資料２

地域医療介護総合確保基金にかかる県計画に
関する事後評価（案）について

令和２年１０月２８日
第１回徳島県地域医療総合対策協議会

医療介護総合確保促進法に基づく県計画について
○基本的な考え方
地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築とともに、地域包括ケアシステムの構築等により様々な
課題を解決し、県民が、疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、人生の最後まで自分らしい
生活を続けられるよう、県計画を策定。
○医療介護総合確保区域
東部（徳島市、鳴門市、吉野川市、阿波市、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町）
南部（小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町）
西部（美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町）
○計画の期間
平成２６年度県計画 平成26年度～令和２年度（７年間）
平成２７年度県計画 平成27年度～令和２年度（６年間）
平成２８年度県計画 平成28年度～令和２年度（５年間）
平成２９年度県計画 平成29年度～令和２年度（４年間）
平成３０年度県計画 平成30年度～令和２年度（３年間）
令和元年度県計画 令和元年度～令和２年度（２年間）

１ 病床機能分化・連携に関する事業
地域医療構想の達成に向けた病床の
機能の分化及び連携等について実効性の
あるものとするため、医療機関が実施する
施設・設備の整備に対する助成を行う。
・医療機関（病院、診療所）をはじめ、
訪問看護ステーション、薬局及び介護
関係施設等におけるＩＣＴを活用した
地域医療情報ネットワークの構築を行う
事業

２ 在宅医療の推進事業
地域包括ケアシステムの構築に向けて、
居宅等における医療の提供に関する事業
を行う。
・在宅医療の従事者やかかりつけ医の育成
・訪問看護の促進、人材確保を図るための
研修等の実施
・在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援
体制の整備 等
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３ 医療従事者の確保に関する事業
医師等の偏在の解消、医療機関の
勤務環境の改善、チーム医療の推進等の
事業に助成することにより、医師、看護師
等の地域に必要な質の高い医療従事者
の確保・養成を推進する。
・産科・救急・小児等の不足している診療
科の医師確保支援
・新人看護職員・看護職員等の質の向上を
図るための研修の実施

達成状況

徳島県全体

I医療の総合的な確保に関する目標
・県下全域の保健医療支援機能の充実・強化など、広域的・総合的な支援体制を強化するため、東部圏域とその他圏域
との連携を十分に図り、地域の保健医療資源の効率的な活用と適正配置を進めることを目標としています。

平成２６年度県計画達成状況（県全体）

進捗状況
未
達 順
達
成 調
成

事業
番号
※

事業
終了
年度

目標達成
時点での
実績

目標数値
等

① 医師の配置調整実績

27

H29

22名

20名

○

県内のへき地医療機関等への医師派遣の調整を行った。

地域（市町村圏域、郡市医師会圏域）にお
② いて、在宅医療・介護連携の中心となる「在
宅医療地域リーダー」の養成

13

H29

75名

70名

○

在宅医療地域リーダー研修により、「在宅医療地域リーダー」を75
名養成した。

11

H28

策定

策定

○

入院医療機関から在宅関係機関へのスムーズな連携を行うため
の退院支援ルールを策定。

④ 医療勤務環境改善支援センターの設置

68

H29

設置

設置

○

平成２７年３月に医療勤務環境改善支援センターを設置した。

⑤ 訪問看護支援センターの設置

20

H27

設置

設置

○

訪問看護支援センター設置。

目標項目

③

退院支援ルールの策定
（徳島保健所管内）

説明

※事業に複数の目標がある場合には、目標項目は達成であっても、事業全体としての進捗状況は異なる場合がある。
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進捗状況
目標達成
目標数値
未
時点での
達 順
達
等
成 調
実績
成

事業
番号
※

事業
終了
年度

66

H28

開催

開催

○

看護職員の高度人材育成推進検討会が開催（H27.3）された。

⑦ 医療人材育成機関認証制度の創設

65

H29

創設

創設

○

医療人材育成機関認証制度を創設した。

⑧ 周術期口腔管理連携事業実施病院整備

6

H27

２箇所

２箇所

○

徳島市民病院及び徳島県鳴門病院に歯科医等を派遣して周術期
口腔管理連携体制を整備した。

⑨ 在宅歯科医療連携室の整備

23

H28

３箇所

３箇所

○

在宅歯科医療連携を行うために，西部圏域・南部圏域における在
宅歯科医療連携室を設置。

目標項目

⑥

看護職員の高度人材育成推進検討会の
開催

説明

⑩

特定診療科キャリア形成育成システムの構
築（小児科等）

46

H28

構築

構築

○

小児科医、産科医のキャリアアップのために必要なプログラム作
成、講演会の開催などを行った。

⑪

女性医療従事者のための相談窓口設置
（相談件数）

54

H26

25件

３件

○

女性医師が働きやすくなるよう個別相談、育児支援などを行った。

マイナンバー制度等も視野に入れた汎用
⑫ 性のある次世代地域医療情報連携システ
ム体制の構築

5

R2

検討会
開催

システム構
築

⑬ へき地医療拠点病院等への医師配置数

27

H31

５人

５人

○

○

Ｈ２８年度に徳島県地域医療総合情報連携システム検討会を開
催した。
へき地医療拠点病院等へ医師を配置する。

※事業に複数の目標がある場合には、目標項目は達成であっても、事業全体としての進捗状況は異なる場合がある。

事業の目標全７３項目中
（達成７２項目、順調１項目）
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平成２７年度県計画達成状況（県全体）

