門員実務研修試験実施の際、感染防止に配慮した安全な試験の実施 1,483

No12
介護支援専門員資質向上事業（介護支援専門員指
導者研修等への派遣）

介護支援専門員の法定研修の講師の質の確保・向上のため、厚生労働省等が開催する指
導者向け研修等に、研修講師を派遣

11

No13
介護支援専門員資質向上事業（専門研修課程Ⅰ・更
新研修の実施）

就業後6か月以上、または介護支援専門員証の有効期間が１年以内に満了する介護支援
専門員を対象に法定研修を実施

4,329

No14
介護支援専門員資質向上事業（専門研修課程Ⅱ・更
新研修の実施

就業後3年以上、または介護支援専門員証の有効期間が１年以内に満了する介護支援専
門員を対象に法定研修を実施

5,783

No15
介護支援専門員資質向上事業（主任介護支援専門
員の養成）

専任の介護支援専門員の実務期間が5年以上の者を対象に主任介護支援専門員を養成す
るための法定研修を実施

2,043

No16
介護支援専門員資質向上事業（主任介護支援専門
員指導者研修会への派遣）

主任介護支援専門員の法定研修の講師の質の確保・向上のため、厚生労働省等が開催す
る指導者向け研修等に、研修講師を派遣

4

令和２年度地域医療介護総合確保基金【介護分】に係る計画事業について

事業名 事業概要 計画額 備考

２．介護従事者の確保に関する事業

1



事業名 事業概要 計画額 備考

No17
介護支援専門員資質向上事業（主任介護支援専門
員更新研修の実施）

主任介護支援専門員研修修了証の有効期限が概ね２年以内に満了する者を対象に、更新
のための法定研修を実施

1,141

No18
介護支援専門員資質向上事業（介護支援専門員研
修向上会議）

介護支援専門員の法定研修の適正な実施のため、県担当、研修実施機関、研修の講師等
を構成員とした、研修の評価検討を行う会議を実施

44

No19
介護支援専門員資質向上事業（主任介護支援専門
員研修向上会議）

主任介護支援専門員の法定研修の適正な実施のため、研修内容の評価を行うとともに、研
修講師、ファシリテーターを養成

404

No20
福祉人材確保緊急支援事業（離職介護人材の再就
業促進事業）

山形県福祉人材センターに専任職員１名を配置し、届出制度の周知啓発、届出システムの
運用、届出者への情報提供、就職面接会等を実施

4,167

No21
認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業
（福祉人材確保（マッチング））

介護サービス事業所の管理者及び従事者に対して、認知症ケアに必要な知識や技術など
を習得させ、認知症高齢者に対する介護サービスの質の向上を図る　等

4,951

No22
地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質
向上事業

地域ケア会議における助言者スキルアップ研修、コーディネータ―養成研修の実施　等 10,836

No23
脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究に基づく介護予
防の推進に資する指導者育成事業

脳卒中・心筋梗塞の発症登録・評価研究を行い、発症状況や介護需要の動向予測などの
研究結果を介護や介護予防に活かすため、医療・介護関係者等を対象にした研修を実施

4,575

No24 介護ロボット導入支援事業 介護サービス事業所が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成 33,851

No25 介護事業所におけるＩＣＴ導入支援事業
ＩＣＴを活用して介護記録から請求業務まで一気通貫して行うことができるよう、介護事業所
における介護用ソフト及びタブレット端末等に係る購入費用に対して助成

23,890

No26 仕事と介護の両立応援事業
介護者の介護負担を軽減する「介護休業」や「介護サービス」等の施策に触れながら、在宅
介護にあっても仕事と介護の両立が可能であるスタイルを示すＰＲ動画等を制作

2,118

No27 技能実習生等外国人介護職受入施設等支援事業
外国人介護人材を受け入れている介護施設・事業所が実施する学習支援、生活面の支援
等に対して助成

4,000

849,319合　　計　　【介護分】
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（単位：千円）

目標値 達成値

No1
ICTを活用した地域医療ネットワー
ク基盤の整備

ICTを活用した地域医療情報ネットワークの充実や地域連携クリ
ティカルパスの活用等連携の取り組みに対する支援

5,868
ネットワークに参加する参照医療
機関等の数：450機関

ネットワークに参加する参照医療
機関等の数：506機関

No2
病床の機能分化・連携を推進する
ための基盤整備

病床転換に係る施設整備への支援 96,558 対象医療機関：4機関 対象医療機関：4機関

No3
医療機関間・医療介護の連携基盤
整備事業

医療機関間・医療介護の連携体制を構築するため、病床機能
の分化連携を推進するために必要な設備整備に要する経費へ
の助成　等

24,347
病床機能分化連携を行う医療機
関：4機関

病床機能分化連携を行う医療機
関：8機関

No4 病床機能分化連携推進事業
各構想区域で必要な病床機能についての検討、各医療機関に
おける目指すべき機能に応じた医師の配置

86,107
回復期病床へ転換した医療機関
への医師配置数：10人

回復期病床へ転換した医療機関
への医師配置数：4人

No5 在宅医療推進協議会の設置・運営 在宅医療推進協議会の開催 0
在宅医療推進協議会の開催回数：
1回

重複する協議の場
を設けたことから
開催していない

No6 救急救命体制整備促進事業費
在宅療養者の脳卒中発生時、いち早く家族等の看護者が察知
できるよう普及啓発を行う人材を育成するための講習会を開催

74 講習会受講者数：32人 講習会受講者数：17人
新型コロナの影響
により事業の一部
が実施困難

No7
医療的ケア児支援者養成のための
研修事業

成人在宅医に対し、小児の在宅医療にも対応してもらうため、
必要な医療的知識・技能を習得する研修会の開催

771 研修会参加者数：100人 研修会参加者数：5人
新型コロナの影響
により事業の一部
が実施困難

No8 在宅療養・緩和ケア等の連携支援
山形県がん診療連携指定病院である鶴岡市立荘内病院が実
施する在宅療養や緩和ケア等の連携事業への補助

2,500
地域のかかりつけ医等を対象にし
た研修会の参加者数：50名

地域のかかりつけ医等を対象にし
た研修会の参加者数：188名

No9
発達障がい者支援体制整備事業
費費

発達障がい児者への支援手法について、医療及び保健福祉等
の支援機関からの相談に応じるとともに、支援機関が相互に連
携して在宅療養を行うための連携や研修を通じて在宅医療に対
する理解の促進を図る。
発達障がいの診断・診療が可能な医療機関に対し、心理検査
や診断前後の相談等の業務を担うコメディカル（臨床心理士等）
の配置支援を行う。

12,187

在宅医療体制推進のための連携
会議開催回数：8回
コメディカル配置医療機関：1か
所、相談者数：延500人

在宅医療体制推進のための連携
会議開催回数：8回
コメディカル配置医療機関：1か
所、相談者数：延505人

No10
精神障がい者の地域生活移行支
援事業

精神科病院を退院した精神障がい者に対する相談支援体制の
強化を通じて、地域生活の維持・継続を図るための支援等

1,702
相談支援事業所、就労継続支援
事業所の研修会参加事業所数：
129事業所

相談支援事業所、就労継続支援
事業所の研修会参加事業所数：60
事業所

新型コロナの影響
により事業の一部
が実施困難

地域医療介護総合確保基金【医療分】に係る令和元年度計画事業実績（一覧）

備考
総事業費
(R1実施分)

アウトプット

事業名

１．病床の機能分化・連携

２．在宅医療・介護サービスの充実

事業概要

資料４－３
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（単位：千円）

目標値 達成値

備考
総事業費
(R1実施分)

アウトプット

事業名 事業概要

No11
在宅歯科医療の実施に係る拠点・
支援体制の整備事業

在宅歯科医療連携室（県歯科医師会）への職員配置 3,170
在宅歯科医療連携室の運営：1か
所

在宅歯科医療連携室の運営：1か
所

No12
在宅で療養する疾患を有する者に
対する歯科保健医療を実施するた
めの研修の実施

在宅歯科診療を実施する歯科医師への研修の実施 994 講習を受けた歯科医師等：100人 講習を受けた歯科医師等：67人

No13
在宅歯科医療を実施するための設
備整備事業

在宅歯科診療を実施する歯科診療所への設備整備補助 12,722
在宅歯科診療を実施する診療所
への補助：13か所

在宅歯科診療を実施する診療所
への補助：9か所

No14 地域医療支援センターの運営
地域医療支援センター事業（医師修学資金貸付、研修医確保
対策事業、定年退職医師再就業促進事業　等）

213,546
医師派遣・あっせん数：47.5人以上
地域枠医師のプログラム参加割
合：100%

臨床研修医マッチング者数：66人
医師派遣・あっせん数：46.75人
地域枠医師のプログラム参加割
合：100%

No15
地域医療対策協議会における調整
経費

医師確保・定着を図るための協議会開催経費 3,512 地域医療対策協議会の開催：5回 地域医療対策協議会の開催：4回

No16
産科・救急・小児等の不足している
診療科の医師確保支援

産科医、新生児担当医の処遇改善を目的に支給される手当の
一部支援、新生児科医確保に係る講習会の開催

40,912
分娩手当支給者数：102人以上
分娩手当を支給する医療機関数：
11機関

分娩手当支給者数：100人
分娩手当を支給する資料機関数：
11機関

No17
周産期医療に従事する医師、看護
師等の資質の向上を図るための研
修

周産期医療に従事する医師・助産師・救急救命士等への教育・
研修を実施

1,283
研修会実施回数：7回
研修への延べ参加者数：230人

研修会実施回数：7回
研修への延べ参加者数：215人

No18
救急や内科をはじめとする小児科
以外の医師等を対象とした小児救
急に関する研修の実施

地域の小児救急医療体制の補強及び質の向上を図るため、地
域の救急医や内科医等の医療従事者を対象とした小児救急に
関する研修の実施を支援

518 研修参加者数：150人 研修参加者数149人

No19
女性医師等の離職防止や再就業
の促進

女性医師支援ステーションの運営、女性医師の就労環境整備
支援

27,163
就労環境の改善に取り組む医療
機関数：3機関以上

就労環境の改善に取り組む医療
機関数：2機関

No20 歯科衛生士の確保対策事業
歯科臨床の現場を離れた歯科衛生士の復職支援と訪問歯科診
療に対応できる人材を養成する研修の実施

74 研修を受けた歯科衛生士数：50人
新型コロナの影響
により研修会中止

No21
新人看護職員の質の向上を図るた
めの研修

新人看護職員研修事業、新人看護職員研修担当者研修 36,968
県内医療機関における新人採用
者に対する確実な研修の実施：29
医療機関

県内医療機関における新人採用
者に対する確実な研修の実施：30
医療機関

No22
看護職員の資質の向上を図るため
の研修

看護職員を対象とした資質向上を図るための研修等の実施 24,930
災害支援ナースの養成研修受講
者：40人

災害支援ナースの養成研修受講
者：26人

No23
離職防止を始めとする看護職員の
確保対策

外部有識者が参画する会議の開催により、2025年における看
護需給見通しを策定するとともに、その結果に即した県内看護
職員の確保対策施策を検討

821
外部有識者が参画する会議の開
催：1回

外部有識者が参画する会議の開
催：3回

４．医療従事者の確保
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（単位：千円）

目標値 達成値

備考
総事業費
(R1実施分)

アウトプット

事業名 事業概要

No24
看護師等養成における教育内容の
向上を図るための体制整備

看護師等養成所運営費補助事業（民間立等看護師等養成所に
対する運営経費助成）

53,735 補助対象校：5校 補助対象校：4校

No25
看護職員が都道府県内に定着する
ための支援

看護学生を対象とした職場説明会の開催、高校生を対象とした
看護師体験セミナーの開催等

9,381
県内病院等職場説明会への参加
人数：300人

県内病院等職場説明会への参加
人数：318人

No26
医療機関と連携した看護職員確保
対策の推進

ナースセンター事業、地域医療体験セミナー事業、看護職員修
学資金貸付

113,868
地域医療体験セミナーの実施学校
数：5校
看護学生への修学支援：80名

地域医療体験セミナーの実施学校
数：3校
看護学生への修学支援：80名

No27 勤務環境改善支援センターの運営
県内医療機関の勤務環境改善の取組みを支援する山形県医
療勤務環境改善支援センターの運営

376
センターの支援により勤務環境改
善計画を策定する医療機関：3機
関

センターの支援により勤務環境改
善計画を策定する医療機関：2機
関

No28
各医療機関の勤務環境改善や再
就業促進の取組への支援

病院内保育所運営費補助事業 292,294
院内保育所設置施設への補助：15
件

院内保育所設置施設への補助：15
件

No29 災害時医療提供体制推進事業
医療従事者、行政職員、消防等救助関係者によるチーム医療
体制推進会議の開催や研修会等の開催

2,932

チーム医療体制推進に係る会議
の開催：5回
災害医療に係る研修会等の開催：
2回

チーム医療体制推進に係る会議
の開催：4回
災害医療に係る研修会等の開催：
2回

No30 後方支援機関への搬送体制整備
航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置運営訓練を実施す
るとともに、ＳＣＵに近い災害拠点病院にＳＣＵ資機材（医療機
器）を配置し、当該病院のＤＭＡＴが定期的な使用訓練を実施

2,669 SCU設置運営訓練等の開催：1回 SCU設置運営訓練等の開催：1回

No31 救急搬送体制構築支援

医師の地域偏在対策として、救急車が概ね30分以内に到着し
ない地域を抱える市町村のうち、当該地域の救命処置開始時
間を短縮するため、地域住民自らが、医師等を救急現場へ移送
する取組みに対する支援

255 取組みを行う地域：３市町村 取組みを行う地域：１市町村

No32
休日・夜間の小児救急医療体制の
整備

休日・夜間の小児救急医療体制を整備するために必要な医師、
看護師等の医療従事者の確保に必要な経費及び「小児救急医
療拠点病院」の運営に必要な経費に対する支援

16,325

休日・夜間の小児救急医療体制の
整備
　常勤（土日祝日）：1病院、オン
コール：8病院

休日・夜間の小児救急医療体制の
整備
　常勤（土日祝日）：2病院、オン
コール：8病院

No33
電話による小児患者の相談体制の
整備

小児科医の負担を軽減するため、地域の小児科医等による夜
間の小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備するため
の経費に対する支援

17,220 相談件数：4,400件 相談件数：4,450件
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1 

令和元年度計画事業の事後評価（医療分） 

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

事業名 【No.1（医療分）】 

ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク

基盤の整備 

【総事業費】

5,868 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域

事業の実施主体 各ネットワーク協議会等

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和２年 3 月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化を推進するため

には医療機関相互のネットワーク構築による医療機関間・医

療介護の連携が不可欠であり、介護施設など対象施設の拡大

などネットワーク化を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域医療情報ネットワーク登録患者数 

 73,891 人（H29 年度末） → 86,000 人（R1 年度末） 

事業の内容（当初計画） 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化を推進するた

め、各構想区域において病院・診療所・介護施設等で切れ目

のない医療情報連携を可能とするよう、介護施設など対象施

設の拡大やクリティカルパスとの連携強化を図り、ICT を活

用した医療機関等相互のネットワーク化を進める。

アウトプット指標（当

初の目標値） 

ネットワークに参加する参照医療機関等の数 

 400 機関（H29 年度末） → 450 機関（R1 年度末）

アウトプット指標（達

成値） 

ネットワークに参加する参照医療機関等の数 

 506 機関（R1 年度末）

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 108,232 人（R1 年度末） 

（１）事業の有効性

ICT を活用した医療機関等相互のネットワーク化を進めた

ことにより、病床の機能分化を推進する体制の整備が整いつ

つある。

（２）事業の効率性

医師会と連携して事業に取り組むことで、医師会からネッ

トワーク化の有効性について各医療機関に周知されたことに

より、ネットワークへの医療機関の参加について効率的に進

めることができた。

その他 

2 

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

事業名 【No.2（医療分）】 
病床の機能分化・連携を推進するための基
盤整備 

【総事業費】

1,199,078千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ
ーズ 

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。 

アウトカム指標：令和元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  急性期病床の減や回復期病床への転換
（H29:5,654 床→R4:5,254 床） 

事業の内容（当初計画） 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、地域医療構想研修

会の開催や地域医療構想アドバイザーの助言活動等によ
り、関係者の地域医療構想に対する理解を深める。また、

各構想区域及び全県域の病床機能調整WGの開催により関係
者間の協議を図りながら、必要な施設・設備の整備費など、
基金の標準事業例を踏まえた総合的な支援を行い、病床の

機能分化・連携を推進する。 

アウトプット指標（当初
の目標値） 

対象医療機関数：４機関 

アウトプット指標（達成

値） 

対象医療機関数：４機関（令和元年度末現在） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：令和元年度基金を
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  急性期病床の
減や回復期病床への転換（H29:5,654 床→H30:5,226 床） 

（１）事業の有効性

当事業により急性期病床から回復期病床への転換など医療
機関の自主的な取組みを促すことができている。一方、そ
の取組みはまだ一部であり、当事業の継続と地域医療構想

調整会議の更なる活性化により、医療機関の自主的な取組
みを更に促す必要があると考える。
（２）事業の効率性

改築や大規模改修等を行うに際して、その具体的計画につ
いて、地域医療構想調整会議等において意見交換し、地域

の関係者の合意を得たうえで進めたことにより、効率的な
執行ができたと考える。

その他 R1:96,558、R2：150,000(見込)、R3：150,000(見込)、R4：
150,000(見込)、R5：53,442(見込)（基金充当額ベース） 

資料４－３ 参考資料 
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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

事業名 【No.3（医療分）】 

医療機関間・医療介護の連携基盤整備事業 

【総事業費】

24,347千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 郡市地区医師会、医療機関等 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

病床機能の分化連携を推進するためには、入院患者が病状

に応じた病床機能等へ円滑に移行できるよう、医療機関

間・医療介護の連携基盤の整備が不可欠である。 

アウトカム指標：令和元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 回復期の病床(H29:1,750床⇒R4:2,200床)

事業の内容（当初計画） 医療機関間・医療介護の連携基盤を整備するための取組み

として、地域の医療機関間・医療介護の連携をコーディネ

ートできる人材の育成、医療機関間で患者情報を共有でき

るシステムの導入など設備整備に対する支援、地域におけ

る転退院支援など医療機関間・医療介護の連携に関する協

議を行う連携会議等を実施することにより、病床機能の分

化連携を推進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

病床機能分化連携を行う医療機関 ４機関 

アウトプット指標（達成

値） 

病床機能分化連携を行う医療機関 ８機関 

（令和元年度に調整会議等で病床機能分化連携について合

意を得た医療機関数） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：令和元年度基金を

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  回復期の病床

(H29:1,750 床⇒H30:2,186 床) 

