
Ⅱ 安心して暮らせるしまね
３．医療の確保

(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

80 地域医療再生計画関 1,740,130 医師をはじめとする医療従事者の育成・ 健康福祉部

連事業 確保や医療機関の施設・設備整備など、地 [医療政策課]

（一部国基金事業） 域医療提供体制を整備 [健康推進課]

１ 医師確保対策

医師を『呼ぶ』『育てる』『助ける』対策

①県内医療機関に産婦人科医を供給して

いる大学の医師育成を支援

②一般社団法人しまね地域医療支援セン

ターにおける若手医師のキャリア形成

を支援

③島根大学医学部への寄附講座の設置

④医学生向け奨学金の貸与

２ 看護職員確保対策

①県内就業の促進

看護師・助産師として県内就業を目

指す看護学生に修学資金を貸与

②新人看護職員の離職防止対策

新人看護職員やその指導者を対象と

した研修を実施

③助産師確保対策

新任期・キャリアアップ期の実務研

修を医療機関の相互協力により実施

３ がん対策

地域のがん診療機能の向上及びがん

看護・がん相談の質の向上を支援

４ 在宅医療の推進

①各医療圏域における在宅医療コーディ

ネーターの配置を支援

②訪問看護師や訪問看護ステーション管

理者の研修を実施

③在宅医療分野へのまめネットの拡大を

支援

５ まめネットを活用した地域医療支援

①ネットワーク基盤整備、運営費を助成

②病院、診療所、薬局等がまめネットに

接続するための初期費用を助成

６ ドクターヘリの運航

中国５県の広域連携における費用負担

を、出動県負担から要請県負担へ変更



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

81 地域医療を支える医 732,685 離島・中山間地域及び産科、小児科等の 健康福祉部

師確保養成対策事業 特定診療科における深刻な医師不足に対応 [医療政策課]

（一部国基金事業） するため、医師確保養成対策を実施 [健康推進課]

１ 継続事業分 421,483

①現役の医師を『呼ぶ』対策

・全国からの医師招聘に向けた情報収集

や県外医師との出張面談

・地域医療機関での勤務を前提に県立病

院での専門研修

・全国から医師を呼び県内医療機関視察

ツアーを実施

②地域医療を担う医師を『育てる』対策

・県内の地域医療に携わる意志のある医

学生向け奨学金

・中高生の医療現場体験の実施

・自治医科大学運営費の負担

・一般社団法人しまね地域医療支援セン

ターにおける、診療科単位のネットワ

ーク形成、研修会開催等を支援

③地域勤務医師を『助ける』対策

・公立産科病院に対する支援

・若手産科医師の研修実施

・分娩業務等手当の支援

・しまね地域医療支援センター内に女性

医師等のための復職相談窓口を設置

２ 地域医療再生計画関連事業分

(№80再掲) 311,202

医師を『呼ぶ』『育てる』『助ける』対策

①県内医療機関に産婦人科医を供給して

いる大学の医師育成経費を支援

②一般社団法人しまね地域医療支援セン

ターにおける、若手医師のキャリア形

成支援

③島根大学医学部への寄附講座の設置

④医学生向け奨学金の貸与



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

82 看護職員等確保対策 584,247 適切な医療提供体制を確保するため、看 健康福祉部

（一部国基金事業） 護職員の確保対策を実施 [医療政策課]

[健康推進課]

１ 継続事業分 535,425

①県内進学の促進

・県立高等看護学院(松江・石見)の運営

・民間看護師等養成所の運営費を助成

②県内就業の促進

県内就業を目指す看護学生に修学資

金を貸与

③離職防止

・若手看護職員のストレス軽減を目的と

した研修や離職防止の取組への支援

・民間病院の院内保育所運営費を助成

・医療勤務環境改善支援センターを設置

【新規】

④再就業の促進

・県ナースセンターにより潜在看護師等

を対象とした無料職業紹介を実施

・再就業支援講習会等を開催

⑤資質の向上

・新任時から管理者まで様々な段階にお

いて看護師等への研修を実施

・医療施設間における期間限定での助産

師出向・受入を支援 【新規】

・緩和ケア認定看護師を養成するコース

の開設準備

２ 地域医療再生計画関連事業分

(№80再掲) 48,822

①県内就業の促進

看護師・助産師として県内就業を目

指す看護学生に修学資金を貸与

②新人看護職員の離職防止対策

新人看護職員やその指導者を対象と

した研修を実施

③助産師確保対策

新任期・キャリアアップ期の実務研

修を医療機関の相互協力により実施



（単位:千円）

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

83 しまねがん対策強化 107,729 質の高い医療の実現、がんの予防及び早 健康福祉部

事業 期発見の推進を図るため、総合的ながん対 [健康推進課]

（一部国基金事業） 策を実施

１ 継続事業分 80,329

①がん検診受診の促進

民間企業、患者会と連携した普及啓

発を実施

②がん検診の技術レベルの向上

医療従事者講習会、協議会等を開催

③がん医療水準の向上・情報提供の充実

・がん医療従事者の育成経費を助成

・がん診療連携拠点病院の機能強化に対

する支援

・地域がん登録の推進

・小児がん診療体制・医療連携体制構築

に向けたワーキンググループを開催

・小児がんに対する普及啓発を推進

④緩和ケアの推進

・緩和ケアに係る医師研修等を実施

・緩和ケアのアドバイザー的役割を担う

看護師の養成研修を実施

⑤患者団体等への支援

・患者団体の意見交換会、研修会の開催

・がん患者就労支援連絡会議の開催

・がん患者の就職相談等就労支援を強化

⑥県民への普及啓発の強化

がん関連図書の整備など普及啓発活

動

⑦がん教育の推進

・保健所から学校への出前授業等を実施

・各学校の取組を支援する教材を開発

２ 地域医療再生計画関連事業分

(№80再掲) 27,400

地域のがん診療機能の向上及びがん看

護・がん相談の質の向上を支援



（単位:千円）

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

84 医療介護総合確保促 218,826 年度当初から取り組む必要がある医療分 健康福祉部

進事業（医療分） 野の継続事業等のほか、介護との連携に向 [医療政策課]

（国基金事業） けて市町村の取組を促す制度を創設 [健康推進課]

①医師確保・定着(№81一部再掲)

・全国から医師を呼び県内医療機関視察

ツアーを実施

・一般社団法人しまね地域医療支援セン

ターにおける、診療科単位のネットワ

ーク形成、研修会開催等を支援

・分娩業務等手当の支援

・しまね地域医療支援センター内に女性

医師等のための復職相談窓口を設置

・小児救急電話相談(#8000)を実施

②看護師確保・定着(№82再掲)

・民間看護師等養成所の運営費を助成

・民間病院の院内保育所運営費を助成

・医療勤務環境改善支援センターを設置

【新規】

・再就業支援講習会等を開催

・緩和ケア認定看護師を養成するコース

の開設準備

③がん対策(№83再掲)

・緩和ケアのアドバイザー的役割を担う

看護師の養成研修を実施

④在宅医療

歯科医師会に在宅歯科医療連携室を

設置し患者・家族等からの相談へ対応

⑤市町村が行う在宅医療推進に向けた取

組への支援 【制度創設】

・条件不利地域での訪問診療・訪問看護

を確保するための支援

・条件不利地域における訪問看護ステー

ションのサテライト（支所）設置経費

の一部を助成