目標項目
① 在宅医療支援システムの構築
②

周術期口腔管理連携に係る人材育成の研
修等の実施

③ 阿南中央医療センター（仮称）工事着手

進捗状況
未
達 順
達
成 調
成

事業
番号
※

事業
終了
年度

目標達成
時点での
実績

目標数値
等

1

H27

構築

構築

○

基礎システムを構築し、運用上の課題の共有を行った。

5

H28

４６回

３０回

○

周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等を実施した。（４６
回）

6

H30

工事着手

工事着手

○

阿南医療センター実施設計完了、工事着手。

説明

④

在宅医療の質の向上に資する機器を整備
する医療機関等の数

9

H27

１０機関

５機関

○

在宅医療の質の向上に資する機器を整備する医療機関等の数は
１０機関となった。

⑤

新規退院調整担当者を配置する医療機関
数

11

H29

１０機関

４機関

○

新規退院調整担当者を配置する医療機関数 １０機関

⑥

退院調整担当者のための相談窓口の設置
等

11

H29

設置

設置

○

退院調整担当者のための研修と、研修時相談窓口の設置を行っ
た。

11

H29

４５人

１０人

○

リハビリ専門職を４５人配置した。

12

H29

３箇所

１箇所

○

在宅医療機関の「後方支援病院ネットワーク」窓口を３箇所開設。

23

H28

１７医療
機関

１７医療
機関

○

分娩取扱医療機関：１７医療機関に補助を実施。

36

H27

３２人

１５人

○

ＪＡＴＥＣを開催し、外傷患者対応が可能な医療従事者が増加し
た。（３２人参加）

⑪ 救急医療フォーラム参加者数

36

H27

３３１人

３００人

○

救急医療に関するフォーラムを開催し、救急医療に関する普及啓
発が図られた。（331人参加）

⑫ 医療人材育成機関認証制度の活用施設数

54

H28

３５箇所

５箇所

○

医療人材育成機関認証制度を創設し、３５箇所の施設が制度を活
用した。

⑦ リハビリ専門職の配置人数
⑧

在宅医療機関の「後方支援病院ネットワー
ク」窓口の開設

⑨ 分娩取扱医療機関
⑩

医療従事者を対象とした救急医療研修会
に参加した医師数

※事業に複数の目標がある場合には、目標項目は達成であっても、事業全体としての進捗状況は異なる場合がある。

事業の目標全５８項目中
（達成５８項目）
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平成２８年度県計画達成状況（県全体）

目標項目

①

周術期口腔管理連携に係る人材育成の研
修等の実施

② 阿南医療センターにおける回復期病床

進捗状況
未
達 順
達
成 調
成

事業
番号
※

事業
終了
年度

目標達成
時点での
実績

目標数値
等

5

H28

２５回

１５回

○

周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等を実施した。（２５
回）

6

H30

新棟
完成

８８床

○

阿南医療センターの新棟が完成。

３５０人
／年

○

日帰り手術センター等を含む増築棟が完成。

説明

③

徳島赤十字病院における救急患者及び紹
介患者の受入れ増

7

H30

３８７人
／年

④

病棟の建替え等により病床機能の分化・連
携を推進する病床

8

H29

５０床

入院医療機関及び在宅療養支援病院・診
⑤ 療所、訪問看護ステーション等の情報共有
検討会の開催

10

H28

４回

４回

○

入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所、訪問看護ステー
ション等の情報共有検討会を実施した。（４回）

５０床程度 ○

病棟の建替え等により病床機能の分化・連携を推進すを実施し
た。（５０床）

⑥

多職種連携等を推進するための研修会ま
たはセミナーの開催回数

10

H28

２回

２回

○

多職種連携等を推進するための研修会を２回実施した。

⑦

かかりつけ医としての幅広い知識向上のた
めの研修会の開催件数

12

H29

４５回

４５回

○

かかりつけ医としての幅広い知識向上のための研修会を開催し
た。（４５回）

⑧ 訪問看護に関する研修等の開催

16

H29

１２回

１０回

○

訪問看護に関する研修会等を開催した。（１２回）

⑨ 分娩取扱医療機関

22

H28

１８機関

１５機関

○

県内の分娩取扱機関 １８機関

⑩

医療従事者を対象とした研修会に参加した
医師数

36

H28

３２人

１５人

○

救急病院に勤務している医療従事者を対象とした研修会に参加し
た医師数 ３２人

⑪

病院内保育所運営費補助の運用対象施設
数

28

H29

１１施設

８施設

○

病院内保育所運営補助の運用対象施設数 １１施設

※事業に複数の目標がある場合には、目標項目は達成であっても、事業全体としての進捗状況は異なる場合がある。

事業の目標全５５項目中
（達成５４項目、順調１項目）
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平成２９年度県計画達成状況（県全体）
進捗状況
未
達 順
達
成 調
成