（１）事業の有効性

コーディネーターの養成や多職種協働体制構築により、医

療機関間の連携と医療介護連携が進み出し、病床の機能分

化を推進する体制の整備が整い始めた。一方、病床機能分

化連携に取り組む医療機関は未だ一部であり、当事業の継

続と地域医療構想調整会議の更なる活性化により、医療機

関の自主的な取組みを更に促す必要があると考える。

（２）事業の効率性

医師会と連携した取組みとすることで、医療機関間の連携

などにおいて、事業の効率性をより発揮できたと考える。

その他 
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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

事業名 【NO.4】
病床機能分化連携推進事業 

【総事業費】

86,107 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形大学医学部 

事業の期間 平成 31年４月１日～令和２年３月 31日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想において回復期病床 1,273 床の整備が求められて

いる。この回復期への転換に伴う施設・設備整備に向けては、医

療機関の診療実績や将来の医療需要の動向に関する調査・分析を

行い、地域医療構想調整会議等における協議の際に回復期への転

換を後押しするデータの提示と提言を行うことにより、医療機関

における回復期への転換に係る意思決定を図る取組みと併せて

回復期へ転換した医療機関へ必要となる経験、技能を持った医師

の配置を行う取組みが不可欠である。 

アウトカム指標：急性期病床の減や回復期病床への転換 

（H29:5,654 床→R4:5,254床） 

事業の内容（当初計画） 回復期への転換に伴う施設・設備整備に向けて、山形大学医学部

において医療機関への調査により収集した診療実績、患者動向な

どの分析を行い、地域医療構想調整会議等における協議の際に医

療機関に対して将来の医療需要の動向や医療機関が担うべき機

能など回復期への転換を後押しするデータの提示と提言を行う

取組みに加え、回復期に転換した医療機関へ必要となる経験、技

能を持った医師を配置する取組みを併せて行うことにより、地域

医療構想の実現を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

回復期病床へ転換した医療機関への医師配置数：10人（R1年） 

アウトプット指標（達成

値） 

回復期病床へ転換した医療機関への医師配置数：４人（R1年） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

急性期病床の減や回復期病床への転換（H29:5,654床→H30:5,226

床） 

（１）事業の有効性

山形大学医学部との連携強化が一層進み、本県の医師確保対策を

協同して行う意識が確立した。

また、小児科・産婦人科など不足感の強い特定診療科医師の確保

の促進や、山形大学医学部生が県内医療機関で実習を行う広域連

携臨床実習により、学生の県内医療機関への関心が高まった。

（２）事業の効率性

山形大学医学部との連携が強化されたことにより、県内の医師等

の確保・定着に向けた取組みをより効率的に実施できたと考え

る。

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.5（医療分）】 

在宅医療推進協議会の設置・運営 

【総事業費】

0千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、県医師会 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想の達成に向けては在宅医療提供体制の充実が

不可欠であり、多職種協働による在宅医療推進協議会を設

置する。 

アウトカム指標：訪問診療の実施件数 

7,497 件/月（H26 年度）→ 8,017 件/月（R2 年度） 

事業の内容（当初計画） 県内の在宅医療の推進を図るため、在宅医療関係者等で構

成する多職種協働による在宅医療推進協議会を設置する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅医療推進協議会の開催回数 １回（令和元年度末現在）

アウトプット指標（達成

値） 

在宅医療推進協議会の開催回数 ０回（令和元年度末現在）

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：訪問診療の実施件

数 7,497 件/月（H26 年度）→ 8,893 件/月（H29.9） 

（１）事業の有効性

地域医療構想調整会議に代替する協議の場を設けたことか

ら令和元年度は開催していないが、在宅医療推進協議会を

開催し、関係者間におけるあるべき姿や現状・課題を共有

したうえで協議を行い、訪問診療を受けた患者数等の増加

が図られるよう、本県の在宅医療の推進に有効な取組みの

実施につなげる。

（２）事業の効率性

県医師会と県が共同で在宅医療推進協議会の事務局を持つ

ことにより県医師会との連携強化につながる。

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【NO.6（医療分）】

救急救命体制整備促進事業費 

【総事業費】

74 千円

事業の対象となる区域 村山地区、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年 4月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

山形県における在宅療養者の人数は増加傾向にあり、その多くを高齢

者が占めている。①現在、山形県における脳卒中による死亡率は全国

で最下位クラスであること、②高齢になるほど脳卒中発症のリスクは

増加することから、山形県では、在宅医療における脳卒中対策が急務

となっている。高齢の在宅療養者の脳卒中重症化を防ぐには、常に看

護についている家族等がどれだけ早く発症に気づくことができるかが

非常に重要である。 

アウトカム指標：脳卒中を呈する傷病者における、発症から 119 番通

報までの平均所要時間の短縮。 

H29 年度（延 4ヵ月）：117.4 分 ⇒ R 元年度（延 4ヵ月）：100 分 

事業の内容（当初計画） 在宅療養者の脳卒中発症時、いち早く家族等の看護者が察知できるよ

う普及啓発を行う人材を育成するため、講習会を開催する。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

講習会受講者数：32 人 

アウトプット指標（達成

値） 

講習会受講者数：17人（新型コロナウイルス感染症の影響により１回

の講習会を中止とした。） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 令和元年度の値が未確定のため、指標を観察できず。 

※代替指標：脳卒中を呈する傷病者における、発症から 119 番通報ま

での平均所要時間(確定値)。 

H28 年度（延 4ヵ月）：138.9 分 ⇒ H30 年度（延 4ヵ月）：128.3 分 

（１）事業の有効性

 本事業により山形県内で H28 年度から累計 109 名の救急関係者等が

講習会を受講し、応急手当講習会において、本講習会の内容を踏まえ

た普及啓発活動を行っている。山形県内の脳卒中発症例における発症

から 119 番通報までの平均所要時間は短縮されていることから、本事

業は有効性を示していると考えられる。 

（２）事業の効率性

 受講者を募集する際、地域ごとに参加人数の枠を事前に設定し、必

要な地域に対して講習会を実施できるように地域間のバランスを調整

した。

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.7 （医療分）】

医療的ケア児支援者養成のための研修

事業 

【総事業費】

７７１千円

事業の対象となる区域 村山、最上、置賜、庄内 

事業の実施主体 山形大学医学部 

事業の期間 平成31年4月1日～令和2年3月31日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅で生活する医療的ケア児を地域で支えていくためには、医

療、福祉、教育、保育、行政といった多様な職種の支援が必要

となるため、各分野における支援者の育成が必要となる。 

アウトカム指標： 

医療的ケア児の受入が可能な障がい児通所支援事業所 

11事業所(H30.6) → 15事業所(R2.3) 

事業の内容（当初計画） ・ 成人在宅医に、小児の在宅医療にも対応してもらうための

研修を実施する。具体的には、病院の主治医（小児科医）と

共に患児の自宅での診療を行うことで、成人在宅に小児の診

察経験を積んでもらう。

・ 各分野で支援に携わる多職種の人材確保及び質の向上のた

め、講義及び実習による支援者養成研修を実施し、支援に必

要な医療的知識・技能を習得してもらう。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者100人

アウトプット指標（達成

値） 

研修参加者５人

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

医療的ケア児の受入が可能な障がい児通所支援事業所 

20事業所（R2.4） 

（１）事業の有効性

新型コロナウイルス感染症の流行により、予定していた事業

の一部を実施することができなかったが、医療的ケア児の受入

が可能な障がい児通所支援事業所が増加し、目標を達成した。 

（２）事業の効率性

 関係支援機関との連携を密にし、事業を進めている。

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 

在宅療養・緩和ケア等の連携支援 

【総事業費】

2,500 千円

事業の対象となる区域 庄内地区 

事業の実施主体 鶴岡市立荘内病院 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

がんと診断された時から治療、在宅医療まで切れ目のないがん

医療の提供が求められており、いつでもどこでも適切な医療サ

ービスを受けられる保健医療提供体制の強化が必要となってい

る。 

アウトカム指標：がんの地域連携パス運用件数の増加 

 H29 年度 148 件→R1 年度 173 件 

事業の内容（当初計画） 山形県がん診療連携指定病院である鶴岡市立荘内病院が実施す

る在宅療養や緩和ケア等の連携事業への補助 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

地域のかかりつけ医等を対象にした研修会の参加者数 50 名 

アウトプット指標（達成

値） 

地域のかかりつけ医等を対象にした研修会の参加者数 188 名（R

元年度末確定数） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：R1 年度末実績確定がん

の地域連携パス運用件数の増加（H29 年度 148 件→R1 年度 173

件）  

（１）事業の有効性 

 鶴岡市立荘内病院主催の地域連携と医科歯科連携の協議会

は、各々の活動のほか、合同で活動するなどして連携が深まっ

ており、がん患者等に在宅利用・緩和ケアを提供するための医

療・福祉・介護の連携ネットワークの強化につながっている。 

（２）事業の効率性 

 地域連携と医科歯科連携の協議会が合同で事業を行い、効率

的かつ効果的に事業が執行できた。 

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.9】
発達障がい者支援体制整備事業費事業 

【総事業費】

12,187 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、鶴岡協立病院、社会福祉法人、NPO 法人、株式会社 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

・発達障がい児者の二次障がいによる精神科等医療機関への入院予防

及び退院時の円滑な地域移行のために、適正な医療支援を提供すると

ともに、保健福祉関係等支援機関と医療機関が現状や課題・支援に関

する情報等を共有・連携し、支援体制の整備を図る必要がある。

アウトカム指標： 
発達障がいによる入院患者数と外来精神療法を継続的に受けている

発達障がい者数

 入院／外来 4.8％（H28 年度）→4.8％以下（R1年度）

事業の内容（当初計画） ・臨床心理士等のコメディカルを医療機関に配置し、発達障がい児への

適切な関わり方等の助言を行うとともに、生活上の困難を抱える発達障

がい者が在宅生活を継続できるよう関係機関と連携を図る。

・身近な支援者が、発達障がい児の二次障がいを予防するための適切な

関わりができるよう、相談・助言を行う。

・うつ等二次障がいを持つ発達障がい者が、医療を受けながら地域で生

活できる環境整備を図るため、関係機関による連携会議等を開催。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅医療体制推進のための連携会議開催回数：８回

コメディカル配置医療機関（１か所）の相談件数：延 500人

アウトプット指標（達成

値） 

在宅医療体制推進のための連携会議・研修会開催回数：８回

コメディカル配置医療機関（１か所）の相談件数：延 505人

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

発達障がいによる入院患者数と外来精神療法を継続的に受けている

発達障がい者数

令和元年度値はまだ公表されていないことから、平成 29 年度値によ

り評価を行った。 

入院／外来4.8％（H28年度）→6.7％（H29 年度） 

（１）事業の有効性

研修会及び連携会議、コメディカルによるカウンセリング等在宅で

障がい児を支えている保護者の発達障がい児者への支援手法の向上

及び、支援者同士の顔の見える関係となり切れ目ない支援体制の整備

を進めたが、アウトカム目標の達成には至らなかった。

 令和２年度も引き続き、在宅で支えている保護者への支援を継続し

目標達成できるようにしたい。

（２）事業の効率性

 圏域ごとに基幹となる事業所が中心となり連携会議等を開催する

ことで、地域の支援機関のつながりがより強化された。

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.10（医療分）】 

精神障がい者の地域生活移行支援事業 

【総事業費】

1,702 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 精神科病院、精神保健福祉士協会 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

病状は安定しているものの、退院後の受け入れ先がないなどの

社会的入院患者が数多く存在している状況にあり、長期入院者

等の退院促進及び地域定着の推進のための体制を整備する必要

がある。 

アウトカム指標：精神科病院在院期間１年以上の長期在院者数 

1,663 人（H29 年度）→1,636 人（R2 年度） 

事業の内容（当初計画） 精神科医療機関の院内委員会へ入院患者本人や家族からの相談に応

じ必要な情報提供を行う相談支援事業者等を招聘し地域における医

療と福祉の連携体制を整備する。また、精神科病院を退院した精神障

がい者の地域生活の継続と再入院の防止、精神障がい者の日中の活動

場所の確保などを推進するため、相談支援体制を強化する。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

相談支援事業所、就労継続支援事業所の「地域移行に係る支援技法研

修会」参加者数：129人（R1 年度） 

※県内の相談支援事業所及び就労継続支援事業所 258×1/2

アウトプット指標（達成

値） 

相談支援事業所、就労継続支援事業所の「地域移行に係る支援

技法研修会」参加者数：60 人（R1 年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：精神科病院在院期間

１年以上の長期在院者数 

1,663 人（H29 年度）→1,677 人（R1 年度） 

（１）事業の有効性

複数の研修コースを設定するなど研修内容の見直しを行うこ

とで参加事業所数の拡大を図ったが、新型コロナウイルス感染

症の影響により、中止となった研修会があり、参加者数は目標

に到達しなかった。研修会開催により、支援手法についての理

解が深まり、また、支援者同士の地域における顔の見える関係

が構築され、相談支援体制が強化されたが、アウトカム指標の

長期在院者数の減少は図れず、目標の達成に至らなかった。

（２）事業の効率性

相談会について、集合開催日を設定し、人員及び経費の効率

化を図ったほか、研修会について、県内４圏域で分散開催とし、

当該地域のスタッフを中心に開催することで、費用と従事時間

の効率化を図った。

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 

在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制

の整備事業 

【総事業費】

3,170 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形県歯科医師会 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進行に伴い、通院が困難な状態になった高齢者や

在宅療養を行う人等に対し、必要な歯科医療が提供できる

よう、在宅歯科診療体制の構築と共に、それらに対応でき

る人材の育成及び確保が求められている。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所数 

 134 か所（H29 年度）→141 か所（R1 年度） 

事業の内容（当初計画） 歯科医師又は歯科衛生士が常駐する在宅歯科医療連携室を

運営し、在宅歯科医療の推進及び他分野との連携体制の構

築に資する以下の業務を行う。 

○医科・介護等との連携調整窓口、○在宅歯科医療希望者

の窓口、○在宅歯科医療や口腔ケア指導等を実施する歯科

診療所の紹介、○在宅歯科医療機器の貸出し、○在宅歯科

医療に関する広報 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅歯科医療連携室の運営 １か所（R1 年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅歯科医療連携室の運営 １か所（R1 年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

在宅療養支援歯科診療所数 141 か所（R1 年度） 

（１）事業の有効性 

 本事業により在宅歯科医療の推進が図られ、訪問歯科診

療に取り組む歯科医院数や実施件数が増加した。一方で、

医科・介護等他分野との連携構築が不十分であることから、

引き続き連携強化のための体制づくりを委託先の山形県歯

科医師会とともに構築していく。 

（２）事業の効率性 

 委託先の山形県歯科医師会は専門的な歯科保健医療に関

する幅広い知識を有しており、効果的に事業が執行できた。

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 

在宅で療養する疾患を有する者に対する歯

科保健医療を実施するための研修の実施 

【総事業費】

994 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形県歯科医師会 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進行に伴い、通院が困難な状態になった高齢者や在

宅療養を行う人等に対し、必要な歯科医療が提供できるよう、

在宅歯科診療体制の構築と共に、それらに対応できる人材の

育成及び確保が求められている。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所数 

 134 か所（H29 年度）→141 か所（R1 年度） 

事業の内容（当初計画） 在宅で療養する疾患を有する者に対する歯科保健医療を実施

するため、歯科医師等を対象とした当該疾患に関する知識や

歯科治療技術等についての講習会（山形県在宅歯科医師等養

成講習会）を実施し、在宅歯科医療について専門性を持つ歯

科医師等を養成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

講習を受けた歯科医師等 100 人（R1 年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

講習を受けた歯科医師等 67 人（R1 年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

在宅療養支援歯科診療所数 141 か所（R1 年度） 

（１）事業の有効性 

 講習会の実施により、在宅歯科医療について専門性をもつ

歯科医師等が養成されており、本事業は在宅歯科医療の推進

に有効である。在宅歯科医療に取り組む歯科診療所が多い地

域と少ない地域の格差があるため、山形県歯科医師会と協力

して広報誌等で講習会開催の周知徹底や参加者の少ない地域

の郡市地区歯科医師会に協力を求めるなど連携を図る。 

（２）事業の効率性 

 専門的な歯科口腔保健医療に関する幅広い知識を有してい

る山形県歯科医師会を主体として実施することにより、効率

的に事業が執行できた。 

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 

在宅歯科医療を実施するための設備整備事業 

【総事業費】

12,722 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形県歯科医師会 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢化の進行に伴い、通院が困難な状態になった高齢者や在宅

療養を行う人等に対し、必要な歯科医療が提供できるよう、在

宅歯科診療体制の構築と共に、それらに対応できる人材の育成

及び確保が求められている。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所数 

 134 か所（H29 年度）→141 か所（R1 年度） 

事業の内容（当初計画） 山形県が開催する在宅歯科医師等養成講習会等を修了した歯

科医師が常勤する歯科診療所に対して、在宅歯科診療を実施す

るために必要となる医療機器等の初度設備に要する経費の一

部を補助する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

在宅歯科診療を実施する診療所への補助 13 か所（R1 年度） 

アウトプット指標（達

成値） 

在宅歯科診療を実施する診療所への補助 9か所（R1 年度） 

設備整備（機器購入）は診療所の総合的な判断によるため結果

として見込みよりも少ない補助件数となった。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 在宅療養支援歯科診療所数 141 か所（R1 年度） 

（１）事業の有効性 

 在宅歯科診療を実施するために必要となる医療機器等の初

度設備に要する経費の一部を補助することにより、新たに在宅

歯科診療に取り組む歯科診療所が増加しており、本事業は在宅

歯科医療の推進に有効である。在宅歯科診療に積極的に取り組

む歯科診療所が多い地域と少ない地域の格差があるため、県歯

科医師会や郡市地区歯科医師会と連携を図りながら在宅歯科

医療の推進に取り組む。 

（２）事業の効率性 

 山形県が開催した在宅歯科医師等養成講習会を修了した歯

科医師等に対して、本事業の周知を図ることにより、効率的に

事業申請予定者を把握することができた。 

その他 結果的に過年度基金分により執行 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.14】
地域医療支援センター運営事業 

【総事業費】

213,546千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形県医師会、山形大学医学部 等 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

人口 10 万人対医師数は全国平均を下回っており、医師不足に対

する対策が必要である。 

アウトカム指標：人口 10 万人対医師数 233.3 人（全国 251.7 人）

（H28年）→全国平均以上（R2年） 

事業の内容（当初計画） 地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援と一体的に、医師

不足病院への医師の配置等を行うための地域医療支援センター

運営事業として、下記の事業を実施する。

・医師修学資金の貸与

・医学生・研修医に対する情報提供

・医学生に対する地域医療実習の開催

・定年退職医師再就業促進事業

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・医師派遣・あっせん数：47.5人(H29)→47.5 人以上(R1) 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数

の割合：100％(R1)

アウトプット指標（達成

値） 

・臨床研修医マッチング者数：66人(R1)

・医師派遣・あっせん数：46.7人(R1) 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数

の割合：100％(R1) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：人口 10 万人対医師数

233.3 人（全国 251.7人）（H28 年）→239.8（全国 258.8 人）（H30

年） 

（１）事業の有効性

山大医学部をはじめとする関係機関と県の連携・協力体制が一層

深まった。

目標達成には至っていないが、臨床研修医の県内定着率は約８割

前後であり、臨床研修医マッチング者数を増やすことが、県内の

医師数の増加に繋がっている。

（２）事業の効率性

センターのもとで一元的に事業を実施することにより、県内の医

師確保対策を効率的に推進することができる。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.15】
地域医療対策協議会における調整経費

【総事業費】

3,512 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の医師数は、全国平均を下回っており、地域間においても医

師の偏在がみられることから、実効的な医師確保対策を進めるた

め、関係者による協議の場が必要である。 

アウトカム指標：二次医療圏ごと人口 10万人対医師数の地域差 

村山 287.0 人と、その他地域 170.6 人の地域差1.68 倍（H28年）

→1.68 倍以下（R2年） 

事業の内容（当初計画） 地域医療対策協議会において、下記の事項等を協議する。

・医師派遣に関する事項

・医師確保計画において定める事項

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域医療対策協議会の開催：５回（R1）

アウトプット指標（達成

値） 

地域医療対策協議会の開催：４回（R1） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：二次医療圏ごと人口 10

万人対医師数の地域差 

村山 287.0 人と、その他地域 170.6 人の地域差1.68 倍（H28年）

→村山 291.8 人と、その他地域 177.3 人の地域差 1.65 倍（H30年） 

（１）事業の有効性

医師確保計画の策定にあたり、医師確保対策の具体的な実施に係

る関係者間の協議・調整の場として、活用することができた。

（２）事業の効率性

地域医療対策協議会の機能として、医師確保に関する会議体を一

本化しており、臨床研修に関する事項や専門研修関係、へき地保

健医療対策など、多様な医師確保対策について同一の会議で協議

することができた。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.16】
産科・救急・小児等の不足している診療科

の医師確保支援 

【総事業費】

（医師分）

40,912 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形大学、医療機関 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

産科医等については、訴訟のリスクも高く、昼夜を問わず対応が

求められるなど、他の診療科に比べて医師への負担が重いことか

ら、勤務内容に見合う処遇を確保し、周産期医療体制の整備を図

る必要がある。 

アウトカム指標： 

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数  

60.32 人(H29)→60.32 人以上(R1) 

・分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

  10 人(H29)→10人以上(R1) 

事業の内容（当初計画） 産科医等に分娩手当、新生児担当医手当等を支給する医療機関へ

の財政的援助による産科医等の処遇改善や新生児科医を確保す

るための講習会を実施する。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

分娩手当支給者数 102 人(H29)→ 102 人以上（R1） 

分娩手当を支給する医療機関数 11 機関(R1)

アウトプット指標（達成

値） 

分娩手当支給者数 102 人(H29)→ 100 人（R1） 

分娩手当を支給する医療機関数 11 機関(R1) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：二次医療圏ごと人口 10

万人対医師数の地域差 

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数 

58.22 人 

・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 

10.23 人 

（１）事業の有効性

 産科医の処遇改善に取り組む医療機関を支援することにより、

県内の産科医療体制の維持の一助となった。

 分娩取り扱い件数が減少し、分娩を取り扱う産科医の負荷が高

まる中、医療機関側の理解が得られるよう引き続き事業の周知に

努め、分娩手当等を導入する施設の増加を図ることにより、産科

医の処遇改善に繋げる。

（２）事業の効率性

 補助事業として実施することにより、県内の産科医療機関の分

娩件数に応じた支援を行うことができた。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17】

周産期医療に従事する医師、看護師等の資質

の向上を図るための研修 

【総事業費】

1,283 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形大学、山形県産婦人科医会、医療機関 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある

医療・介護ニーズ

山形県の新生児死亡率は、毎年、全国下位に低迷しており、

また、周産期医療従事者数は全国平均よりも少ないことから、

限られた資源を効率的・効果的に活用することが求められお

り、医師・助産師・救急救命士等それぞれの役割に応じ、周

産期医療の資質向上を図る必要がある。 

アウトカム指標：新生児死亡率 

1.4 人（H26～28 年の平均）→0.9 人（R1） 

事業の内容

（計画）

ハイリスク分娩への医療技術、資質向上を図るため、医師、

助産師、救急救命士等に対し、周産期医療に関する最新の治

療方法や対処方法等について、それぞれの役割に応じた教

育・研修を行う。 

アウトプット指標

（目標値）

研修会等実施回数：７回

研修への延べ参加者数：230 名

アウトプット指標

（達成値）

研修会等実施回数：７回 

研修への延べ参加者数：215 名

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：0.9（R1） 

（１）事業の有効性 

多くの周産期医療従事者が最新の治療方法や対処方法等

を学ぶことにより、ハイリスク分娩に対する適切な対応が可

能となり、母体・胎児及び新生児の生存率向上に有効である。

令和元年度は、アウトプット指標はほぼ目標値に達したと

ころであるが、今後とも、周産期医療従事者にとってより効

果的な研修となるよう研修内容等を精査していく。

（２）事業の効率性 

山形県全域の周産期医療従事者が一堂に会して研修を行

うことにより、ハイリスク分娩に対する対応が共有されると

もに、関係者による顔の見える関係を構築することにより、

県内の周産期医療に係る連携体制の強化に繋がる。

その他

【内訳】
・症例検討会：2回
（小児81名、周産期46名）

・新生児蘇生法講習会：４回

（山形42名、庄内26名各2回）

・周産期救急教育PG：１回20名
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.18】 

 救急や内科をはじめとする小児科以外の医

師等を対象とした小児救急に関する研修の

実施 

【総事業費】

518 千円 

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、地区医師会 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

県内の小児科医師数は 141 人（平成 30 年末３師調査・人口

10 万人あたり全国 26 位）であり、地域の医療資源の状況を踏

まえた小児救急医療体制の補強及び質の向上を図る必要があ

る。 

アウトカム指標値： 

小児科標榜医の割合（15 歳未満人口 10 万人対） 

  104.5 人（H28）→104.5 人以上（H30） 

事業の内容 

（当初計画） 

地域医師会等において、地域の小児救急医療体制の補強及

び質の向上を図るため、地域の救急医や内科医等の医療従事

者を対象とした小児救急に関する研修の実施を支援する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

研修参加者数  

150 人（R1 年度） 

アウトプット指標 

（達成値） 

研修参加者数  

149 人（R1 年度）   

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：111.0 人 

（１）事業の有効性 

休日・夜間診療所のうち半数は小児科医が常駐しておら

ず、在宅当番医制においては内科医や外科医が当番を務め

ることも多いため、県内の小児初期救急医療体制の確保、

充実を図るために当事業は有効である。 

（２）事業の効率性 

   各地区医師会の協力により、地域のネットワークを活

用した参加者の募集、研修の実施及び研修後のフォロー

アップまでの一連の事業をスムーズに実施できた。 

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.19】
女性医師等の離職防止や再就業の促進 

【総事業費】

27,163 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形県医師会、県内医療機関 

事業の期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師全体に占める女性医師の割合が年々高まり、女性医師が安心

して働き続けることができる環境整備が求められていることか

ら、女性医師からの相談対応、女性医師への情報提供、及び女性

医師の就労環境改善に取り組む医療機関への財政的支援を実施

する必要がある。 

アウトカム指標： 

医師総数に占める女性医師割合 16.8％（全国平均 21.1％）（H28

年）→全国平均以上（R2 年） 

事業の内容（当初計画） 女性医師の就業継続を総合的に支援するため、下記の事業を実施

する。

①女性医師支援ステーションの運営（相談受付、情報提供）

②女性医師の就労環境の改善に取り組む病院への財政的支援

アウトプット指標（当初

の目標値） 

就労環境の改善に取り組む医療機関数 3機関(H30)→3機関以上

(R1)

アウトプット指標（達成

値） 

就労環境の改善に取り組む医療機関数 2機関(R1) 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

医師総数に占める女性医師割合 16.8％（全国平均 21.1％）（H28

年）→17.3％（全国平均 21.9％）（H30年） 

（１）事業の有効性

女性医師に支援ステーションを活用してもらうことで、直接的に

支援するとともに、女性医師等が抱える悩みを把握し、今後の支

援の参考とすることができる。

女性医師に対する取組みの周知（認知）不足もあり、目標は達成

できなかったが、県医師会と連携して個別の病院訪問等を行うこ

とで、医学生も含め女性医師へ支援状況等を PR し、就労継続に

繋げる。

（２）事業の効率性

女性医師支援ステーションを県医師会内に設置し、専任職員を配

置することで、効率的なサポートを行うことができた。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.20（医療分）】 

歯科衛生士の確保対策事業 

【総事業費】

74 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形県歯科医師会 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進行に伴い、通院が困難な状態になった高齢者や

在宅療養を行う人等に対し、必要な歯科医療が提供できる

よう、在宅歯科診療体制の構築と共に、それらに対応でき

る人材の育成及び確保が求められている。 

アウトカム指標：訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士数

(研修修了の歯科衛生士等の人数の累計） 

 115 人（H26 年度）→300 人（R1 年度） 

事業の内容（当初計画） 臨床の現場を離れた歯科衛生士の復職支援と訪問歯科診療

ができる歯科衛生士を養成するための研修会を実施し、歯

科衛生士の確保対策を推進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修を受けた歯科衛生士数 50 人（R1 年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽やむを得ず

研修会を中止したため、R1 年度実績なし。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：訪問歯科診療に対

応できる歯科衛生士数(研修修了の歯科衛生士等の人数の

累計）115 人（H26 年度）→270 人（H30 年度） 

※R1 年度実績がないことから、H30 年度までの実績を再掲 

（１）事業の有効性 

 研修会の実施により、復職支援とともに、訪問歯科診療

に対応できる歯科衛生士が養成されており、本事業は歯科

衛生士の確保対策及び在宅歯科医療の推進に有効である。 

（２）事業の効率性 

 専門的な歯科口腔保健医療に関する幅広い知識を有して

おり、また県内唯一の歯科衛生士学校を設置する山形県歯

科医師会を主体として実施することにより、研修会の周知

を含め効率的に事業を進めることができたが、終盤で急遽

研修会を中止せざるを得なかった。R2 年度は当初からオン

ライン開催を見据えて準備を進める。 

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.21（医療分）】 

新人看護職員の質の向上を図るための研修 

【総事業費】

36,968 千円

事業の対象となる区域 村山地域、最上地域、置賜地域、庄内地域 

事業の実施主体 各医療機関 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員を増加させるためには在職者の離職を防ぐ必要が

ある。 

アウトカム指標：新人看護職員離職率 5.3％（平成 29 年度）

→２％台（令和元年度末） 

事業の内容（当初計画） ・新人看護職員研修を実施する病院等への研修経費の助成

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内医療機関における新人採用者に対する確実な研修の実

施 29 医療機関

アウトプット指標（達成

値） 

県内医療機関における新人採用者に対する確実な研修の実

施 30 医療機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：新人看護職員離職

率 5.3％（平成 29 年度末）→4.5％（暫定値・令和元年度末）

（１）事業の有効性

本事業は、新人看護師への研修を通じて看護の質の向上

及び離職率低下を目的としている。令和元年度の新人看護

職員離職率は低下しており、また県内医療機関での新人採

用者に対する研修の実施について、助成制度を希望する医

療機関が目標値を上回っており、事業の効果が認められる。

今後も確実に充実した研修を実施いただくためにも、引き

続き助成制度を周知し、利用数を伸ばしていく。

（２）事業の効率性

補助金額の算定にあたっては、新人看護職員の人数に応

じた基準を設けており、効率的に事業を執行している。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.22（医療分）】 

看護職員の資質の向上を図るための研修 

【総事業費】

24,930 千円

事業の対象となる区域 村山地域、最上地域、置賜地域、庄内地域 

事業の実施主体 各医療機関、県看護協会、県立保健医療大学 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護の質向上には、数の確保と同時に看護技術の向上が必

要。 

アウトカム指標：災害支援ナースの登録者数 65 人（平成

29 年度）→100 人（令和元年度） 

事業の内容（当初計画） ・看護職員を対象とした資質向上を図るための研修等の実

施及び病院等に対する支援を行う。

・災害発生時において派遣する災害支援ナースの登録者増

加のための広報活動と、スキルアップのための研修会を実

施する。

・専任教員養成講習会開催に向け、カリキュラム策定や講

師選定等を実施する

アウトプット指標（当初

の目標値） 

災害支援ナースの養成研修受講者 40 人

アウトプット指標（達成

値） 

災害支援ナースの養成研修受講者 26 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：災害支援ナースの

登録者数 100 人（令和元年度末目標）→89 人（令和元年度末実績）

（１）事業の有効性

災害支援ナース新規登録者数は目標値に届かなかった

が、本事業により県内の災害支援ナース登録数は着実に増

加しており、本事業は看護職員の資質の向上に有効である。

災害支援ナースになるための研修を受講した場合でも、災

害現場で実際に活動することに不安を持ち登録に至らない

ケースがあるため、引き続き看護管理者等に対する広報活

動を行うなど、災害支援ナースについての理解促進を図っ

ていき、災害支援ナース登録者数の増加に努めていく。

（２）事業の効率性

委託先の山形県看護協会においては、これまでの研修会

のノウハウがあり、過去の受講生の理解度やアンケートの

蓄積から、効率的に事業を執行できた。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.23（医療分）】 

離職防止を始めとする看護職員の確保対策 

【総事業費】

821 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員の不足解消に向けた各種施策の検討が必要であ

る。 

アウトカム指標：看護職員需給ギャップ 652 人(H28 年度末）

→０人（令和元年度） 

※需給ギャップ：需給見通し（常勤換算）14,835 人、従事

者数 14,183 人 

事業の内容（当初計画） ・外部有識者を入れた会議の開催により 2025 年における看

護需給見通しを策定するとともに、その結果に即した県内

看護職員の確保対策施策を検討する。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

外部有識者を入れた会議の開催 １回（R1） 

アウトプット指標（達成

値） 

外部有識者を入れた会議の開催 ３回（R1） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：需給見通しの策定

による県内看護職員数 15,470 人（平成 30 年度）→17,412

人（令和７年度） 

（１）事業の有効性

本事業により外部有識者を入れた会議の開催を実施し、

2025 年における看護職員需給見通しを策定したことから、

効果的な看護職員確保に向けた施策検討に有効である。

（２）事業の効率性

看護職員需給見通しの策定にあたっては、病院、看護師

等学校養成所、行政機関等の関係者から幅広く意見・助言

等を頂き、看護師確保に向け効率的に事業を執行できた。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.24（医療分）】 

看護師等養成における教育内容の向上を図

るための体制整備 

【総事業費】

53,735 千円

事業の対象となる区域 村山地域、置賜地域、庄内地域 

事業の実施主体 民間立看護師等養成所 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県看護学生の県内定着率は全国平均を下回っており、改

善が急務である。 

アウトカム指標：看護学生県内定着率 66.2％（平成 29 年度）

→70%（令和元年度） 

事業の内容（当初計画） ・民間立看護師等養成所に対し、運営費の補助を行う。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助対象校 ５校 

アウトプット指標（達成

値） 

補助対象校 ４校 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：看護学生県内定着

率 66.2％（平成 29 年度）→68.8％（令和元年度） 

（１）事業の有効性

看護学生県内定着率は目標に届かなかったが、公立看護

師等養成所とは授業料等で開きが生じている民間立養成所

への運営費補助を行うことで、学生の費用負担を軽減し、

看護師を志望する高校生等の裾野を拡大している。

引き続き、民間立養成所への運営費補助を行うとともに、

看護学生への県内医療機関等の情報発信を強化することに

より、県内定着率の向上に努めていく。

（２）事業の効率性

補助金額の算定にあたっては、補助先の学校規模に応じ

た調整率を使用しており、効率的に事業を執行している。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.25（医療分）】 

看護職員が都道府県内に定着するための支

援 

【総事業費】

9,381 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 各医療機関、山形県看護協会 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県看護学生の県内定着率は全国平均を下回っており、改

善が急務である。 

アウトカム指標：看護学生県内定着率 66.2％（平成 29 年度）

→70%（令和元年度） 

事業の内容（当初計画） ・県内看護学生および中高生、県外看護学校に在籍する県

出身者、再就業希望者を対象として県内病院の職場説明会

を開催する。

・看護職員への興味を啓発するイベントの実施及びＵター

ン就職支援等を実施する。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内病院等職場説明会への参加人数 300 名 

アウトプット指標（達成

値） 

県内病院等職場説明会への参加人数 318 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：看護学生県内定着

率 66.2％（平成 29 年度）→68.8％（令和元年度） 

（１）事業の有効性

看護学生の県内定着率は目標には届かなかったが、職場

説明会の開催により、多くの看護学生に県内病院を知る機

会を提供できている。また、より多くの看護学生に参加い

ただくため、開催時期の検討及び周知の強化を行い、参加

人数を伸ばしていく。

（２）事業の効率性

地域別ではなく県内全域の病院等を集めた職場説明会を

開催することで、来場者は一度に多くの病院等の説明を聞

くことができ、事業の効率的な執行ができた。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.26（医療分）】 

医療機関と連携した看護職員確保対策の推進 

【総事業費】

113,868 千円

事業の対象となる区域 村山地域、最上地域、置賜地域、庄内地域 

事業の実施主体 山形県、看護師等学校養成所、県看護協会 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