目標項目

事業
番号
※

事業
終了
年度

目標達成
時点での
実績

目標数値
等

① 在宅医療支援システム導入郡市医師会数

1

H29

１０団体

１０団体

○

在宅医療支援システムを１０郡市医師会が導入した。

説明

②

地域医療機関等の職員対象の研修会の開
催

2

H29

１回

１回

○

地域医療機関等の職員を対象に、医科歯科連携に係る研修会を
行った。

③

がんとの共生を支える歯科診療研修会の
受講者

2

H29

１５４名

９０名

○

がんとの共生を支える歯科診療研修会を１５４名が受講した。

④

地域医療構想を達成するために必要な整
備を行う医療機関数

4

H30

１施設

１施設

○

地域医療構想を達成するために必要な整備を行った。（１施設）

⑤

かかりつけ医としての幅広い知識向上のた
めの研修会の開催件数

9

H29

５３回

３５回

○

かかりつけ医としての幅広い知識向上のための研修会を開催し
た。（５３回）

⑥

かかりつけ医としての幅広い知識向上のた
めの研修会の参加医師数

9

H29

11

H29

１２回

１０回

○

訪問看護に関する研修会等を開催した。（１２回）

⑦ 訪問看護に関する研修等の開催

延べ
延べ
○
５，４７５人 ３，０００人

かかりつけ医としての幅広い知識向上のための研修会に延べ５，
４７５人の医師が参加した。

⑧

退院支援ルールの定着・改善に係る会議
の開催

14

H29

３回

３回

○

退院支援ルールの定着・改善に係る会議を開催した。
（３回）

⑨

地域医療支援センター事業における医師
の配置・あっせん数

24

H29

１７人

１５人

○

県内のへき地医療機関等への配置調整等を行った。

24

H29

24

H29

⑫ 小児救急電話相談件数

25

H29

⑬ 病院内保育所運営補助

26

H29

⑩ キャリア形成プログラムの作成数
⑪

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

延べ５２
延べ５２
○
プログラム プログラム
１００％

１００％

○

年間
年間
○
９，９９０件 ８，０００件
１２施設

８施設

○

延べ５２プログラムの作成を行っている。
地域枠卒業医師は、全てキャリア形成プログラムに参加した。
年間９，９９０件の電話相談があった。
病院内保育所運営補助の運用対象施設数 １２施設

※事業に複数の目標がある場合には、目標項目は達成であっても、事業全体としての進捗状況は異なる場合がある。

事業の目標全４３項目中
（達成４１項目、順調２項目）
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平成３０年度県計画達成状況（県全体）
事業
番号
※

事業
終了
年度

目標達成
時点での
実績

目標数値
等

進捗状況
未
達 順
達
成 調
成

1

H31

３７．０日

３８．０日

○

3

H31

０床

１０床

③ 平均在院日数

7

H31

３７．０日

３８．０日

④ 訪問看護ステーション利用者数

9

H31

⑤ 後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数

18

H31

⑥ 県内就業看護職員数

23

H31

⑦ 県内で従事する女性医師数

30

H31

５９６人

⑧ 県内の新生児を担当する医師の延べ人数

32

H31

２０人

２０人

○

新生児担当医師に対してＮＩＣＵに入院する新生児に応じて手当を
支給することにより、新生児医療担当医師の確保を図る。

⑨ 県内認定看護師数

43

H31

１５１名

１３６名

○

専門看護師、認定看護師の資格取得を支援することにより、質の
高い看護師を増やす。

⑩ 糖尿病サポーター累計資格取得者数

49

H31

１００人

１００人

○

介護職、看護職に対して研修を行うことにより、糖尿病療養に関
する正しい知識をもつ糖尿病サポーターを増やす。

目標項目

① 平均在院日数
②

３０年度基金を活用して整備を行う回復期
病床数

説明
研修等により効果的・効率的な医療提供体制を構築することで、
平均在院日数の短縮する。

○

３０年度基金を活用して整備を行う回復期病床数 ０床。

○

在宅医療を中心としたかかりつけ医養成研修を行うことで、入院
期間の短縮を促進する。

３，２３７人 ２，９００名 ○

訪問看護に関する相談・教育研修を行うことにより、訪問看護の
提供体制が整備され、訪問看護を利用する人が増加する。

３８５件

３８１件

○

１，８１５．４ １７６０．０
○
人
人
５５０人以
○
上

後期高齢者の特性に応じた診療及び保健指導に関する研修を開
催することで、協力歯科診療所を増加させる。
看護師等養成所の運営に必要な経費を補助する事により、看護
職員の養成確保を図る。
女性医療従事者に対する相談窓口を設置し、一人でも多くの女性
医療従事者の有効活用を図る。

※事業に複数の目標がある場合には、目標項目は達成であっても、事業全体としての進捗状況は異なる場合がある。

事業の目標全５４項目中
（達成５１項目、順調３項目）
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令和元年度県計画達成状況（県全体）
事業
番号
※