看護職員の不足解消のため、就業者の増と離職者の再就業支

援を同時に行う必要がある。 

アウトカム指標：看護職員需給ギャップ 652 人（平成 28 年度）

→０人（令和元年度） 

事業の内容（当初計画） ・県内看護師等学校養成所において県内地域医療を体験学習

するセミナーを実施する場合、その経費を補助する。

・経済的な原因による看護学校の中途退学を未然に防ぐため、

看護学生に対する修学支援を行う。

・離職看護師に対する相談支援等及び届出制度の啓発を行う。

アウトプット指標（当

初の目標値） 

・地域医療体験セミナーの実施学校数  ５校 

・看護学生への修学支援  80 名 

・看護職員の届出制度の周知 

アウトプット指標（達

成値） 

・地域医療体験セミナーの実施学校数  ３校 

・看護学生への修学支援  80 名 

・看護職員の届出制度の周知 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：看護学生県内定着率

66.2％（平成 29 年度）→68.8％（令和元年度） 

（１）事業の有効性

授業スケジュール等の都合により地域医療体験セミナーの

実施にいたらない学校もあり、実施学校数は目標に届かなか

ったが、実施した学校においては、看護学生県内定着率が向

上している学校が多く、看護職員の確保に有効である。県内

看護学生の県内定着を促進するためにも、多くの県内学校で

セミナーを実施いただくよう働きかけていく。

（２）事業の効率性

臨地実習を行っていない医療機関における体験セミナーに

対して補助を行うことにより、看護学生の県内地域医療への

理解を深めることにつながり、看護師確保に向け効率的に事

業を執行できた。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.27（医療分）】 

勤務環境改善支援センターの運営 

【総事業費】

376 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員の不足解消のため、離職者数を低下させる必要が

ある 

アウトカム指標：看護職員需給ギャップ 652 人（平成 28 年

度）→０人（令和元年度） 

事業の内容（当初計画） ・県内医療機関の勤務環境改善の取組みを支援する山形県

医療勤務環境改善支援センターの運営

アウトプット指標（当初

の目標値） 

センターの支援により勤務環境改善計画を策定する医療機

関 ３機関 

アウトプット指標（達成

値） 

センターの支援により勤務環境改善計画を策定する医療機

関 ２機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：新人看護職員離職

率 5.3％（平成 29 年度末）→4.5％（暫定値・令和元年度末）

（１）事業の有効性

本事業により医療機関におけるアクションプランの策

定・定着を図っており、勤務環境の改善、離職者の減少に

有効であり、また、新人看護職員離職率も低下している。

（２）事業の効率性

山形県医療勤務環境改善支援センター及び労働局等の関

係機関が連携して医療機関を支援することにより、効率的

に事業を執行している。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.28（医療分）】 

各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の

取組への支援 

【総事業費】

292,294 千円

事業の対象となる区域 村山地域、最上地域、置賜地域、庄内地域 

事業の実施主体 各医療機関 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

女性が多い看護職において、子育て世代の就業落ち込み等

を防ぐため、就業継続が出来る環境整備が必要である。 

アウトカム指標：看護職員需給ギャップ 652 人（平成 28 年

度）→０人（令和元年度） 

事業の内容（当初計画） 院内保育施設を設置している病院等に対し、その運営に要

する経費に助成する。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

院内保育所設置施設への補助 15 件 

アウトプット指標（達成

値） 

院内保育所設置施設への補助 15 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：需給見通しの策定

による県内看護職員数 15,470 人（平成 30 年度）→17,412

人（令和７年度） 

（１）事業の有効性

本事業により、子育て世代の離職を防ぐ院内保育所の設

置・維持につながっていることから、看護師の離職防止に

効果があった。今後も、より多くの医療機関に補助制度を

利用いただくよう、引き続き医療機関への制度説明を行っ

ていく。

（２）事業の効率性

補助金額の算定にあたっては、補助先の負担能力に応じ

た調整率を使用しており、効率的に事業を執行している。

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【№29（医療分）】 

災害時医療提供体制推進事業 

【総事業費】

2,932 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

大規模災害時において、発災直後の急性期から中長期にわたっ

て、適切に医療を提供するためには、医療従事者の育成・資質向

上と、医療従事者・救助関係者や行政職員による緊密な連携と役

割分担によるチーム医療の推進が必要である。

アウトカム指標： 

○ＤＭＡＴチーム数 26 チーム（H30 年度）→27 チーム（R1 年度） 

○災害時チーム医療従事者の養成人数 232 人（H25～H30 年度）→

282 人（H25～R1 年度）

事業の内容（当初計画） 全県及び２次医療圏ごとに、医師をはじめとして、看護師・薬剤師・

作業療法士等を含む医療従事者、県及び市町村の行政職員、消防等救助

関係者によるチーム医療体制推進会議を開催するとともに、これら幅広

い職種を対象とした災害医療に係る研修会等を開催することにより、大

規模災害時に各職種毎に統制を図り、職種間の明確な役割分担のもと、

体系的なチーム医療を実施することができる体制の整備・充実を図る。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・チーム医療体制推進に係る会議の回数：５回（R1 年度） 

・災害医療に係る研修会等の開催：２回（R1 年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

・チーム医療体制推進に係る会議の回数：４回（R1 年度） 

 （庄内区域では R1 年度末の開催を予定していたが、新型

コロナの影響を考慮し、開催断念） 

・災害医療に係る研修会等の開催：２回（R1 年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

○ＤＭＡＴチーム数 27 チーム（R1年度） 

○災害時チーム医療従事者の養成人数 303 人（H25～R1年度） 

（１）事業の有効性 

本事業等の実施により、ＤＭＡＴチーム数が増加し、目標を達成した。

また、災害時チーム医療従事者の養成人数についても増加し目標を達成

したことから、災害時医療提供体制の整備・充実に効果があった。 

（２）事業の効率性 

 各区域及び山形県全体で、関係者が一堂に会し会議・研修を行うこと

により、顔の見える関係構築ができており、効率的な事業実施ができた

と考える。

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【№30（医療分）】 

後方支援機関への搬送体制整備 

【総事業費】

2,669 千円

事業の対象となる区域 村山区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、医療機関 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 大規模災害時の被災地では、重傷を含む多数の負傷者が

発生する他、医療施設の被災による機能低下や医療従事者

の負傷などにより、十分な医療を確保できないため、被災

地外へ搬送し救命することが必要である。 

アウトカム指標：航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を

設置運営できる医師、看護師等の増加 476 人（H26～H30

年度）→576 人（H26～R1 年度） 

事業の内容（当初計画）  大規模災害時に、非被災地域へ円滑に傷病者の搬送を行

うため、航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置運営

訓練を実施する。併せて、ＳＣＵに近い災害拠点病院ＤＭ

ＡＴが定期的なＳＣＵ資器材の使用訓練及びＳＣＵへの搬

送訓練を行う。これらの訓練を通して、ＳＣＵの設置運営

に関する多様な技術を習得している医療人材の幅広い育

成・確保を図る。

アウトプット指標（当初

の目標値） 

航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）に係る訓練の回数：

１回（R1 年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）に係る訓練の回数：

１回（R1 年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置運営できる医

師、看護師等の増加 476 人（H26～H30 年度）→567 人（H26

～R1 年度） 

（１）事業の有効性

目標にはわずかに届かなかったものの、本事業により、

航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置運営できる医

師、看護師等の増加が図られ、一定程度の効果が得られた。

（２）事業の効率性

 各参加者にそれぞれ役割を付与し、実際にＳＣＵが設置

された場合を想定した訓練を実施することにより、効率的

な事業実施ができたと考える。

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31（医療分）】

救急搬送体制構築支援事業 

【総事業費】

255 千円

事業の対象となる区

域 
村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

本県の救急科医師数は全国的に見ても不足しており、限られた資

源の中での迅速かつ適切な救急医療の提供を行う一方で、負担軽

減を図る取組みによる救急科医師の確保が求められている。 

アウトカム指標値： 

救急科医師数の増加 25 人（Ｈ28）→26 人以上（Ｒ1） 

事業の内容 

（当初計画） 

救急車が概ね 30 分以内に到着しない地域を抱える市町村が、消

防団等地域住民自らが医師を救急現場へ搬送する体制を整備し、

医療の早期介入を図る。医療の早期介入による患者の予後改善に

より早期退院につなげ、救急科医師の負担軽減を図る。県は体制

を整備した市町村に対し、助成を行う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

取組みを行う地域 ３地域 

アウトプット指標 

（達成値） 

取組みを行う地域 １地域 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

救急科医師数 26 人（R1） 

（１）事業の有効性 

当事業により、救急科医師による患者への迅速な医療の提

供が行われ、救急科医師の負担軽減につながっていることか

ら、救急科医師の確保に有効である。 

実際にアウトカム指標値は達成されており（救急科医師数

の１名増）、引き続き他市町村に当事業の周知を行い、利用促

進を図ることで、更なる救急科医師の増加につなげていく。

（２）事業の効率性 

救急要請から救急車現場到着まで概ね 30 分以上要すると

想定される地区を抽出し、地域住民による救急搬送体制構築

が必要とされる地域を把握することにより、効率的な執行が

できたと考える。 

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【№32（医療分）】 

休日・夜間の小児救急医療体制の

整備 

【総事業費】

16,325 千円 

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

 全国的に小児科医が不足する中、核家族の進展に伴い、休

日及び夜間における小児救急患者の受診が増加する傾向にあ

るとともに、小児科専門医を受診したいという患者側のニー

ズも強まっている。 

アウトカム指標値： 

小児科標榜医の割合（15 歳未満人口 10 万人対） 

  104.5 人（H28）→104.5 人以上（R1） 

事業の内容 

（当初計画） 

小児救急医の負担を軽減するため、小児科を標榜する病院

等が輪番制方式若しくは共同利用型方式により、又は複数の

二次医療圏による広域を対象に小児患者を受け入れることに

より、休日・夜間の小児救急医療体制を整備するために必要

な医師、看護師等の医療従事者の確保に必要な経費及び「小

児救急医療拠点病院」の運営に必要な経費に対する支援を行

う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

休日・夜間の小児救急医療体制の整備 

常勤（土日祝日）：１病院、オンコール：８病院 

アウトプット指標 

（達成値） 

休日・夜間の小児救急医療体制の整備 

常勤（土日祝日）：２病院、オンコール：８病院 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：111.0 人(R1) 

（１）事業の有効性 

当事業の実施により、小児救急医療体制の充実確保が図

られており有効であると考える。 

（２）事業の効率性 

小児救急医療体制を整備している病院への支援を行う

ことにより、県内の小児救急医療体制の確保・充実が図ら

れている。 

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.33】

電話による小児患者の相談体制の整備 

【総事業費】

17,220 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形県医師会 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

県民がすぐに医療機関を受診するか否かを迷う場合に応え、

県民の不安を解消する。（休日・夜間診療所の適切な利用、二

次・三次救急医療機関の負担軽減を図る。） 

アウトカム指標値：二次・三次救急医療機関を受診する軽症

患者の割合 80.6％（H28 年度）→79.7％（H31(R1)年度） 

事業の内容 

（当初計画） 

地域の小児救急医療体制の補強と医療機関の機能分化を推進

し、全国どこでも患者の症状に応じた適切な医療が受けられ

るようにすることを通じ、小児科医の負担を軽減するため、

地域の小児科医等による夜間の小児患者の保護者等向けの電

話相談体制を整備するための経費に対する支援を行う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

相談件数 

4,400 件（H31(R1)年度） 

アウトプット指標 

（達成値） 

相談件 

 4,450 件（H31(R1)年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

二次・三次救急医療機関を受診する軽症患者数の割合 

 80.6％（H28 年度）→79.8％（H31(R1)年度） 

（１）事業の有効性 

当事業の実施により、二次・三次医療機関を受診する 

軽症患者の割合が減少している（アウトカム指標は、 

ほぼ達成）ことから有効であると考える。 

また、県民ニーズを受け、令和元年７月から相談時間を

延長（19 時～22 時⇒19 時～翌８時）し、相談件数は増加

している。今後もチラシ、ポスターの配布等による周知啓

発を行い、利用促進を図ることで、県民の不安解消及び適

正受診につなげていく。 

（２）事業の効率性 

事例検証会の開催による過去の対応困難事例の振り返

りや、#8000 対応者研修への参加により相談員のスキルア

ップを図り、予算内で効率的に事業を実施できている。 

その他 



目標値 達成値

No1
社会福祉施設整備補助事業費（老人
福祉施設）

・地域密着型施設整備及び社会福祉施設の開設準備に係る
経費を支援する市町村に対する補助
・新型コロナウイルス感染症対策の衛生用品として消毒用エ
タノールを購入し、当該衛生用品が不足する介護施設・事業
所に配布

239,292

・介護医療院18床（1カ所）→28床(2
カ所)
・地域密着型介護老人福祉施設
1,505床（55カ所）→1,505床(55カ所)
・小規模多機能型居宅介護事業所
3,224人/月分（125カ所）→3,269人/
月（127カ所）
・看護小規模多機能型居宅介護事
業所137人/月分（5カ所）→166人/
月（6カ所）
・認知症高齢者グループホーム
2,334人(140カ所）→2,388人(142カ
所)
・介護予防拠点1,288カ所→1,665カ
所

・介護医療院　18床（1カ所）→28床
(2カ所)
・地域密着型介護老人福祉施設
1,505床（55カ所）→1,505床(55カ所)
・小規模多機能型居宅介護事業所
3,224人/月分（125カ所）→3,269人/
月（127カ所）
・看護小規模多機能型居宅介護事
業所　137人/月分（5カ所）→166人
/月（6カ所）
・認知症高齢者グループホーム
2,334人(140カ所）→2,388人(142カ
所)
・介護予防拠点1,288カ所→1,665カ
所

No2 介護人材確保対策連携協働推進事業
関係機関・団体等と役割分担及び連携・協働を行う推進会
議の運営　等

309 推進会議２回、分科会３回開催
推進会議２回（１回は書面開催）、
分科会３回開催

No3 介護のお仕事プロモーション事業
介護業務に興味を持つ人や就業希望者に対する介護現場
体験の実施　等

6,009
介護及び介護職に対する理解促
進、興味関心の向上に取組む団体
の数　６

介護及び介護職に対する理解促
進、興味関心の向上に取組む団体
の数　７

No4 介護職員初任者研修受講支援事業
介護事業所に所属する初任段階の介護職員を、介護職員
初任者研修へ参加させるために負担する受講料に対する助
成

1,207
初任者研修受講費用助成人数：20
人

初任者研修受講費用助成人数：17
人

No5 介護職員相談窓口委託事業
介護職員の離職防止を図るため、介護職員が気軽に相談で
きる窓口の設置

1,851
介護職員相談窓口における相談件
数：100件

介護職員相談窓口における相談件
数：97件（窓口15件、電話75件、
メール７件）

No6 若手介護職員交流促進事業
介護職の魅力の再認識・職員同士のネットワークづくりを目
的とした若手職員の交流会の実施

770 交流会参加者　80人 交流会参加者　27人

No7
福祉人材確保緊急支援事業（福祉人
材マッチング強化事業）

山形県福祉人材センターへのキャリア支援専門員配置によ
る県内ハローワーク巡回相談　等

8,648

・ハローワーク巡回相談122回開
催、相談325件（Ｈ30実績）以上
・事業所内研修講師派20回、就職
面談会２回以上

・ハローワーク巡回相談122回開
催、相談353件
・事業所内研修講師派遣20回、就
職面接会３回

No8 介護の入門的研修事業
介護現場での就労を希望する高齢者、主婦及び在日外国人
を対象に介護アシスタントとして就労を前提に研修を実施

5,130 就労者20名 就労者14名

地域医療介護総合確保基金【介護分】に係る令和元年度計画事業実績（一覧）

備考
総事業費
(R1実施分)
（単位：千円）

アウトプット

事業名

３．介護施設等の整備に関する事業

５．介護従事者の確保に関する事業

事業概要

資料４－４

1 / 2 



目標値 達成値

備考
総事業費
(R1実施分)
（単位：千円）

アウトプット

事業名 事業概要

No9
介護支援専門員資質向上事業
（介護支援専門員指導者研修会への
派遣）

介護支援専門員等の指導者養成のため、厚生労働省等が
開催する指導者向け研修等への派遣

63
厚生労働省等が実施する各種研修
への講師の派遣　５名

厚生労働省等が実施する各種研修
への講師の派遣　０名
（新型コロナウイルス感染症のため、予
定した研修が中止）

No10
介護支援専門員資質向上事業（専門
研修課程Ⅰ・更新研修の実施）

就業後6か月以上、または介護支援専門員証の有効期間が
１年以内に満了する介護支援専門員を対象に法定研修を実

6,082 研修修了者　177人
研修修了者　174人
※受講者数のうち修了に至った者を計
上

No11
介護支援専門員資質向上事業（専門
研修課程Ⅱ・更新研修の実施

就業後3年以上、または介護支援専門員証の有効期間が１
年以内に満了する介護支援専門員を対象に法定研修を実

10,435 研修修了者　423人
研修修了者　498人
※受講者数のうち修了に至った者を計
上

No12
介護支援専門員資質向上事業（主任
介護支援専門員の養成）

専任の介護支援専門員の実務期間が5年以上の者を対象
に主任介護支援専門員を養成するための法定研修を実施

4,952 研修修了者　80人
研修修了者　96人
※受講者数のうち修了に至った者を計
上

No13
介護支援専門員資質向上事業
（主任介護支援専門員更新研修の実
施）

主任介護支援専門員の更新のための法定研修の実施 3,327 研修修了者数　117人 研修修了者数　96人

No14
介護支援専門員資質向上事業
（介護支援専門員研修向上会議）

介護支援専門員研修の適正な実施のため、研修の評価・検
討を行う会議の開催

137 会議の実施　年２回 会議の実施　本会議を１回開催。

No15
介護支援専門員資質向上事業
（主任介護支援専門員研修向上会議）

主任介護支援専門員の法定研修の適正な実施のため、研
修内容の評価を行うとともに、研修講師、ファシリテーターを
養成する。

370
研修講師、ファシリテーター養成研
修修了者　30名

研修講師、ファシリテーター養成研
修修了者　24　名

No16
福祉人材確保緊急支援事業（離職介
護人材の再就職促進事業）

山形県福祉人材センターにおける離職した介護福祉士等の
届出制度の周知啓発、届出システムの運用　等

4,074

・制度周知のための関係事業所等
訪問、啓発資材送付先数　512先
（H30実績）以上
・就職面接会、施設見学会の開催
回数85回（H30実績）以上

・制度周知のための関係事業所等
訪問、啓発資材送付先数　514先
・就職面接会、施設見学会の開催
回数55回

No17
認知症ケアに携わる人材の育成のた
めの研修事業

介護サービス事業所の従事者等に対して、認知症ケアに必
要な知識や技術などを習得させ、介護サービスの質の向上
を図る

6,604

・認知症対応型サービス事業管理者研
修受講者数　136名
・かかりつけ医認知症対応力向上研修
受講者数　200名
・認知症初期集中支援チーム員研修受
講者数　12名
・認知症地域支援推進員研修受講者数
25名

・認知症対応型サービス事業管理者研
修受講者数　154名
・かかりつけ医等認知症対応力向上研
修受講者数　221名
・認知症初期集中支援チーム員研修受
講者数　12名
・認知症地域支援推進員研修受講者数
15名

No18
地域包括ケアシステム構築に資する人
材育成・資質向上事業

地域ケア会議における助言者スキルアップ研修、コーディ
ネータ―養成研修の実施　等

23,261
市町村開催の地域ケア会議への専
門職派遣調整数 延1,500名

市町村開催の地域ケア会議への専
門職派遣調整数 延1,735名

No19
地域包括ケア総合推進センター運営事
業

市町村に対する専門職の派遣を調整する山形県地域包括
ケア総合推進センターの運営

11,975
市町村で実施する地域ケア会議へ
の専門職派遣調整数：延1,500名

市町村開催の地域ケア会議への専
門職派遣調整数：延1,735人

No20
脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究
事業及び研究活用事業

脳血管疾患及び心筋梗塞の医学的管理や、地域特性や性
差等について学ぶ研修会を開催　等

4,807 研修会開催　６回 研修会開催　０回

No21 次世代リーダー育成事業
中間管理層を対象に、次期管理者候補として必要な知識を
取得するための集中講座を開催　等

1,161
集中講座に参加する中間管理層の
介護職員　50名

集中講座に参加する中間管理層の
介護職員　54名

No22 外国人介護職受入支援事業
外国人介護職受入のための諸制度の周知と受入実績のあ
る介護事業所の対応実例を紹介するセミナー及び勉強会の
開催等

1,290 セミナー・勉強会参加者　50名 セミナー・勉強会参加者　50名
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令和元年度計画事業の事後評価（介護分） 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業