事業
終了
年度

目標達成
時点での
実績

目標数値
等

進捗状況
未
達 順
達
成 調
成

1

R1

３６．３日

３６．５日

○

5

R1

高度急性期
１，０００床
急性期
３，８００床
回復期
２，０００床
慢性期
５，０００床

高度急性期
８００床
急性期
２，５００床
回復期
２，７００床
慢性期
３，０００床

③ 平均在院日数

7

R1

３６．３日

３６．５日

④ 訪問看護ステーション利用者数

14

R1

15

R1

５９．６％

５９％

⑥ 県内就業看護職員数

17

R1

１３，３７０
人

１３，４００
人

⑦ 県内の新生児を担当する医師数

25

R1

４人

４人

⑧ 県内医療機関従事医師数

26

R1

⑨ 糖尿病サポーター累計資格取得者数

37

R1

１００人

⑩ 県内で従事する女性医師数

39

R1

５９６人

目標項目

① 平均在院日数

②

⑤

徳島県全体における機能ごとの病床数
（2025年までに）

かかりつけ薬剤師のいる「在宅対応薬局」
の割合

研修等により効果的・効率的な医療提供体制を構築することで、
平均在院日数の短縮する。

○

地域医療構想への理解を深め、2025年の病床の必要量と、現時
点での病床数とのかい離を解消する。

在宅医療を中心としたかかりつけ医養成研修を行うことで、入院
期間の短縮を促進する。

○

３，５９７名 ３，３００名

説明

○

訪問看護に関する相談・教育研修を行うことにより、訪問看護の
提供体制が整備され、訪問看護を利用する人が増加する。
在宅医療で使用される医療用麻薬の基礎知識、管理方法を修得
することにより、在宅医療の充実を図る。

○
○

看護師等養成所の運営に必要な経費を補助する事により、看護
職員の養成確保を図る。
新生児担当医師に対してＮＩＣＵに入院する新生児に応じて手当を
支給することにより、新生児医療担当医師の確保を図る。

○
○

医療機関の勤務環境を改善することで、県内医療機関に従事す
る医師の増加を図る。

１５０人

○

介護職、看護職に対して研修を行うことにより、糖尿病療養に関
する正しい知識をもつ糖尿病サポーターを増やす。

５５０人以
上

○

女性医療従事者に対して、スキルアップの手段を提供することで、
一人でも多くの女性医療従事者の有効活用を図る。

２，４２５人 ２，４００人

※事業に複数の目標がある場合には、目標項目は達成であっても、事業全体としての進捗状況は異なる場合がある。

事業の目標全４１項目中
（達成３２項目、順調９項目）
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平成26年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況
達成

ICT地域医療・介護連携推進支援
事業

1 ○郡市医師会の支援体制の構築

2

地域医療情報ネットワーク端末整
備事業

○ネットワーク接続端末の導入
4 ○地域医療連携医療機関の増加 ６２機関→１００機関（H28年
度）

3

脳卒中急性期遠隔診断支援シス
テム整備事業

2 ○脳卒中遠隔診断支援件数増加 １２０件→２４０件（H28年度） ○脳卒中遠隔診断支援件数 120件→315件（H27）

○ネットワークシステム設備(H26)

○

○ネットワーク設備導入 ３施設→９施設
2 ○遠隔画像診断件数増加 ２，３８２件→７，１４６件（H28年度）

○ネットワーク設備導入 ３施設→１１施設（H27）
○遠隔画像診断件数増加 2,382件→8,395件（H27）
○徳島県地域医療総合情報連携システム検討会を行った。(H26)
○徳島県地域医療総合情報連携システム検討会を行い，医療ICT
ネットワークの構築に向け，県内の医療関係者と協議を行った。
（H28）
○地域医療情報連携システム体制の構築に向け、県内の医療関係者
と協議を行った。（H30）
○地域医療情報連携システム「阿波あいネット」の画像連携機能拡
充を推進した。(R1)
○歯科医師，歯科衛生士を対象とした研修会等：7回(H26)
○周術期口腔管理連携事業実施病院：2箇所(H26)
○訪問看護事業所・医療機関に勤務する看護師の相互研修を実施し
た。（１回）(H26)

○

1

○協力団体と郡市間の情報交換及び活動状況の把握が可能な基礎シ
ステムを構築（H26）

順調

○

○ネットワーク接続端末の導入（H26,27,28）

4 遠隔画像診断システム整備事業

5

地域医療情報連携システム構築
事業

6 口腔ケア連携事業
7 訪問看護推進事業

8 在宅歯科医療連携室整備事業

9

ICT在宅医療拠点基盤整備モデ
ル事業

10 在宅医療機器等整備事業

11

在宅医療・介護コーディネート事
業

○ネットワーク設備導入

１箇所

5 ○地域医療情報連携システム体制の構築

○周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修の実施 １回

2 ○周術期口腔管理連携事業実施病院数 ２箇所
1 ○研修実施回数１回

・これにより，地域医療連携医療機関が増加（62機関→81機関）(H26)
・これにより，地域医療連携医療機関が増加（81機関→85機関）(H27)
・これにより，地域医療連携医療機関が増加（85機関→93機関）(H28）
・これにより，地域医療連携医療機関が増加（93機関→94機関）(H29）
・これにより，地域医療連携医療機関が増加（94機関→136機関）(H30）

3 ○訪問歯科診療依頼件数 70件（県全域）

○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 5,464部（県全域）
（H26）
○訪問歯科診療依頼件数 58件（県全域）（H26）
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 2,476部（県全域）
（H28）
○訪問歯科診療依頼件数 38件（県全域）（H28）

○ICTを活用した医療・介護情報の共有化システムについて
医療・介護・行政の協議会を設置し，システムの内容に
ついて決定する。
○在宅医療の質の向上に資する機器を整備した医療機関等の
数 ３０機関
3 ○ICTを活用した在宅医療・介護連携システムを導入する地域
１箇所→３箇所