事業名 【No.１（介護分）】

社会福祉施設整備補助事業費（老人福祉施設）

【総事業費】

239,292 千円

事業の対象

となる区域

村山区域・最上区域・置賜区域・庄内区域

事業の実施

主体

山形県

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日

□継続 ／  終了

背景にある

医療・介護ニ

ーズ

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：特別養護老人ホームの入所申込者数 ▲300 人 

（平成 29 年度 → 平成 31 年度）H29(6,842)→H31(6,375)→R2(6,115) 

事業の内容

（当初計画）

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。 

整備予定施設等 

地域密着型特別養護老人ホーム           87 床（３カ所）

小規模多機能型居宅介護事業所          83 人／月分（３カ所） 

 認知症グループホーム               45 人(４カ所)

 介護予防拠点               １カ所

 訪問看護ステーション（大規模化・サテライト型） ３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既存の特別養護老人ホームにおける入居者のプライバシーに配慮

した改修に対する助成を行う。 

 ④新型コロナウイルス感染症対策の衛生用品として消毒用エタノー

ルを購入し、当該衛生用品が不足する介護施設・事業所に配布する。

アウトプッ

ト指標

（当初の目

標値）

 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。 

整備予定施設等 

 介護医療院               16床（1カ所） 

 地域密着型特別養護老人ホーム      29床（1カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所      29人/月分（1カ所） 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所    29人/月分（1カ所） 

 認知症高齢者グループホーム           54人(3カ所) 

 介護予防拠点               1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。 

アウトプッ

ト指標

（達成値）

・介護医療院 18床（1カ所）→28床(2カ所)

・地域密着型介護老人福祉施設 1,505床（55カ所）→1,505床(55カ所)

・小規模多機能型居宅介護事業所3,224人/月分（125カ所） 
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資料４－４ 参考資料 

→3,269人/月（127カ所） 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 137人/月分（5カ所） 

→166人/月（6カ所） 

・認知症高齢者グループホーム2,334人(140カ所）→2,388人(142カ所) 

・介護予防拠点   1,288カ所→  1,665カ所 

・消毒用エタノールが不足する介護施設への配付数量 211 →211 

事業の有効

性・効率性

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：

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

業所を合計した利用定員総数 3,361 人/月から 3,435 人/月に増加

（１）事業の有効性

地域密着型サービス施設等の整備により各区域内の介護サービス

提供体制の充実が図られた。

新型コロナウイルス感染症の発生する中で、安全なサービス提供

に繋がった。

（２）事業の効率性

   入札・契約等の手続について市町村が関与し、確立された手法を

紹介しながら施設整備や開設準備を行うことにより、執行の効率化

が図られた。

   市場で調達することが困難であった消毒用エタノールを県が一

括購入することにより、迅速な対応に繋がった。

その他 新型コロナウイルス感染症対策 347 千円
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２（介護分）】 

 介護人材確保対策連携協働推進事業 

【総事業費】 

309 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日 

 継続 ／ □終了 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

高齢化の進展による、介護サービスの需要拡大に伴い介護人

材を安定的に確保するための基盤整備 

アウトカム指標値：関係機関の連携・協働による介護現場の解

決に向けた取組みの強化 

事業の内容 

（当初計画） 

①介護人材確保対策を推進するため、関係機関・団体等と役

割分担及び連携・協働を行う推進会議を運営する。 

②介護職員が長く働きつづけていくために必要な取組みにつ

いて討議する分科会 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

○推進会議２回／年、分科会３回開催 

アウトプット指標 

（達成値） 

○推進会議２回／年（１回は書面開催）、分科会３回開催 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：関係機関の連携・協

働による介護現場の解決に向けた取組みの強化 

観察できなかった 

観察できた →指標値： 

（１）事業の有効性 

養成・教育機関、介護施設・事業所、関係団体等の連携協

働により、介護職員をサポートする事業を総合的かつ一体的

に実施し、介護職員が安心して介護業務に従事できる体制の

構築が図られてきた。

（２）事業の効率性 

  地域の多様な関係主体との連携を図ることにより、様々

な立場から事業の効果の検証を行い、施策の充実・改善へ繋

げることができた。 

その他 今後、より効果的な事業を実施するため、具体的な方策につ

いて、引き続き分科会を開催し、介護現場の課題解決に向けた

取組みを実施していく。
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３（介護分）】 

 介護のお仕事プロモーション事業 

【総事業費】

6,009 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（介護サービス事業者団体、職能団体、社会福祉法人、

市町村等への助成） 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日 

 継続 ／ □終了 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

高齢化の進展による、介護サービスの需要拡大に伴い介護人

材を安定的に確保するための介護の仕事への理解促進 

アウトカム指標値：県内養成施設卒業者の県内施設等への就

職率 85％  

事業の内容 

（当初計画） 

①介護業務に興味を持つ人や就業希望者に対する介護現場体 

 験 

②若年層に対する介護及び介護職の情報発信 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

介護及び介護職に対する理解促進、興味関心の向上に取組む

団体の数 ６ 

アウトプット指標 

（達成値） 

介護及び介護職に対する理解促進、興味関心の向上に取組む

団体の数 ７ 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：82.5％ 

観察できなかった 

観察できた →指標値： 

（１）事業の有効性 

市町村による広域的な事業展開及び民間団体の独自のネ

ットワークによる事業展開により、小学生～高校生、教員、

保護者に対し、介護に興味がない若年層を含めて、介護職を

PR することができた。

（２）事業の効率性 

  民間団体の企画提案による事業実施をすることで、コス

トパフォーマンスの高い事業を採択することができた。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４（介護分）】 

 介護職員初任者研修受講支援事業 

【総事業費】

1,207 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日 

 継続 ／ □終了 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

高齢化の進展による、介護サービスの需要拡大に伴い介護人

材を安定的に確保するための支援 

アウトカム指標値：介護職員の離職率 10％未満 

事業の内容 

（当初計画） 

介護事業所が所属する初任段階の介護職員を、介護職員初任

者研修へ参加させるために負担する受講料に対する助成 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

初任者研修受講費用助成人数 20 人 

アウトプット指標 

（達成値） 

初任者研修受講費用助成人数 17 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：12.6％ 

観察できなかった 

観察できた →指標値： 

（１）事業の有効性 

資格を持たずに介護現場で働いている経験の浅い職員に

対して、「介護職員初任者研修」の受講を支援し、介護の知

識・技能の向上により仕事に対するモチベーションを高め、

離職の防止・職場定着につなげている。

（２）事業の効率性 

経験が浅く資格を持たない職員は、知識・技術が不足し、

仕事に対するモチベーションが維持できずに離職する場合

が多いため、当事業の実施により県全体として効率的な離職

の防止・職場定着が図られている。

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５（介護分）】 

 介護職員相談窓口委託事業 

【総事業費】

1,851 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（社会福祉法人山形県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日 

 継続 ／ □終了 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

高齢化の進展による、介護サービスの需要拡大に伴い介護人

材を安定的に確保するための支援 

アウトカム指標値：介護職員等の離職率 10％未満 

事業の内容 

（当初計画） 

介護職員相談窓口を業務委託により設置する。受託者は下記の相談

方法による相談を受けるとともに、内容等により他の相談窓口を紹介

する。 

①窓口による相談：週１日以上、窓口に相談員（社会福祉士や産業カ

ウンセラーなどの有資格者）を配置し、相談に対応する。 

②電話による相談：週５日の平日。相談員が携帯電話等で対応する。 

③電子メールによる相談：２４時間対応 

④出張相談：必要に応じて、出張による相談を行う。 

⑤専門家による相談：必要に応じて、弁護士や社会保険労務士、心理カ

ウンセラーなどの専門家による相談を行う。

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

介護職員相談窓口における相談件数 100 件 

アウトプット指標 

（達成値） 

窓口相談 97 回（窓口 15 件、電話 75 件、メール７件）、出張

相談 19 回、専門家派遣０回 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：12.6％ 

観察できなかった 観察できた →指標値： 

（１）事業の有効性 

介護の就労に関する相談において、社会福祉士やキャリ

アコンサルタント等の専門職種の相談員の傾聴・助言によ

り、相談者が現職場での就労を継続あるいは新しい職場に

転職するなど、離職防止につながった。 

（２）事業の効率性 

   専門職種の多い山形県社会福祉協議会に委託すること

で、新たな人員の雇用等をせずに、県社協の経験豊富な人

材の活用により円滑な事業実施ができた。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№６（介護分）】 

 若手介護職員交流促進事業 

【総事業費】

770 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（プロポーザル方式による委託） 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

少子高齢化が進展する中での、 介護サービスの量的拡大に伴

う介護人材の確保 

アウトカム指標値：介護職員等の離職率 10％未満 

事業の内容 

（当初計画） 

介護サービス事業所・施設の若手介護職員（概ね入職３年

未満）が一堂に会し、法人や施設等の枠を超えた交流（職員

同士のネットワークづくり）を図るための交流会を実施。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

〇交流会参加者 80 名 

アウトプット指標 

（達成値） 

〇交流会参加者 27 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：12.6％ 

観察できなかった 

観察できた→指標値： 

（１）事業の有効性 

介護職に就いてから３年未満での離職率が高いため、経

験年数が概ね３年未満の若手介護職員を対象に交流会を

開催した。職員同士の横のネットワークが作られ、介護職

の魅力を再認識してもらい、離職防止につながった事業で

あった。

（２）事業の効率性 

  法人や施設等の枠を超えた交流の場が自主的に設けら

れる機会がないため、県内の若手介護職員が一堂に介す

る場となり、各々のモチベーションの向上につながる事

業となった。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.７（介護分）】

 福祉人材確保緊急支援事業

（福祉人材マッチング機能強化事業）

【総事業費】

8,648 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域

事業の実施主体 山形県（山形県社会福祉協議会へ委託）

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある

医療・介護ニーズ

福祉・介護分野においては、個々の事業所の実情がわかりにく

いこと、小規模事業所が多いことなどから、求職者が自分にふ

さわしい職場をみつけにくい状況にある。このため、山形県福

祉人材センターにキャリア支援専門員を配置し、個々の求職

者にふさわしい職場を開拓するとともに、働きやすい職場づ

くりに向けた指導・助言を行い、円滑な就労・定着を支援する。

アウトカム指標値：紹介就職人数

事業の内容

（当初計画）

山形県福祉人材センターへのキャリア支援専門員２名配置に

よる県内ハローワーク巡回相談（個別形式・ミニ講座形式

（特別講師併用））、施設・事業所の巡回訪問、講師派遣によ

る事業所内研修

アウトプット指標

（当初の目標値）

・ハローワーク巡回相談 122 回開催、相談 325 件（Ｈ30 実績）

以上 

・事業所内研修講師派 20 回、就職面談会２回以上 

アウトプット指標

（達成値）

・ハローワーク巡回相談 122 回開催、相談 353 件 

・事業所内研修講師派遣 20 回、就職面接会３回

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：

観察できなかった

観察できた →指標値：紹介就職人数平成 31 年度 175 人
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（１）事業の有効性

 ハローワーク巡回相談及び事業所訪問を行いこれまで福祉

人材センターを利用していなかった求人及び求職者をセンタ

ーの利用に結びつけることにより、求職者一人一人と面談し、

就職を希望する事業所の事前見学を行うなどきめ細かいサポ

ートを行うことが出来ている。適切なマッチングを行うこと

により、紹介した人材について事業所からの評価も得ている。

 職場内研修講師派遣では、要望の多い「メンタルヘルス支

援」「職場内コミュニケーション」について研修を行うことに

より、職場環境の改善による就労者の定着につなげている。

（２）事業の効率性

 小規模事業所等では求人や研修を自ら実施することが困難

であり、当事業の実施により県全体として効率的な人材確保、

人材育成が図られている。

その他
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№８（介護分）】 

 介護の入門的研修事業 

【総事業費】

5,130 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 県（公益財団法人介護労働安定センター山形支所へ委託） 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

少子高齢化が進展する中での、 介護サービスの量的拡大に伴

う介護人材の確保 

アウトカム指標値：介護職員等の離職率 10％未満 

事業の内容 

（当初計画） 

介護現場での就労を希望する高齢者、主婦及び在日外国人を

対象に介護アシスタントとして就労を前提に研修を実施 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

就労者 20 名 

アウトプット指標 

（達成値） 

就労者 14 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：12.6％ 

観察できなかった 

観察できた →指標値： 

（１）事業の有効性 

研修受講後、研修受入先の介護施設（８施設）に計 14 名

が介護アシスタント等として就労し、介護人材のすそ野の拡

大に繋がった。 

（２）事業の効率性 

介護アシスタントを受け入れる施設において、介護職員

でなければできない専門的業務と、介護アシスタントでも

可能な業務に振り分けがなされ、介護職員が行う業務の見

直しが行われた。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.９（介護分）】 

 介護支援専門員資質向上事業 

（介護支援専門員指導者研修等への派遣）

【総事業費】

63 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築のために中核的な役割を担う介

護支援専門員の資質向上において、介護支援専門員に対する

適正でより効果的な法定研修の実施が求められている。 

アウトカム指標値：各専門研修の講師打ち合わせにおける伝

達講習等の実施 

事業の内容 

（当初計画） 

介護支援専門員の法定研修の講師の質の確保・向上のため、

厚生労働省等が開催する指導者向け研修等に、研修講師を派

遣する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

厚生労働省等が実施する各種研修への講師の派遣 ５名 

アウトプット指標 

（達成値） 

厚生労働省等が実施する各種研修への講師の派遣 ０名 

（新型コロナウイルス感染症のため、予定した研修が中止） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：実績なし 

観察できなかった 

観察できた →指標値：  

（１） 事業の有効性 

厚生労働省では、介護支援専門員の資質向上のための研

修等を毎年企画しており、研修企画に必要な最新の情報や、

全国の動向を把握することができるため、有効である。 

（２） 事業の効率性 

  介護支援専門員の研修企画に携わる中心的な講師を派遣

することで、各専門研修の打合せ等を通して他の指導者へ

の情報伝達がスムーズに行われる。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10（介護分）】 

介護支援専門員資質向上事業 

（専門研修課程Ⅰ・更新研修の実施） 

【総事業費】

6,082千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（山形県介護支援専門員協会、山形県老人福祉施設協議

会へ委託） 

事業の期間 平成 28 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの中で医療職をはじめとする多職種と

連携・協働しながら、自立支援に資するケアマネジメントを実

践できる専門職の養成が求められている。 

アウトカム指標値：基本的な援助技術を習得した介護支援専

門員の増加 

事業の内容 

（当初計画） 

就業後 6か月以上、または介護支援専門員証の有効期間が１

年以内に満了する介護支援専門員を対象に法定研修を実施

し、専門知識、技能の向上を図る。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

〇研修修了者 177 人 

アウトプット指標 

（達成値） 

〇研修修了者 174 人 

（※受講者数のうち修了に至った者を計上） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた→ 指標値：受講生の自己評価による単元修得度 

評価１（全くできない）と評価２（ほとんどできない）の総

合割合：受講前 64.8％ → 受講後 17.2％ 

（１）事業の有効性 

介護支援専門員として就業後 6 か月程度が経過した時期

に行う研修であるため、実務に従事する中で生じた疑問や悩

みを解消し、専門的な視点を獲得するために有効である。 

（２）事業の効率性 

専門研修と更新研修を兼ねるため、受講者の負担を最低限

に抑えた形で資質向上を図ることができる。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11（介護分）】 

介護支援専門員資質向上事業 

（専門研修課程Ⅱ・更新研修の実施） 

【総事業費】

10,435千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（山形県介護支援専門員協会、山形県老人福祉施設協議

会へ委託） 

事業の期間 平成 28 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの中で医療職をはじめとする多職種と

連携・協働しながら、自立支援に資するケアマネジメントを実

践できる専門職の養成が求められている。 

アウトカム指標値：専門的な援助技術を習得した介護支援専

門員の増加 

事業の内容 

（当初計画） 

就業後 3年以上、または介護支援専門員証の有効期間が 1 年

以内に満了する介護支援専門員を対象に法定研修を実施し、

専門知識、技能の向上を図る。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

○研修修了者 423 人 

アウトプット指標 

（達成値） 

○研修修了者 498 人 

（※受講者数のうち修了に至った者を計上） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた → 指標値：受講生の自己評価による単元修得度

評価１（全くできない）と評価２（ほとんどできない）の

総合割合：受講前 62.9％ → 受講後 23.0％ 

（１）事業の有効性 

実務に従事する介護支援専門員証の更新、資格維持に必須

の研修であるため、基礎知識の確認や新たな技能の習得を通

して専門性の確立に役立てることができる。 

（２）事業の効率性 

  専門研修と更新研修を兼ねるため、受講者の負担を最低

限に抑えた形で資質向上を図ることができる。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12（介護分）】 

介護支援専門員資質向上事業 

（主任介護支援専門員の養成） 

【総事業費】

4,952千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（山形県介護支援専門員協会、山形県老人福祉施設協議

会へ委託） 

事業の期間 平成 28 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの中で医療職をはじめとする多職種と

連携・協働しながら、自立支援に資するケアマネジメントを実

践できる専門職の養成が求められている。 

アウトカム指標値：高度に専門的な援助技術を習得した介護

支援専門員の増加 

事業の内容 

（当初計画） 

専任の介護支援専門員の実務期間が 5 年以上の者等を対象に

主任介護支援専門員を養成するための法定研修を実施する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

○研修修了者 80 人 

アウトプット指標 

（達成値） 

○研修修了者 96 人 

（※受講者数のうち修了に至った者を計上） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：高度に専門的な援

助技術を習得した介護支援専門員の数 

観察できなかった 

観察できた → 指標値：前年より 96 人増加 

（１）事業の有効性 

主任介護支援専門員が増加することにより、介護支援専門

員が質の高いケアマネジメントを目指す上で、指導的役割を

担う者が増えるため、人材育成を図ることができる。 

（２）事業の効率性 

  主任介護支援専門員の増加により、介護支援専門員の研

修講師の候補者を数多く確保することができる。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13（介護分）】 