○協議会を設置、システム内容の協議を行った。（H26)
○共有化システムの内容を決定し，システムの運用を開始した。
（H27）
○在宅医療の質の向上に資する機器を整備した医療機関等の数
62機関（37機関（H26)、25機関（H27）
○ICTを活用した在宅医療・介護連携システムを導入する地域
３箇所（H28）

3 ○退院支援ルールの策定 （徳島保健所管内）

○徳島保健所管内で使用する退院支援ルールを策定
更に退院支援の手引きの作成等も行った。(H26)
徳島保健所管内で使用する退院支援ルールの運用(H27)

○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 7,500部（県全域）

1
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○

○

○
○

○

○
○

○

未達成

平成26年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

12

事業名

難病患者在宅医療推進ネットワー
ク事業

13 在宅医療提供体制整備事業

14 訪問看護提供体制整備事業
15

16

17

在宅推進医師確保等支援セン
ター設置事業

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

達成
○拠点病院・協力病院・かかりつけ医連携件数
H26 579件 → H27 592件(H27)
○福祉サービス・支援機器コーディネーターの相談支援件数
H26 0件 → H27 71件(H27)
○連携に係る実態調査と難病患者ニーズ調査を行った。(H27)
○在宅療養に関わる関係職員のスキルアップの研修会実施。(H27)

○

○在宅医療・介護推進協議会を設置し，会合を行った。（H26）
○地域リーダーを養成した。（７５名）（H26）
○在宅医療連携拠点の整備 ７箇所 → ９箇所（H27）
○在宅医療・介護推進協議会への参加人数２６人（H29）

○

2 ○訪問看護推進検討会の開催１回

○徳島県訪問看護推進検討会を設置し，徳島県における訪問看護の
提供体制のあり方について検討を行った。（１回）（H26）
○在宅看護体制を整備する方針検討のための基礎資料作成。
（H27）

○

2 ○在宅推進医師確保等支援センター設置に向けた工事着手

○「在宅推進医師確保等支援センター」設置に向けた工事に着手し
た。（H26）

○

○拠点病院・協力病院・かかりつけ医連携件数
※H26実施の実態調査結果をベースラインとし，連携件数を
増加させる。
2
○福祉サービス・支援機器コーディネーターの相談支援件数
※H26の実績をベースに，相談支援件数を増加させる。
○在宅医療・介護推進協議会の設置
○地域リーダーの養成 ７０名
4 ○次年度以降の在宅医療連携拠点の整備 7箇所 → 9箇所
○在宅医療・介護推進協議会への参加人数２０人（平成２９年
度）

○在宅リハビリの実態調査の実施

在宅リハビリテーション体制構築
事業

1 ○リハビリ専門職と医師，行政との意見交換の場の開催

在宅医療支援のためのかかりつ
け医研修事業

1 ○研修の参加者数

18 訪問看護師等人材育成事業

事業の達成状況

1回以上

○研修会の開催件数
のべ

75 回
6,700 人

○在宅リハビリの実態調査を実施した。（在宅リハビリテーション
に従事する療法士（138人）に対してアンケート調査を行った。）
(H26)
○リハビリ専門職と医師，行政との意見交換の場（H27.3）を開催
した。
（医療介護総合確保法に基づく徳島県計画「在宅リハビリテーショ
ン体制構築事業」キックオフミーティングの開催。）(H26)
○77回の研修を行った。(H26)
○研修の参加者数は，のべ 7,037人(H26)

○訪問看護人材育成検討会１回

1 ○訪問看護ステーションサテライトのモデル設置準備
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○訪問看護人材育成検討会（新卒者等訪問看護師育成プログラム検
討会）を開催（１回）(H26)
○訪問看護ステーションサテライトのモデル設置に向けた準備等
（設置検討会の開催）を実施(H26)

○

○

○

順調

未達成

平成26年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況
達成

19 認知症ケアパス普及事業

○地域の医療・介護資源の把握・分析方法の検討
○プレ調査の実施
2 ○地域の医療・介護資源の把握・分析結果の提供 ２４市町村
○市町村における「認知症ケアパス」の検討 ２４市町村

20 訪問看護体制支援事業

2 ○訪問看護支援センターの設置 １箇所

○「認知症ケアパス普及事業プロジェクトチーム」を設置し，地域
の医療・介護資源の把握・分析方法の検討し，調査項目等を決定
（H26）
○モデル地域においてプレ調査を行い，地域の社会資源の活用状況
や不足している資源の調査（H26）
○認知症ケアパスを有効に活用し，適切なケアマネジメントを行う
ことができるよう，アセスメントのための面接技術を高める研修を
実施し，ケアマネジャー１４８名が受講した。（H26）
○介護支援専門員が担当する在宅の認知症高齢者の実際の生活実態
や社会資源利用状況について調査を実施した結果を、基礎資料とし
て、県内２４市町村への結果を提供した。（H27）
○２４市町村において、認知症ケアパス策定に向けて検討が行われ
た。（H27）
調査結果からみえるケアマネジメント課題の検討を行い、認知症
の人に対するケアマネジメント力強化のための研修会を実施した。