 介護支援専門員資質向上事業 

（主任介護支援専門員更新研修の実施） 

【総事業費】

3,237 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの中で医療職をはじめとする多職種と

連携・協働しながら、自立支援に資するケアマネジメントと人

材育成の実践を通じて、地域づくりに貢献できる専門職の養

成が求められている。 

アウトカム指標値：高度に専門的な援助技術を有する主任介

護支援専門員のスキルの維持向上。 

事業の内容 

（当初計画） 

主任介護支援専門員研修修了証の有効期限が概ね２年以内に

満了する者を対象に、更新のための法定研修を実施する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

○研修修了者数 117 人 

アウトプット指標 

（達成値） 

○研修修了者数 96 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた  

→指標値：受講者の自己評価による単元修得度（総合） 

評価１（全くできない）と２（ほとんどできない）の割合：

  受講前 40.0％ → 受講後 10.1％ 

（１） 事業の有効性 

主任介護支援専門員資格の維持、更新に必須の研修である

ため、より高度な専門性の獲得に役立てることができる。 

（２） 事業の効率性 

  主任介護支援専門員更新研修を受講し、主任資格を更新

することで、ベースとなる介護支援専門員資格の更新を兼

ねることができるため、効率的といえる。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14（介護分）】 

 介護支援専門員資質向上事業 

（介護支援専門員研修向上会議） 

【総事業費】

137 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの中で医療職をはじめとする多職種と

連携・協働しながら、自立支援に資するケアマネジメントと人

材育成の実践を通じて、地域づくりに貢献できる専門職の養

成が求められている。 

アウトカム指標値：介護支援専門員の研修向上のための PDCA

サイクルが構築される。 

事業の内容 

（当初計画） 

介護支援専門員の法定研修の適正な実施のため、県担当、研

修実施機関、研修の講師等を構成員とした、研修の評価検討

を行う会議を実施。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

会議の実施 年２回 

アウトプット指標 

（達成値） 

会議の実施 本会議を１回開催。 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた →指標値：有識者や関係団体の代表者で法定研

修における課題について認識の共有化が図られた。検討

結果は令和２年度の研修手法に反映され、研修運営方法

の改善につながった。 

（１） 事業の有効性 

本会議の設置により、国のガイドラインに沿った講義、実

習などが実践されているか、介護支援専門員の法定研修の平

準化に向けた取組みとなっているか、評価の機会を得ること

で、適正な研修体系の確立に有効と考えられる。 

（２） 事業の効率性 

  研修体系の評価とフィードバックのサイクルが確立する

ことによって、効率的な研修事業評価ができる。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.15（介護分）】 

 介護支援専門員資質向上事業 

（主任介護支援専門員研修向上会議） 

【総事業費】

370 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの中で医療職をはじめとする多職種と

連携・協働しながら、自立支援に資するケアマネジメントと人

材育成の実践を通じて、地域づくりに貢献できる専門職の養

成が求められている。 

アウトカム指標値：主任介護支援専門員研修の質の向上が図

られる。 

事業の内容 

（当初計画） 

主任介護支援専門員の法定研修の適正な実施のため、研修内

容の評価を行うとともに、研修講師、ファシリテーターを養

成する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

○研修講師、ファシリテーター養成研修修了者 30 名 

アウトプット指標 

（達成値） 

○研修講師、ファシリテーター養成研修修了者 24 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた  

→指標値：研修講師、ファシリテーターの増加；24 名養成 

（１） 事業の有効性 

専門的な研修を受講した研修講師、ファシリテーターを養

成することにより、質の高い研修実施が可能となる。 

（２） 事業の効率性 

  県独自に研修講師、ファシリテーターを養成することに

より、本県の目指す介護支援専門員研修のあり方を理解し

た講師等を効率的に養成することができる。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.16（介護分）】 

 福祉人材確保緊急支援事業 

（離職介護人材の再就職促進事業） 

【総事業費】

4,074 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域

事業の実施主体 山形県（山形県社会福祉協議会へ委託）

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある

医療・介護ニーズ

介護人材が不足する中、介護福祉士のうち介護職として従事

していない者は４割以上となっており、活用が課題となって

いる。社会福祉法改正により離職した介護福祉士等が都道府

県福祉人材センターへ氏名、住所等を届け出ることが努力義

務化されたことに伴い、届出制度の活用及び関連事業との連

携により離職した介護人材の再就業を促進し、介護現場での

即戦力となる人材を確保する。

アウトカム指標値：届出システムの登録数、登録者の再就業数

事業の内容

（当初計画）

山形県福祉人材センターに専任職員１名を配置し、届出制度

の周知啓発、届出システムの運用、届出者への情報提供、就

職面接会等を実施

アウトプット指標

（当初の目標値）

・制度周知のための関係事業所等訪問、啓発資材送付先数 

512 先（H30 実績）以上 

・就職面接会、施設見学会の開催回数 85 回（H30 実績）以上

アウトプット指標

（達成値）

・制度周知のための関係事業所等訪問、啓発資材送付先数 

514 先 

・就職面接会、施設見学会の開催回数 55 回

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

観察できた →指標値： 

・届出システムの登録数 404 名（令和２年３月

末現在累計）※平成 31 年度 166 名 

・登録者の再就業数 68 名（令和２年３月末現

在累計）
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（１）事業の有効性

 制度について啓発することで届出を促し、離職した介護人

材の所在等を把握するとともに、就職支援のための施設見学

会・就職面接会を実施し、介護現場から離れていたことへの不

安感を払拭すること等に配慮したフォローアップ的支援を行

い、介護現場での即戦力となる人材の確保につなげている。

（２）事業の効率性

届出システムを活用することにより、登録者へ継続的な情

報提供の効率化が図られている。

その他

-19-

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17（介護分）】 

地域包括ケアシステム構築に資する人材育

成・資質向上事業 

【総事業費】

6,604 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県(一部を（公益）山形県看護協会及びプロポーザル方式

による委託) 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

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： 

① 地域包括ケアシステム構築に向けた取組を支援し、高齢

者のＱＯＬを向上 

② 高齢者の自立支援に資する地域ケア会議の開催の普及、

地域で暮らす高齢者の生活支援の担い手の人材養成及び地

域資源をコーディネートする地域包括支援センター職員の

資質向上に向けた研修会の開催を通じて、県内の地域包括

ケアシステム構築を促進する。

③ 自立支援型ケアマネジメントに資する地域ケア会議開催

市町村 35 市町村 

④ 県内地域包括支援センター向け研修会の開催 ２回

⑤ 生活支援等担い手研修会の開催 ２地域 

事業の内容 

（当初計画） 

① 自立支援型ケアマネジメントに向けた市町村支援事業・

地域ケア会議調整会議 

② 地域ケア会議助言者スキルアップ研修事業 

③ 地域ケア会議コーディネーター養成研修 

④ 自立支援型サービス提供事業所創出モデル事業 

⑤ 地域包括支援センター職員研修事業 

⑥ 生活支援サービスの担い手の養成 

⑦ 生活支援コーディネーター養成事業 

⑧ 在宅医療介護連携市町村支援事業 

⑨ 訪問看護サービス提供体制整備事業 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

市町村開催の地域ケア会議への専門職派遣調整数 延 1,500

名 

アウトプット指標 

（達成値） 

市町村開催の地域ケア会議への専門職派遣調整数 延 1,735

名 
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事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった  

観察できた   → 指標値： 

○ 自立支援型ケアマネジメントに資する地域ケア会議開催

市町村 35 市町村 

○ 県内地域包括支援センター向け研修会の開催 ２回

○ 生活支援等担い手研修会の開催 ２地域 

（１）事業の有効性 

高齢者のＱＯＬの向上を図ることを目的としたケアマネ

ジメントの実践を促すことで、県内の地域包括ケアシステム

の構築に資するものと考える。 

（２）事業の効率性 

全市町村での自立支援型地域ケア会議の開催や地域包括

ケアシステム構築に必要な人材の養成を当事業で行うこと

により、県内の地域包括ケアシステム構築の促進が図られ

た。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.18（介護分）】 

地域包括ケアシステム構築に資する人材育

成・資質向上事業 

【総事業費】

23,261 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県(一部を（公益）山形県看護協会及びプロポーザル方式

による委託) 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

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： 

① 地域包括ケアシステム構築に向けた取組を支援し、高齢

者のＱＯＬを向上 

② 高齢者の自立支援に資する地域ケア会議の開催の普及、

地域で暮らす高齢者の生活支援の担い手の人材養成及び地

域資源をコーディネートする地域包括支援センター職員の

資質向上に向けた研修会の開催を通じて、県内の地域包括

ケアシステム構築を促進する。

③ 自立支援型ケアマネジメントに資する地域ケア会議開催

市町村 35 市町村 

④ 県内地域包括支援センター向け研修会の開催 ２回

⑤ 生活支援等担い手研修会の開催 ２地域 

事業の内容 

（当初計画） 

① 自立支援型ケアマネジメントに向けた市町村支援事業・

地域ケア会議調整会議 

② 地域ケア会議助言者スキルアップ研修事業 

③ 地域ケア会議コーディネーター養成研修 

④ 自立支援型サービス提供事業所創出モデル事業 

⑤ 地域包括支援センター職員研修事業 

⑥ 生活支援サービスの担い手の養成 

⑦ 生活支援コーディネーター養成事業 

⑧ 在宅医療介護連携市町村支援事業 

⑨ 訪問看護サービス提供体制整備事業 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

市町村開催の地域ケア会議への専門職派遣調整数 延 1,500

名 

アウトプット指標 

（達成値） 

市町村開催の地域ケア会議への専門職派遣調整数 延 1,735

名 
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事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった  

観察できた   → 指標値： 

○ 自立支援型ケアマネジメントに資する地域ケア会議開催

市町村 35 市町村 

○ 県内地域包括支援センター向け研修会の開催 ２回

○ 生活支援等担い手研修会の開催 ２地域 

（１）事業の有効性 

高齢者のＱＯＬの向上を図ることを目的としたケアマネ

ジメントの実践を促すことで、県内の地域包括ケアシステム

の構築に資するものと考える。 

（２）事業の効率性 

全市町村での自立支援型地域ケア会議の開催や地域包括

ケアシステム構築に必要な人材の養成を当事業で行うこと

により、県内の地域包括ケアシステム構築の促進が図られ

た。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.19（介護分）】 

地域包括ケア総合推進センター運営事業 

【総事業費】

11,975 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（山形県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

要介護、要支援者に対して自立支援につながるケアマネジメ

ントに資する地域ケア会議開催のための専門職の確保は、市

町村単位では困難 

アウトカム指標：専門職参加による地域ケア会議開催 35 市町

村 

事業の内容 

（当初計画） 

①市町村で開催する地域ケア会議への専門職派遣調整 

②市町村で開催する地域ケア会議へ指導者を派遣し実地指導

を実施 

③地域ケア会議開催のための各種研修の開催 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

市町村開催の地域ケア会議への専門職派遣調整数 延 1,500

名 

アウトプット指標 

（達成値） 

市町村開催の地域ケア会議への専門職派遣調整数 延 1,735

名 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：  

観察できなかった  

観察できた   → 指標値： 

○専門職参加による地域ケア会議開催 35 市町村 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、市町村単位では確保困難な専門職が

派遣されており、自立支援につながるケアマネジメントの実

施に資しているものと考える。 

（２）事業の効率性 

  本事業の実施により、専門職派遣の窓口及び各種研修の

実施主体が一本化されたことにより効率的な事業執行がで

きているものと考える。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№20（介護分）】 

脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究に基づく介

護予防の推進に資する指導者育成事業 

【総事業費】 

4,807 千円

事業の対象となる

区域 

村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（山形大学医学部附属病院へ委託） 

事業の期間 平成 29 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

脳血管疾患や心筋梗塞の発症をきっかけに要介護状態となるこ

とが多いため、地域包括ケアシステムを推進していく上で発症原

因や予後状況等の情報の集積・分析等は非常に重要である。地域

包括ケアシステムと連携し、医学的管理上の留意事項や、地域特

性や性差等の分析研究結果を活用し、介護予防や重症化予防を図

る必要がある。 

アウトカム指標値：介護予防について医学的見地に基づく専門知

識を持つ人材を養成し、要介護者の減少や重症化の減少を図る。 

事業の内容 

（当初計画） 

年齢や性差、季節などの影響調査や、地域比較調査を行い、死

亡原因の究明や発症の予防、要介護状態の軽減・悪化予防に資

する資料を集積し、ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ等を対象に、分析評価結

果に基づく脳血管疾患及び心筋梗塞の医学的管理や、地域特性

や性差等について学ぶ研修会を開催する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

研修会開催 ６回 

アウトプット指標 

（達成値） 

研修会開催 ０回 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった    

観察できた →指標値： 

（１）事業の有効性 

 高齢化社会の脳卒中の現状をテーマとした研修会の開催に向

けて、山形大学医学部と調整を進めていたが、新型コロナウイ

ルス感染症の流行状況を鑑み中止となった。しかしながら疾患

基礎データの集積と分析は着実に進められており、より正確な

疾患の発生状況等について安定した統計資料を得られている。

今後、オンライン研修会等を開催するにあたり、予防や治療の

最新情報はすぐに現場で活かせるものが多く、要介護者の減少
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や重症化の減少につながっていくものと期待できる。 

（２）事業の効率性 

 今後も山形大学医学部と連携を図り、最新治療の情報などニ

ーズの高い情報の提供を行っていく。研修会の開催にあたって

は、OT、PT、ST、歯科衛生士、薬剤師、看護師等の職種による

ニーズを把握して、合同開催が可能であれば対応していく。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№21（介護分）】 

次世代介護リーダー育成事業 

【総事業費】 

1,161 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（（公財）介護労働安定センター山形支所へ委託） 

事業の期間 平成 30 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了

背景にある 

医療・介護ニーズ 

高齢化の進展による、介護サービスの需要拡大に伴い介護人

材を安定的に確保するための雇用環境の改善 

アウトカム指標値：介護職員等の離職率 10％未満 

事業の内容 

（当初計画） 

①若手の中間管理層や現経営者を対象に、経営参画のための

啓発セミナーを開催する。 

②中間管理層を対象に、次期管理者候補として必要な知識を

取得するための集中講座を開催する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

集中講座に参加する中間管理層の介護職員 50 名 

アウトプット指標 

（達成値） 

集中講座に参加する中間管理層の介護職員 54 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：12.6％ 

観察できなかった  

観察できた →指標値： 

（１）事業の有効性 

雇用・経営管理、また、人材育成に対する認識を深めるこ

とにより、各事業所の経営を安定させ、介護職員の離職防

止・定着に繋がっている。 

（２）事業の効率性 

集中講座の全講座にグループワークが企画されており、

他事業所の職員と情報交換をしながら効率的に実施され

た。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№22（介護分）】 

外国人介護職受入支援事業 

【総事業費】 

1,290 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県（山形県老人福祉施設協議会へ委託） 

事業の期間 平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

高齢化の進展による、介護人材不足が見込まれる中、安定的

に人材を確保するために外国人人材の受入環境支援 

アウトカム指標値：介護職員の離職率 10％未満 

事業の内容 

（当初計画） 

①外国人介護職受入のための諸制度の周知と受入実績のある

介護事業所の対応実例を紹介するためのセミナーの開催。 

②受入を希望する事業所を対象に、具体的な受入れ方法や費

用等についての勉強会を開催。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

セミナー・勉強会参加者 50 名 

アウトプット指標 

（達成値） 

セミナー・勉強会参加者 50 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：12.6％ 

観察できなかった 

観察できた →指標値： 

（１）事業の有効性 

制度や受入れに対する事業所の理解促進及び体制づくり

に必要な情報提供を実施している。 

（２）事業の効率性 

事業所側は、外国人受入れに対する不安等があり、すで

に受入れ体制が進んでいる事業所の話を聞くことで理解を

深めている。 

その他 



山形県アルコール健康障害対策推進計画における 

取組みについて（概要） 

１ 趣旨 

  ○ 本計画は、「アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年６月施行）」及び「ア

ルコール健康障害対策推進基本計画（平成 28 年５月策定）」を受け、本県に

おけるアルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 31

年４月に策定したもの。 

 ＜計画概要＞ 

・計画期間 令和元年度から令和５年度までの５年間 

  ・基本方針 「Ⅰ発生の予防」「Ⅱ進行の抑制」「Ⅲ再発の防止」の各段階に応

じて４つの基本方針を設定 

  ・重点課題（各重点課題について数値目標を設定） 

（１）飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコ

ール健康障害の発生を予防する 

  ① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 

  ② 20 歳未満の者の飲酒割合 

  ③ 妊娠中の女性の飲酒割合 

  ④ 節度ある飲酒量の認知割合 

（２）アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る

切れ目のない支援体制を整備する 

   ① 国の要綱によるアルコール健康障害に関する相談拠点の設置 

   ② アルコール依存症の専門外来を設置する医療機関数 

     ③ 国の要綱によるアルコール依存症に対する適切な医療を提供できる

専門医療機関の選定 

・基本的施策 「Ⅰ発生の予防」「Ⅱ進行の抑制」「Ⅲ再発の防止」「Ⅳ基盤整備」 

２ 令和元年度の主な取組み、評価及び今後の推進方向 

  ⇒ 資料５－２～３のとおり 

資料５－１ 



計画策定時
現状値

年度 直近値 年度 目標値 年度 備考

1　飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防する

男性 18.2% H28 ― ― 13.0% R4

女性 8.0% H28 ― ― 6.4% R4

高校３年生の男子 ― ― ― ― 0% R4

高校３年生の女子 ― ― ― ― 0% R4

0.6% H28 0.7% H29 0% R4

55.8% H28 ― ― 100% R4

２　アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制を整備する

― ― 0機関 R1 1機関 R5
R2.4.1から県精神保健
福祉センターに設置

7機関 H30 7機関 R1 10機関 R5

若宮病院、かみのやま
病院、秋野病院、佐藤
病院、山容病院、米沢
こころの病院、三川病
院

― ― 6機関 R1 1機関以上 R5

山形さくら町病院、若
宮病院、かみのやま病
院、秋野病院、佐藤病
院、山容病院

③国の要綱によるアルコール依存症に対する適切な医療を提供できる専門医療機関の
選定

項　　　　　　　　　　　目

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割
合

山形県アルコール健康障害対策推進計画　重点課題に対応する評価指標の進捗状況

②20歳未満の者の飲酒割合

③妊娠中の女性の飲酒割合

④節度ある飲酒量の認知割合

①国の要綱によるアルコール健康障害に関する相談拠点の設置

②アルコール依存症の専門外来を設置する医療機関数

資料５－２



・基本的施策 （単位：千円）

学校教育において、飲酒が心身に及ぼす影響
等を正しく理解させ、適切な意思決定や行動
選択ができる判断力と態度を育成。

教育庁スポーツ
保健課

①子どもの健康づくり連携事
業費（生命をつなぐ教育関
係）
②薬物乱用防止教育推進事
業費

①専門的立場である医師を学校に派遣し講
演や研修会を実施することで、児童生徒が
自分自身の健康課題解決のための学びを
深める機会をつくる。また、学校と関係機関
や保護者との連携を推進する。
②本県における喫煙・飲酒・薬物乱用防止
教育の効果的な指導方法等の検討・実施の
取組みに対して支援を行い、薬物乱用防止
教育等を推進する。