○

○訪問看護支援センター設置準備（運営委員会の開催）(H26)
○訪問看護支援センター設置（１カ所）（H27）

○

○関係機関との連携回数 ３回

○関係機関との連携回数 ３回（事例検討会開催等）（H26）
○退院支援等に関する教育研修を行った。（１回）（H26）

○

○個別支援に関わった関係機関数 ７機関

21

医療依存度の高い患者（児）等の
在宅療養支援体制づくり事業

1 ○研修会開催回数 １回

22

精神障がい者地域支援システム
構築事業

2 ○事例検討会及び研修会に参加した関係機関数 １８機関

○個別支援に関わった関係機関数 １６機関（H27）
○事例検討会及び研修会に関係機関が参加し，精神障がい者地域支
援について取り組むための理解を深めた。（２５機関）（H26）

○

23 在宅歯科医療連携室設置事業

在宅歯科医療連携室の整備
○1箇所（東部医療圏）→３箇所（西部・南部医療圏に設置）
3 ○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 ７，５００部（県全域）
○訪問歯科診療依頼件数 70件（県全域）

○在宅歯科医療連携室を西部・南部医療圏へ設置。（計 3箇所）
(H26)
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 ５，４６４部(H26)
○訪問歯科診療依頼件数 ５８件(H26)
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 ２，４７６部(H28)
○訪問歯科診療依頼件数 ３８件(H28)

○

24 訪問歯科医療機材整備事業

1

25 県民に対する広報啓発事業
薬局･薬剤師の在宅医療対応に
26
係る体制整備等推進事業

1 ○広報啓発実施回数 10回

○貸し出し用歯科診療機器の全郡市歯科医師会地域(10地域)への配
置が完了した。(H26)
○歯科診療機器の貸出しによる診療件数（2,420件）(H26)
○歯科関係イベント会場等での啓発：１１回(H26)
ポスター配布･掲示：県下歯科医院，各保健所，医療機関 等

2 ○実施事業件数５件

○事業実施件数

○医師の配置調整実績 Ｈ２６年度末：２０人
○地域の病院への専門医の派遣 ５人（平成２８年度）
4 ○地域の病院への専門医の派遣 ５人（平成２９年度）
○へき地医療拠点病院等への医師配置数 ５人（平成３１年度）
○分娩取扱医療機関：１７医療機関
4 ○分娩取扱医療機関：５医療機関

○医師の配置調整実績 ２２人（H26）
○地域の病院への専門医の派遣 １５人（H28）
○地域の病院への専門医の派遣 ５人（H29）
○へき地医療拠点病院等への医師配置数 ５人（R1）
○分娩取扱医療機関：１７医療機関に補助を実施(H26)
○分娩取扱医療機関：１4医療機関に補助を実施(H29)

1 ○新生児医療担当手当支給回数 ６０回

○新生児医療担当手当支給回数

27 地域医療支援センター運営事業
28 産科医等確保支援事業
29 新生児医療担当医確保支援事業

○貸し出し用歯科診療機器の全郡市歯科医師会地域(10地域)
への配置
○歯科診療機器の貸出による診療件数 2,250件
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７件（４件(H26)、３件(H27)）

７６回(H26)

○
○
○
○
○
○

順調

未達成

平成26年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

30 女性医師等就労支援事業

31 新人看護職員研修事業

32 看護職員資質向上推進事業

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

○女性医療従事者への支援体制の構築

1 ○女性医師数の向上 ４９９人→５１９人（H28年度）

34 看護職員確保対策特別事業

1 ○研修会の開催 ２回

35 病院内保育所運営事業

2 ○実施病院数 ５病院

36 看護職員の就労環境改善事業

1 ○窓口相談件数 ５０件

37 小児救急医療体制整備事業

4 ○小児救急患者受入件数 １８，０００件

38 小児救急電話相談事業

2 ○小児救急電話相談件数 ８，０００件

40 地域医療総合対策協議会

○勤務先の照会依頼の相談が６件あり，うち４件で勤務先が決まっ
た。（H26）
○勤務先の医療機関の勤務状況についての相談が１件あり，担当理
事に報告・相談を行った。（H26）
○女性医師数の向上 499人→525人（厚生労働省）（H27）

○新人看護職員に対して研修を実施する病院等への補助を行った。
○補助対象施設数 １５箇所
（１９箇所）(H26)
○研修会受講者数 ６００名
4 ○新人看護職員研修の実施病院への補助 １０か所（平成２９年 ○研修責任者研修等を実施した。（延べ受講者数 ９７４名）
(H26)
度）
○新人看護職員研修の実施病院への補助 １６か所(H29)
○実施回数
○実習指導者講習会 （１回）(H26)
実習指導者講習会 １回
○復職研修
（１回）(H26)
1 復職研修事業 １回
○専任教員再教育研修（３回）(H26)
専任教員再教育研修 ３回