①専門医を県内４０校に派遣し、児童生徒が自分自身の健康課
題解決のための学びを深める機会の創出を支援した。

②１）喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の在り方などを検討する
協議会を7月と1月に実施。２）教職員、警察、地域指導員、保健
部局職員等の指導力向上を目的とした研修会を12月に開催し、
約90名が参加。３）モデル校（高等学校2校）による実践研究。

・引き続き、医師や関係機関と連携し、学校教育
における児童生徒の飲酒に係る適切な意思決
定や行動選択ができる判断力と態度の育成を
支援、推進していく。

①876
②165

①925
②358

学校における飲酒に関する教育の充実を図る
ため、教職員を対象とした会議等において、飲
酒が心身に及ぼす影響や相談窓口等につい
て周知。

教育庁スポーツ
保健課

・薬物乱用防止教育推進事
業費（再掲）

・本県における喫煙・飲酒・薬物乱用防止教
育の効果的な指導方法等の検討・実施の取
組みに対して支援を行い、薬物乱用防止教
育等を推進する。

・教職員、警察、地域指導員、保健部局職員等の指導力向上を
目的とした研修会を12月に開催し、喫煙・飲酒・薬物乱用が心
身に及ぼす影響や相談窓口等について周知を図った。

・引き続き、関係機関と連携し、学校における飲
酒に関する教育の充実を図るため、教職員を対
象とした会議等において、飲酒が心身に及ぼす
影響や相談窓口等について周知していく。

165 358

大学生、短大生について、学校と連携し20歳
未満の者の飲酒に伴うリスク及び20歳以上の
者に対する節度ある飲酒の啓発等正しい知識
の普及啓発。

健康づくり推進
課（保健所）

・出前講座等
・保健所が依頼を受けて大学等に出向き、
飲酒に関する正しい知識を含む健康関連の
普及啓発を行う。

・20歳未満の者の飲酒に伴うリスク及び20歳以上の者に対する
節度ある飲酒の理解を促進するため、保健所による出前講座
のほか、県ホームページを活用し、正しい知識の普及啓発を
図った。

・引き続き、20歳未満の者の飲酒に伴うリスク及
び20歳以上の者に対する節度ある飲酒の理解
を促進するため、保健所による出前講座のほ
か、県ホームページを活用し、正しい知識の普
及啓発を図る。

― ―

健康づくり推進
課（保健所）

・出前講座等
・保健所が依頼を受けて地域や企業に出向
き、飲酒に関する意識啓発を含む健康関連
の普及啓発を行う。

・20歳未満の者に飲酒をさせない機運の醸成を図るため、保健
所による出前講座のほか、県ホームページを活用し、正しい知
識の普及啓発を図った。

・引き続き、20歳未満の者に飲酒をさせない機
運の醸成を図るため、保健所による出前講座の
ほか、県ホームページを活用し、正しい知識の
普及啓発を図る。

― ―

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

・精神障がい者理解促進研
修・啓発事業
（R2年度から、依存症患者回
復支援事業へ組替）

・県民に対し、依存症に関する普及啓発を行
い、予防や早期治療を推進する。

・県精神保健福祉センターにおいて、依存症に関するリーフレッ
トを作成、配布し、普及啓発を行った。
・R1.11.16に開催された依存症県民フォーラムにおいて、アル
コール健康障害について普及啓発を行った。

・引き続き、県民に対し、依存症に関する普及啓
発を行い、予防や早期治療を推進する。

1,668 1,751

教育庁スポーツ
保健課

①子どもの健康づくり連携事
業費（生命をつなぐ教育関
係）
（再掲）
②薬物乱用防止教育推進事
業費
（再掲）

①専門的立場である医師を学校に派遣し講
演や研修会を実施することで、児童生徒が
自分自身の健康課題解決のための学びを
深める機会をつくる。また、学校と関係機関
や保護者との連携を推進する。
②本県における喫煙・飲酒・薬物乱用防止
教育の効果的な指導方法等の検討・実施の
取組みに対して支援を行い、薬物乱用防止
教育等を推進する。

①専門医を県内４０校に派遣し、児童生徒が自分自身の健康課
題解決のための学びを深める機会の創出を支援した。

②１）喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の在り方などを検討する
協議会を7月と1月に実施。２）教職員、警察、地域指導員、保健
部局職員等の指導力向上を目的とした研修会を12月に開催し、
約90名が参加。３）モデル校（高等学校2校）による実践研究。

・引き続き、医師や関係機関と連携し、学校教育
における児童生徒の飲酒に係る適切な意思決
定や行動選択ができる判断力と態度の育成を
支援、推進していく。

①876
②165

①925
②358

健康づくり推進
課（保健所）

・出前講座等
・保健所が依頼を受けて地域や企業に出向
き、飲酒に関する意識啓発を含む健康関連
の普及啓発を行う。

・家族がアルコール健康障害に陥ることのないよう節度ある飲
酒について、保健所による出前講座のほか、県ホームページを
活用し、正しい知識の普及啓発を図った。

・引き続き、家族がアルコール健康障害に陥る
ことのないよう節度ある飲酒について、保健所に
よる出前講座のほか、県ホームページを活用
し、正しい知識の普及啓発を図る。

― ―

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター）

・精神障がい者理解促進研
修・啓発事業
（R2年度から、依存症患者回
復支援事業へ組替）

・県民に対し、依存症に関する普及啓発を行
い、予防や早期治療を推進する。

・県精神保健福祉センターにおいて、依存症に関するリーフレッ
トを作成、配布し、普及啓発を行った。
・R1.11.16に開催された依存症県民フォーラムにおいて、アル
コール健康障害について普及啓発を行った。

・引き続き、県民に対し、依存症に関する普及啓
発を行い、予防や早期治療を推進する。

1,668 1,751

山形県アルコール健康障害対策推進計画　関連施策の取組状況

施策の展開方向（主な取組み） 担当課 事　　業　　名 事　　業　　の　　内　　容 令和元年度末の取組み状況及びその評価 改善事項及び今後の対応
令和元年度
決算額

令和２年度
予算額（当初）

Ⅰ　発生の予防

１　アルコール健康障害に関する啓発の推進

（１）学校
　小中高校及び大学・短大等における20歳未満の者の飲酒に伴うリスクの理解の促進　等

（２）家庭
　20歳未満の者の飲酒に伴うリスクを周知し、飲酒をさせないよう家庭において機運を醸成
　成人の家族についてもアルコール健康障害に陥ることのないよう、互いに配慮し合う機運を醸成　等

保護者や家庭の意識の高揚を図るなど、市町
村、学校、医療機関、その他関係団体等と連
携し、20歳未満の者に飲酒をさせない機運を
醸成するよう環境整備を実施。

家族がアルコール健康障害に陥ることのない
よう、家庭において互いに配慮し合う機運を醸
成するとともに多量飲酒等不適切な飲酒習慣
について、家族が早期に気づき改善のきっか
けとなるよう節度ある飲酒量について周知を徹
底する。

資料５－３

1



施策の展開方向（主な取組み） 担当課 事　　業　　名 事　　業　　の　　内　　容 令和元年度末の取組み状況及びその評価 改善事項及び今後の対応
令和元年度
決算額

令和２年度
予算額（当初）

県内の事業所に対し、アルコールによる健康
問題に関する情報の普及啓発の促進を図り、
過度な飲酒による生活習慣病の発症や重症
化の予防につなげる。 健康づくり推進

課（保健所）
・出前講座等
・健康経営推進事業

・保健所が依頼を受けて企業の事業所に出
向き、飲酒に関する正しい知識を含む健康
関連の普及啓発を行う。
・健康経営セミナーの開催

・過度な飲酒による生活習慣病の発症や重症化予防を促進す
るため、保健所による出前講座のほか、県ホームページを活用
し、正しい知識の普及啓発を図った。
・従業員の健康の保持・増進に対する経営者の意識改革を促す
ため、健康経営セミナーを開催した。

・引き続き、過度な飲酒による生活習慣病の発
症や重症化予防を促進するため、保健所による
出前講座のほか、県ホームページを活用し、正
しい知識の普及啓発を図る。
・引き続き、従業員の健康の保持・増進に対す
る経営者の意識改革を促すため、健康経営セミ
ナーを開催する。

70 70

職場や家庭、地域から飲酒運転者を出さない
呼びかけの徹底など県民総ぐるみによる飲酒
運転撲滅運動を年間を通じて実施。 消費生活・地域

安全課
・交通安全総合対策費 ・県民総ぐるみによる交通安全運動の展開

・職場や家庭、地域から飲酒運転者を出さない呼びかけの徹底
など、県民総ぐるみによる飲酒運転撲滅運動を年間を通じて実
施した。また、12月11日～12月20日の10日間、飲酒運転撲滅・
冬道の交通事故防止強化旬間を実施し、飲酒運転を「しない、
させない、許さない」の徹底を図った。

・引き続き、県民総ぐるみによる飲酒運転撲滅
運動を実施していく。

7,691 7,702

職場、家庭に対する飲酒運転防止の声掛けを
実施。 県警察交通企

画課
― ―

・交通安全講話において、職場、家庭において飲酒運転防止を
呼びかけるように啓発を実施した。

・引き続き、交通安全講話を通じて、職場、家庭
において飲酒運転防止を呼びかける

― ―

飲酒運転に係る刑罰・行政処分の広報を実
施。 県警察交通企

画課
― ―

・令和元年７月、飲酒運転の取締り強化に関するマスコミ広報を
実施して、新聞報道された。

・令和２年度も、飲酒運転の現状について、タイ
ムリーな広報を実施する。

― ―

健康づくり推進
課（保健所）

・出前講座等
・保健所が依頼をを受けて、地域や企業に
出向き、飲酒に関する正しい知識を含む健
康関連の普及啓発を行う。

・不適切な飲酒を防止するため、保健所による出前講座のほ
か、県ホームページを活用し、正しい知識の普及啓発を図った。

・引き続き、不適切な飲酒を防止するため、保健
所による出前講座のほか、県ホームページを活
用し、正しい知識の普及啓発を図る。

― ―

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

・精神障がい者理解促進研
修・啓発事業
（R2年度から、依存症患者回
復支援事業へ組替）

・県民に対し、依存症に関する普及啓発を行
い、予防や早期治療を推進する。

・県精神保健福祉センターにおいて、依存症に関するリーフレッ
トを作成、配布し、普及啓発を行った。
・保健所において依存症研修会を実施した。

・引き続き、県民に対し、依存症に関する普及啓
発を行い、予防や早期治療を推進する。

1,668 1,751

妊娠中及び出産後の女性の飲酒に伴うリスク
について正しい知識の普及啓発。

子ども家庭課
・妊娠・出産・子育て安心生
活応援事業費

・母子保健コーディネーターの養成

・妊娠・出産・子育て期にわたる支援を実施する子育て世代包
括支援センターに配置される母子保健コーディネーターを対象
に人材育成研修を年２回開催した。延べ115名受講し、支援体
制の強化を図った。

・引き続き、母子保健コーディネーター人材育成
研修を実施し、妊娠中及び出産後の女性の飲
酒に伴うリスクについて正しい知識の普及啓発
を図っていく。

820
の一部

1218
の一部

健康づくり推進
課（保健所）

・出前講座等
・保健所が依頼を受けて地域や企業に出向
き、飲酒に関する意識啓発をはじめとした健
康関連の普及啓発を行う。

・不適切な飲酒を防止するため、保健所による出前講座のほ
か、県ホームページを活用し、正しい知識の普及啓発を図った。

・引き続き、不適切な飲酒を防止するため、保健
所による出前講座のほか、県ホームページを活
用し、正しい知識の普及啓発を図る。

― ―

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

・精神障がい者理解促進研
修・啓発事業
（R2年度から、依存症患者回
復支援事業へ組替）

・県民に対し、依存症に関する普及啓発を行
い、予防や早期治療を推進する。

・県精神保健福祉センターにおいて、依存症に関するリーフレッ
トを作成、配布し、普及啓発を行った。
・啓発週間中、庁舎ロビーにおけるポスター掲示及びチラシ・啓
発物品の設置及び庁内放送を行い普及啓発を行った。

・引き続き、県民に対し、依存症に関する普及啓
発を行い、予防や早期治療を推進する。

1,668 1,751

一人ひとりのリスクに応じた、不適切な飲酒防
止に向けた取組みを強化。

健康づくり推進
課（保健所）

・出前講座等
・保健所が依頼を受けて地域や企業に出向
き、飲酒に関する意識啓発をはじめとした健
康関連の普及啓発を行う。

・不適切な飲酒を防止するため、保健所による出前講座のほ
か、県ホームページを活用し、正しい知識の普及啓発を図った。

・引き続き、不適切な飲酒を防止するため、保健
所による出前講座のほか、県ホームページを活
用し、正しい知識の普及啓発を図る。

― ―

職場や家庭、地域から飲酒運転者を出さない
呼びかけの徹底など県民総ぐるみによる飲酒
運転撲滅運動を年間を通じて実施。

消費生活・地域
安全課

職場、家庭に対する飲酒運転防止の声掛けを
実施。 県警察交通企

画課

飲酒運転に係る刑罰・行政処分の広報を実
施。 県警察交通企

画課

再掲（Ⅰ-1-(3)）

（３）職場
　健康経営の普及に併せたアルコールによる健康問題に関する啓発　等

（４）地域・県民
　市町村との連携による推進体制の整備及び効果的な啓発
　医療機関・その他関係団体等との連携によるアルコール健康障害についての正しい知識の普及啓発
　性別・年齢・体質によって個人差のある「節度ある飲酒量」についての周知
　飲酒運転防止の啓発　等

①飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進

飲酒に伴うリスク、アルコール依存症に関する
正しい知識の普及啓発や、専門医療機関・自
助グループ・相談機関等の支援に向けた情報
の発信。

アルコール関連問題啓発週間に集中的な広
報活動を実施し、アルコール関連問題やアル
コール依存症に関する正しい知識の普及啓発
を強化。

再掲（Ⅰ-1-(3)）

再掲（Ⅰ-1-(3)）
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施策の展開方向（主な取組み） 担当課 事　　業　　名 事　　業　　の　　内　　容 令和元年度末の取組み状況及びその評価 改善事項及び今後の対応
令和元年度
決算額

令和２年度
予算額（当初）

健康づくり推進
課（保健所）

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

健康づくり推進
課（保健所）

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

リスクの高まる傾向のある者の特徴など対象
に合わせた効果的な啓発活動を実施。

健康づくり推進
課（保健所）

・出前講座等
・保健所が依頼を受けて地域や企業に出向
き、飲酒に関する正しい知識を含む健康関
連の普及啓発を行う。

・不適切な飲酒を防止するため、保健所による出前講座のほ
か、県ホームページを活用し、正しい知識の普及啓発を図った。

・引き続き、不適切な飲酒を防止するため、保健
所による出前講座のほか、県ホームページを活
用し、正しい知識の普及啓発を図る。

― ―

健康づくり推進
課（保健所）

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

若者活躍・男女
共同参画課

・青少年健全育成活動推進
事業費

・令和元年度「青少年のための環境づくり懇
談会」の開催と「青少年のための環境づくり
懇談会申し合わせ事項」の作成（山形県青
少年育成県民会議事業・事務局：若者活躍
男女共同参画課）

・各業界の事業者や関係機関等が参集する「青少年のための
環境づくり懇談会」を開催し、未成年者への酒類販売防止等の
徹底を含めた青少年を取り巻く社会環境の浄化に向けた、「青
少年のための環境づくり懇談会申し合わせ事項」を作成・配布
し、関係事業者へ再度、働きかけを行った。

・引き続き、各種会議等を通じて、関係事業者へ
お客の年齢確認の徹底等を促すなど、未成年
者への酒類販売・提供防止について協力を呼び
掛けていく。

6,541
の一部

7,332
の一部

県警察人身安
全少年課

― ―
・健全育成のための懇談会に参加し、業界団体とともに年齢確
認を徹底するなどの申し合わせ事項を確認した。

・引き続き、左記取組を徹底する。 ― ―

県警察生活安
全企画課

― ―

・令和元年中、スナックやバーなどの風俗営業管理者等延べ
127名に対し、年間７回に渡って開催した管理者講習を通じ、18
歳未満の者の営業所への立入禁止と20歳未満の者への酒類
提供の禁止について指導した。

・引き続き、風俗営業管理者等に対し、管理者
講習を通じながら、18歳未満の者の営業所への
立入禁止と20歳未満の者への酒類提供の禁止
について継続的に指導していく。

― ―

県警察人身安
全少年課

― ―
・少年警察ボランティア等とともに店舗を巡回し、協力依頼する
とともに、20歳未満の者に種類を販売した事業者に指導した。

・引き続き、左記取組を徹底する。 ― ―

20歳未満の者の飲酒行為に対する街頭補導
活動の強化。

県警察人身安
全少年課

― ― ・令和元年中、飲酒で61人を補導した。 ・引き続き、左記取組を徹底する。 ― ―

特定保健指導の担当者を対象とした研修会等
を実施し、飲酒による健康障害に関するハイリ
スク者へ適切な保健指導を実施できるよう支
援。

健康づくり推進
課

― ―
・特定健診の結果に基づき、適切な保健指導を実施できるよう、
特定保健指導従事者研修会を開催した。

・引き続き、特定健診の結果に基づき、適切な
保健指導を実施できるよう、特定保健指導従事
者研修会を開催する。

― ―

②アルコール依存症に関する正しい知識・理解の啓発の推進

飲酒に伴うリスク、アルコール依存症に関する
正しい知識の普及啓発や、専門医療機関・自
助グループ・相談機関等の支援に向けた情報
の発信。

再掲（Ⅰ-1-(4)-①）

再掲（Ⅰ-1-(4)-①）

アルコール関連問題啓発週間に集中的な広
報活動を実施し、アルコール関連問題やアル
コール依存症に関する正しい知識の普及啓発
を強化。

再掲（Ⅰ-1-(4)-①）

再掲（Ⅰ-1-(4)-①）

③地方公共団体、関係団体、事業者等との連携による社会全体での取組

アルコール関連問題啓発週間に集中的な広
報活動を実施し、アルコール関連問題やアル
コール依存症に関する正しい知識の普及啓発
を強化。

再掲（Ⅰ-1-(4)-①、②）

再掲（Ⅰ-1-(4)-①、②）

２　不適切な飲酒の誘引の防止
　20歳未満の者への酒類販売・提供をなくすための事業者向けの啓発活動の強化
　飲食業者に対する指導・取締まりの徹底、街頭補導活動の強化　等