1 ○民間養成所 ２箇所

ドクターバンク強化システム構築
事業

事業の達成状況
達成

33 看護師等養成所運営等事業

39

事業の達成状況

○ドクターバンク強化システムの構築

1 ○医師と医療機関とのマッチング増加 ０件→５０件※（Ｈ２８年
度）

4 ○年間開催回数 ３回
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○民間養成所について，看護師等養成所運営に必要な経費を補助し
た。（２箇所）(H26)
○「看護職に選ばれる施設づくり研修会」を開催した。（２回）
(H26)
○病院内保育所を運営する病院に対して，運営に必要な経費を補助
した。（実施病院数 ２３病院（12病院(H26)、11病院(H27)）
○就労環境改善に関する医療機関及び看護職員への相談窓口を設置
するとともに，就労環境の改善に関する看護師長等への研修等を
行った。（相談件数：５０件）(H26)
○小児救急患者の受入件数 18,964件（H26）
19,316件（H27）
○小児救急患者の受入件数 18,417件（H27,H28,H29の平均）
○小児救急電話相談件数 ８，１２３件（H26）
９，２２６件（H27）
○ドクターバンク強化システムを構築した。（医療機関が求人情報
を登録できるようになり，それを医師が検索できるようになった。
また，医師が情報を登録し，それを医療機関が検索することができ
るようになり，医師，医療機関の双方のニーズに応えられるように
なった。）（H26)
○ドクターバンク強化システムにおける、基本情報管理システム及
びホームページ上でマッチングを行う医師の基本情報の管理システ
ムの構築を行った。（H27）
○医師と医療機関とのマッチング ８９件（H28）
○「地域医療総合対策協議会」を３回開催し，地域における医療の
確保・充実について，検討・協議（H26）
○「地域医療総合対策協議会」を開催し，地域における医療の確
保・充実について，検討・協議（H27）
○「地域医療総合対策協議会」を開催し、地域における医療の確
保・充実について，検討・協議（開催回数２回）（H28）
○「地域医療総合対策協議会」を開催し，地域における医療の確
保・充実について，検討・協議（開催回数３回）（H29）

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

順調

未達成

平成26年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

41

事業名
ICTを活用した遠隔カンファレンス
支援事業

42 病理診断業務等支援事業
手術分野における先進医療技術
研修促進事業
救急医療等「医療機関・従事者」
44
対応能力向上事業
43

45 救急医療体制強化・充実事業

46

特定診療科におけるキャリア形成
育成システム構築事業

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標
○教育支援システム整備 ２箇所（H27年度）

2 ○連携医療機関グループの増加 ０グループ→２グループ
（H27年度）

1 ○シミュレーターによる訓練回数

○医療従事者を対象とした研修会に参加した医師数 15人

1 ○救急医療に関するフォーラム参加者数 300人

○特定診療科キャリア形成育成システムの構築

3 ○特定診療科の若手病院勤務医療の増加（平成２８年度末）

2 ○救急患者受入件数 １６，５００件

51

糖尿病と歯周病の医科歯科連携
推進事業

（年間200件）

1 ○研修会，訓練実施回数 ３回

48 救急医療体制支援事業

50 歯科医療関係者研修事業

○教育支援システム整備 ４箇所（H27）
○連携医療機関グループの増加 ０グループ→２グループ（H27）

○H27実績（9,945件）(H27)
1 ○県立中央病院における病理標本のデータ化数（年間4,000件）

2 ○研修受講者人数 延べ５０人

周産期・小児救急医療体制整備
事業

事業の達成状況
達成

胎児超音波精密スクリーニング体
47
制確保・整備事業

49

事業の達成状況

○シミュレーターによる訓練回数
(H27)

○
292件（H27.4.1～H28.3.31）

○県や徳島空港事務所と連携した訓練を実施した。（研修会，訓練
実施回数 ３回）（H26.11、H27.1(2回実施)）（H26）
○救急病院に勤務している医療従事者を対象とした，JATECを開催
した。(16人参加)（H26）
○救急医療に関するフォーラム等を開催（計28回）した。(フォー
ラム参加者数 1,093人)（H26）
○診療科偏在（小児科・産科婦人科）の緩和に向け，若手医師の
キャリア形成支援者を配置し相談対応，個別プログラムを作成した
他，キャリア形成に資する研修会等を実施（H26）
○徳島大学の小児科入局者数：４名、産婦人科入局者数：５名
（H27）
○研修会の開催（６回・延べ１０７名）（H26）
○県下の産婦人科医に対する胎児超音波精密スクリーニングeラー
ニング講座の開設（H26）
○専門機器整備（H27）
○救急患者受入件数

2 ○周産期・小児救急医療関係者会議開催回数 ２回

１６，９８４件（H26）
１５，８１４件（H27）（集計中）
○周産期・小児救急医療関係者会議を開催した。（２回）（H26）
○専門的で分かりやすい母子保健マニュアルを作成した。（H26）
○周産期・小児救急医療関係者会議を開催した（２回）（H27）
○歯科技工士養成所教員及び研修センターの歯科技工士がCAD/CAM
機器操作の専門的指導及び技工物作成に必要な技術を習得するため
CAD/CAM機器講習を受講した。（H26）
○県内歯科医師及び歯科技工士を対象としたCAD/CAM機器について
の研修会を開催した。（受講者３０名以上）（H26）
○講習会の開催：１回 122名（医療機関，学校関係 他）（H26）
○デンタルパスポート認知機関：462箇所（歯科医院，市町村 等）
（H26）
○口腔機能管理・口腔ケアを担う人材の確保と育成のため，歯科医
師，歯科衛生士，看護師，歯科研修医，学生などを対象とした講演
会を開催：3回 延158人（H26）
○周術期患者の口腔機能管理・口腔ケア及び病・診連携のできる人
材を育成した：歯科口腔保健人材育成数 32人（H27）