20歳未満の者への酒類販売防止の徹底につ
いて、事業者向けの啓発活動を強化。

20歳未満の者の飲酒の誘引を防止する環境
の整備するため、指導・取締りを徹底。

Ⅱ　進行の抑制

１　健康診断等からの早期改善指導
　市町村等が実施する特定保健指導において適切な指導ができるよう担当者を対象にした研修会の実施
　相談支援の担当者等に屋いする早期改善指導・早期支援のための手法に関する情報提供　等
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施策の展開方向（主な取組み） 担当課 事　　業　　名 事　　業　　の　　内　　容 令和元年度末の取組み状況及びその評価 改善事項及び今後の対応
令和元年度
決算額

令和２年度
予算額（当初）

健康づくり推進
課

― ―
・早期の保健指導、相談支援へとつながるよう、県ホームページ
を活用し、正しい知識の普及啓発を図った。

・引き続き、早期の保健指導、相談支援へとつ
ながるよう、県ホームページを活用し、正しい知
識の普及啓発を図る。

― ―

障がい福祉課 ・依存症患者回復支援事業
・県内における依存症治療・相談対応体制の
強化を図る。

・依存症対策全国拠点機関で開催される指導者研修へ県精神
保健センター、保健所、専門医療機関の職員が参加した。

・引き続き、専門研修への関係機関の参加を促
し、人材育成を図っていく。

74 1,751

内科等の一般診療所の医療機関に対し、アル
コール依存症や専門医療機関等に関する情
報提供を行い、依存症者が早期治療につなが
るための連携体制を構築。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

・依存症患者回復支援事業
・依存症からの回復を支援するため、医療、
保健、民間団体などの関係機関による連携
体制の構築を図る。

・令和2年2月10日に、6医療機関を依存症専門医療機関に選定
し、県ホームページ等により周知を行った。
・保健所において関係機関を対象に依存症研修会を行った。

・引き続き、一般診療所等に対し、アルコール依
存症や専門医療機関等に関する情報提供を行っ
ていく。

74 1,751

国の基準を満たす県内の専門医療機関を早
期に選定し、その周知等、受診につながる環
境を整備する。

障がい福祉課 ・依存症患者回復支援事業
・依存症からの回復を支援するため、医療、
保健、民間団体などの関係機関による連携
体制の構築を図る。

・令和2年2月10日に、6医療機関を依存症専門医療機関に選定
し、県ホームページ等により周知を行った。

・引き続き、専門医療機関について周知するとと
もに、連絡会議の開催等により、情報交換や連携
を行っていく。

74 1,751

県内医療機関に対し、国等が実施するアル
コール依存症に関する医療従事者向けの研修
への積極的な参加を促し医療提供体制の充
実を図る。

障がい福祉課 ・依存症患者回復支援事業
・県内における依存症治療・相談対応体制の
強化を図る。

・依存症対策全国拠点機関で開催される指導者研修等を案内し、
医療機関から担当職員が参加した。

・引き続き、専門研修への関係機関の参加を促
し、人材育成を図っていく。

74 1,751

アルコール依存症者及びその家族が早期に
支援機関につながり回復支援を受けられるよ
う、支援体制の構築に努める。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

・精神障がい者理解促進研
修・啓発事業
（R2年度から、依存症患者回
復支援事業へ組替）

・患者家族に対し、依存症の知識と本人への
援助方法の学習機会を提供することで本人
の回復を支援する。
・県民に対し、依存症に関する普及啓発を行
い、予防や早期治療を推進する。

・県精神保健福祉センターにおいて、依存症相談会（年11回）、
家族ミーティング（年46回）を実施した。また、依存症に関する
リーフレットを作成、配布し普及啓発を行った。

・県精神保健福祉センターに依存症相談支援拠
点を設置する。（R2年4月～）。
・引き続き、県精神保健センター及び各保健所に
おいて、相談を受けていく。

1,668 1,751

アルコール依存症の相談窓口や専門医療機
関に関する情報提供を行う等連携を強化して
いく。 県警察運転免

許課
― ―

・山形県精神保健福祉センターから提供されるパンフレット（う
つ、自殺等の関連性や支援団体、医療機関名について記載）を
各人に一枚ずつ説明して配付している。

・引き続き、左パンフレットの配布していく。 ― ―

飲酒運転をした者及びその家族から相談が
あった際には医療機関の受診や自助グループ
の紹介を行う等必要な支援を行う。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

― ― ・県精神保健センター及び各保健所において、相談に応じた。
・引き続き、県精神保健センター及び各保健所に
おいて、相談を受けていく。

― ―

支援者等を対象に、アルコール関連問題に関
する専門知識や対処法等の普及を図る。

健康づくり推進
課（保健所）

・出前講座等
・保健所が依頼を受けて地域や企業に出向
き、飲酒に関する意識啓発を含む健康関連
の普及啓発を行う。

・アルコール関連問題に関する専門知識や対処法等の普及を
図るため、保健所による出前講座のほか、県ホームページを活
用し、正しい知識の普及啓発を図った。

・引き続き、アルコール関連問題に関する専門
知識や対処法等の普及を図るため、保健所によ
る出前講座のほか、県ホームページを活用し、
正しい知識の普及啓発を図る。

― ―

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

― ― ・県精神保健センター及び各保健所において、相談に応じた。
・引き続き、県精神保健センター及び各保健所に
おいて、相談を受けていく。

1,668 1,751

県警察生活安
全企画課

― ―

・泥酔又は酩酊状態で保護した者がアルコール依存症の疑い
がある場合、本人や家族に対して、保健所等に相談するように
助言指導している。
・自殺未遂事案にあっては、自殺の再企図防止のため、本人や
家族から同意が得られた場合、個人に関する情報を保健所に
提供している。

・引き続き、関係機関と連携を強化し、アルコール
依存者等の早期支援につながるような取組みを
実施していく。

― ―

県警察人身安
全少年課

・DV・虐待抑止対策事業
・保健所等関係機関への通報
・本人や家族への受診、相談の勧奨

・関係機関の職員と顔の見える良好な関係作りに努め、有事の
際の連携を強化することができた。

・今後も継続して関係機関と連携しながら対応し
ていく。

― ―

保健指導、相談支援に携わる関係者に対し、
AUDIT、SBIRTS等について情報提供する。

２　アルコール健康障害に係る医療の充実等
　アルコール依存症の疑いのある者を内科等の一般診療科の医療機関から専門医療機関へつなげるための連携体制の構築　等

３　アルコール健康障害に関連して飲酒運転をした者に対する対応等

（１）飲酒運転をした者に対する指導
　運転免許取消処分者講習における再発防止指導に併せた相談窓口等に関する情報提供等

（２）暴力・虐待・自殺未遂をした者に対する対応
　アルコール依存症が疑われる者による事案発生時の警察と県精神保健福祉センター・保健所の連携による対応　等

消防、市町村、医療機関等の関係機関との連
携を強化し、早期支援につながるよう対応。
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施策の展開方向（主な取組み） 担当課 事　　業　　名 事　　業　　の　　内　　容 令和元年度末の取組み状況及びその評価 改善事項及び今後の対応
令和元年度
決算額

令和２年度
予算額（当初）

自殺防止の観点から、精神疾患等を抱えてい
る人や家族に対し相談対応や事例検討、家庭
訪問等の継続的な支援を行う。 地域福祉推進

課（保健所）
・地域自殺対策強化事業費 ・地域における自殺対策の推進

・各保健所において、対面、訪問、電話による相談を実施し、必
要に応じて事例検討を行い、継続的な支援を行ったほか、各地
域ごとに市町村など関係機関が参集し、専門家らの助言を受け
る地域自殺対策推進検討会を開催した。

・引き続き相談活動を実施するとともに、地域に
おける自殺対策を推進するための関係機関を
集めた検討会等を開催していく。

294 656

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

― ―
・保健所において、週間・月間に合わせて、パンフレットの配置
や資料展示、街頭キャンペーン等を行い、相談窓口について普
及啓発を行った。

・アルコールと自殺の関連についての啓発を強化
していく。

― ―

地域福祉推進
課（保健所）

・地域自殺対策強化事業費
（再掲）

・地域における自殺対策の推進

・自殺予防週間や自殺対策強化月間において、「全国こころの
健康相談統一ダイヤル」といった相談窓口を各種メディア（ラジ
オ、テレビ、広報誌等）で周知したほか、大手コンビニチェーンで
ポスター掲示するなど集中的な広報を実施した。

・引き続き各種メディアや様々な機会を通して、
効果的な広報活動を実施していく。

387 525

支援者等を対象に、アルコール関連問題に関
する専門知識や対処法の普及を図る。

健康づくり推進
課（保健所）

県精神保健センターや保健所において相談を
受けた際は専門医療機関や自助グループ等
を紹介する等回復に向けた支援を行う。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

― ―
・県精神保健福祉センター及び保健所において相談を受け、状
況に応じて、専門医療機関や自助グループ等を紹介するなど、
関係機関と連携しながら支援を行った。

・引き続き、相談支援を行っていく。 ― ―

依存症に関する相談体制を強化するため県精
神保健福祉センターを相談拠点として整備す
る

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター）

・依存症患者回復支援事業
・依存症からの回復を支援するため、医療、
保健、民間団体などの関係機関による連携
体制の構築を図る。

・令和2年度から、県精神保健福祉センターを相談拠点とするた
めの準備を行った。

・令和2年4月から県精神保健福祉センターを相談
拠点とし、家族学習会等の事業を実施していく。

74 1,751

依存症に関する相談体制を強化するため、身
近な相談支援機関として、専門医療機関や自
助グループ等の関係期間と協働し、支援体制
を構築する。

障がい福祉課
（保健所）

― ―
・県精神保健福祉センター及び保健所において相談を受け、状
況に応じて、専門医療機関や自助グループ等を紹介するなど、
関係機関と連携しながら支援を行った。

・引き続き、相談支援を行っていく。 ― ―

各保健所を身近な相談支援機関として、専門
医療機関や自助グループの関係機関と協働
し、地域の実情に応じた支援体制の構築を務
める。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

― ―
・県精神保健福祉センター及び保健所において相談を受け、状
況に応じて、専門医療機関や自助グループ等を紹介するなど、
関係機関と連携しながら支援を行った。

・引き続き、相談支援を行っていく。 ― ―

関係機関と協力し、県民に対しアルコール健
康障害に関する相談窓口について広く周知す
る。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

― ― ・県ホームページ等により、相談窓口について周知した。 ・引き続き、相談窓口の周知を行っていく。 ― ―

地域の専門医療機関、自助グループの情報を
最新に保ち相談者や関係機関への迅速な情
報提供や周知を行う。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター）

― ―

・相談者の状況に応じ、関係機関についての情報提供等を行っ
た。
・研修会等で関係機関に対して自助グループについての情報提
供を行った。

・引き続き、適切な情報提供を行っていく。 ― ―

地域でアルコール関連問題に対応する市町村
や関係機関の担当者の資質向上を図るため、
精神科医師等による事例を基にした助言や関
係者の情報交換等による技術的支援を行う。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

― ―
・県精神保健福祉センター及び保健所において、困難な問題を
抱える事例のケース検討会等により、市町村や関係機関への
助言や技術的支援を行った。

・引き続き、市町村や関係機関への助言や技術
的支援を行っていく。

― ―

自殺予防週間や自殺対策強化月間において、
アルコール依存症と自殺の関連、相談窓口の
周知を集中実施する。

再掲（Ⅱ-3-(1)）

４　相談支援等
　相談窓口における専門医療機関や自助グループの紹介、相談体制強化に向けた相談拠点の整備等
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施策の展開方向（主な取組み） 担当課 事　　業　　名 事　　業　　の　　内　　容 令和元年度末の取組み状況及びその評価 改善事項及び今後の対応
令和元年度
決算額

令和２年度
予算額（当初）

本人及びその家族が切れ目なく回復支援を受
けることができるよう、継続した回復支援体制
の整備を図る。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

・依存症患者回復支援事業
・依存症からの回復を支援するため、医療、
保健、民間団体などの関係機関による連携
体制の構築を図る。

・令和元年11月6日に依存症対策連携推進会議を開催し、関係機
関における取組みについての情報交換や本県の課題についての
協議を行った。

・年１回程度、連携推進会議を開催し、支援体制
の整備につなげていく。
専門医療機関と相談拠点が相互連携できる体制
づくりを行う。

74 1,751

アルコール家族ミーティング等を開催し、本人
及びその家族を支援する。 障がい福祉課

（県精神保健福
祉センター）

・精神障がい者理解促進研
修・啓発事業
（R2年度から、依存症患者回
復支援事業へ組替）

・患者家族に対し、依存症の知識と本人への
援助方法の学習機会を提供することで本人
の回復を支援する。

・県精神保健福祉センターにおいて、アルコール家族ミーティング
を開催した。（実施回数46回、延202名参加）

・引き続き、家族ミーティングの開催による本人及
び家族支援を行っていく。

1,668 1,751

アルコール依存症の治療、回復支援に関する
社会資源の情報収集し、回復支援につなげて
いく。 障がい福祉課

（保健所）
― ―

・相談者の状況に応じ、自助グループについての情報提供等を
行った。

・引き続き、自助グループへの橋渡しを積極的に
行っていく。

― ―

就労を含めた相談支援体制を整備する。

雇用対策課 ・離転職者職業訓練事業費
・離転職者の早期再就職や障がい者の就業
を支援するための職業訓練の実施

・再就職を希望する離転職者及び障がい者の就業に向け、民間
教育機関や事業所等に委託して職業訓練を実施。【訓練者数：
509名（離転職者）、11名（障がい者）】

・アルコール健康障害のあった方を含む求職者
が早期就職に結びくよう、ハローワーク等の関
係機関と連携し、ニーズに合った職業訓練を実
施ししていく。

140,553 223,365

県内の自助グループについて周知するととも
に、回復者やその家族の体験談を発信するこ
と等により、アルコール依存症の回復における
自助グループの役割や有効性を啓発する。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

・精神障がい者理解促進研
修・啓発事業
（R2年度から、依存症患者回
復支援事業へ組替）

・医療機関や自助グループ等関係機関と連
携した、回復支援体制の整備を図る。

・保健所が開催した依存症研修会において、依存症回復者からの
体験談を講話いただいた。

・引き続き、自助グループと連携し、有効性の周
知を図っていく。

1,668 1,751

自助グループとの連携及び協働の推進や自
助グループの活動活性化を支援する具体的方
策の検討を行う。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

・精神障がい者理解促進研
修・啓発事業
（R2年度から、依存症患者回
復支援事業へ組替）

・医療機関や自助グループ等関係機関と連
携した、回復支援体制の整備を図る。

・県精神保健福祉センターにおいて、自助グループが主催する
行事への協力を行った。

・引き続き自助グループと連携し、活動活性化を
支援する。

1,668 1,751

アルコール依存症に関する相談を受けた場合
に、本人及びその家族等を自助グループにつ
なげられるよう、自助グループに関する情報提
供や橋渡しを行う。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

― ―
・相談者の状況に応じ、自助グループについての情報提供等を
行った。

・引き続き、自助グループへの橋渡しを積極的に
行っていく。

― ―

医学生や看護学生等を対象とするアルコール
健康障害に関する効果的な教育を推進するた
め、学校や関係機関に対し協力を依頼する。

健康福祉企画
課

― ― ・実施しなかった。
・関係機関と連携して、実施について検討してい
く。

― ―

不適切な飲酒による健康障害や節度ある飲酒
等についての正しい知識の普及啓発を担うこ
とができる人材を養成する。 健康づくり推進

課
・健康経営推進事業 ・健康経営セミナーの開催

・従業員の健康の保持・増進に対する経営者の意識改革を促す
ため、健康経営セミナーを開催した。

・引き続き、従業員の健康の保持・増進に対す
る経営者の意識改革を促すため、健康経営セミ
ナーを開催する。

70 70

学校における飲酒に関する教育の充実を図る
ため、教職員を対象とした会場等において、飲
酒が心身に及ぼす影響や相談窓口等につい
て周知。

教育庁スポーツ
保健課

飲酒による健康障害に関するハイリスク者へ
適切な保健指導を実施できるよう支援。 健康づくり推進

課

（２）就労及び復職の支援
　就労支援機関との連携による社会復帰のための相談支援体制の整備

Ⅲ　再発の防止

１　社会復帰の支援

（１）アルコール依存症からの回復支援
　専門医療機関や自助グループとの連携による回復支援体制の整備、依存症者やその家族を対象とした相談会等の開催 等

２　民間支援団体の活動に対する支援
　自助グループの役割や有効性の周知、自助グループの活動の活性化に向けた支援　等

Ⅳ　基盤整備

１　人材の育成・確保等
　医学生・看護学生を対象にしたアルコール健康障害に関する効果的な教育の推進、地域の「健康づくりリーダー」や職場の「健康経営リーダー」をアルコール健康障害についての正しい知識の普及啓発も担う人材として養成、市町村や関係機関との連携による施策の有効的な展開に向けた体制整
備　等

再掲（Ⅰ-1-(1)）

再掲（Ⅱ-1）

6



施策の展開方向（主な取組み） 担当課 事　　業　　名 事　　業　　の　　内　　容 令和元年度末の取組み状況及びその評価 改善事項及び今後の対応
令和元年度
決算額

令和２年度
予算額（当初）

支援者を対象に、アルコール関連問題に関す
る専門知識や対処法等の普及を図る。 健康づくり推進

課（保健所）

地域でアルコール関連問題に対応する市町村
や関係機関の担当者の資質向上を図るため、
精神科医師等による事例を基にした助言や関
係者の情報交換等による技術的支援を行う。

障がい福祉課
（県精神保健福
祉センター、保
健所）

今後の人材確保を図り、市町村や関係機関と
の連携による施策の有効な展開に向けた体制
整備。

健康福祉企画
課

― ― ・実施しなかった。
市町村や関係機関との連携体制について検討
していく。

― ―

健康福祉企画
課

― ― ・調査研究については、実施しなかった。
・関係機関と連携して、実施について検討してい
く。

― ―

健康づくり推進
課

・県民健康・栄養調査
・県民の生活習慣の実態調査を行い、健康
づくり施策に活用

・未実施　（国の調査に合わせて概ね５年毎に実施）
・令和２年度に調査する予定だったが、新型コロ
ナ感染拡大の影響により、令和３年度に調査を
延期する。

0 7,619

障がい福祉課 ― ― ・調査研究については、実施しなかった。
・関係機関と連携して、実施について検討してい
く。

― ―

再掲（Ⅱ-4）

２　調査研究の推進等
　　アルコール健康問題の実態を把握するために必要な調査研究の実施　等

20歳未満の者の飲酒状況に関する調査やア
ルコール依存症の疑いがある者の実態に関す
る調査等、アルコール関連問題の実態を把握
するために必要な調査研究について、関係機
関と連携し実施する。

再掲（Ⅱ-3-(1)）
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