1 ○受講者数３０名
○講習会開催数 １回

1 ○デンタルパスポートの認知機関数 50箇所

52 歯科口腔保健人材育成事業

2 ○歯科口腔保健人材育成数 15人

53 女性医師等再就業促進運動

1 ○女性医師等の復職・離職防止に向けた体制整備
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○

○保育施設（研修会等の際に設置）を提供することで，女性医師が
復帰しやすくなる環境を整えた。（H26）

○
○
○

○

○
○
○

○

○

○

○

順調

未達成

平成26年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

54 女性医療従事者支援事業

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

達成
○相談窓口を設置（出産・育児において利用できる支援制度の紹
介、再就業の相談など）するなど，支援体制を構築（H26）
○相談件数 ２５件（H26）
○離職歯科衛生士の復職支援に向けたセミナーを開催し目標人数を
上回る歯科衛生士が参加（３０名以上）した。（H26）
○歯科職種の研修会において子育て世代が参加者できるようマミー
ルームを設置した。（H26）

○女性医療従事者への支援体制の構築

1 ○相談件数 ３件

55

離職歯科衛生士再就職支援モデ
ル事業

1 ○受講者数３０名

56

看護職員のキャリア形成支援事
業

1 ○キャリア形成支援のためのマニュアル策定・配布

57 看護師等養成所支援事業
58 助産師の人材育成事業
59 看護教育レベルアップ事業
60

看護師等養成所研修環境強化推
進事業

○スクールカウンセリング実施養成所数 １箇所

○看護師等養成所（県立総合看護学校）においてスクールカウンセ

○看護師等養成所におけるＩＣＴ整備 ２カ所

○看護師等養成所におけるＩＣＴ整備を行った。（２カ所）
（H26）
○専任教員の資質向上のための研修を行った。（１回）（H26）
○学生の研修環境を改善し、強化するための施設整備を行った。
（H27）
○県南部・西部においてナースセンターのサテライトを実施し、地
域の実情に応じた看護職員確保対策を推進した。（H26）
（サテライト実施２箇所（阿南、半田）
○ＡＷＡナースセンター事業 あり方検討会開催 １回（H29)
○歯科技工士養成所及び研修センターのCAD/CAM機器を設置した。
（H26）
○県歯科医師会単独事業として，歯科技工士等を対象とするオープ
ンセミナーを開催し，CAD/CAM技工能力を有する歯科技工士を養成
した。（オープンセミナー受講者数４０名）（H27）
○計８９名（卒業生25名（H26）、35名（H27）、29名（H28））に
専門的指導（H28）

1 ○研修会開催回数 １回

2 ○研修環境強化推進校 １校
4 ○ＡＷＡナースセンター事業 あり方検討会開催 １回（平成２９
年度）

62

歯科技工士養成所（徳島歯科学
院）研修機能強化事業

在宅訪問歯科診療推進モデル事
業
看護師等養成所教育環境改善促
64
進事業
看護学生臨地実習指導体制強化
65
事業
63

66

看護職員高度人材育成研修推進
事業

専門・認定看護師等養成支援事
業
医療勤務環境改善支援センター
68
事業
67

○看護職員生涯教育マニュアルの策定と配布（約300部）（H26）

4 ○スクールカウンセリング実施養成所数 １箇所（平成２９年度） リングの実施（H26）
○スクールカウンセリング実施養成所数 ４箇所（H29)
○エキスパート助産師の院内助産所・助産所実習に必要な経費を補
1 ○エキスパート助産師の増加 ４名
助した。（エキスパート助産師養成講習受講者４名）（H26）

○ナースセンターのサテライト実施箇所数 ２ケ所

61 看護職員就業支援体制強化事業

事業の達成状況

1 ○CAD/CAM技工能力を有する歯科技工士の養成２０名
○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士の養成６０名

3 （平成２６年度から２８年度）

1 ○教育環境改善実施校数 ６箇所
○実習受入訪問看護ステーション数 ３５箇所

4 ○医療人材育成機関認証制度の創設
○医療人材育成機関認証施設の追加 １箇所（平成２９年度）
○看護職員の高度人材育成推進検討会の開催 １回

3 ○県西部等におけるＩＣＴ整備 １箇所

1 ○専門・認定看護師フォーラムの開催

１回

○看護基礎教育推進のため，看護師等養成所等における教育環境の
改善を図った（６箇所）。（H26）
○実習受入訪問看護ステーション数 ３５箇所(H27)
○医療人材育成機関認証制度 認証機関数 ３５箇所（H28）
○医療人材育成機関認証施設の追加 ３箇所（H29)
○看護職員の高度人材育成推進検討会が開催された（１回）
（H26）
○県西部の施設(1箇所)で勤務する看護職員が，拡充された研修等
のプログラムをＩＣＴ利用により受講出来ることとなった。
（H28）
○専門・認定看護師フォーラムが開催（H27.3）された。（１回）
（H26）

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○

○医療勤務環境改善支援センターの設置

○医療勤務環境改善支援センターを設置した（H26）
4 ○勤務環境改善計画策定医療機関数の増加 １０機関（Ｈ２８年 ○勤務環境改善計画策定医療機関数 15医療機関（H29）

度）
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○

順調

未達成

平成26年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

医師事務作業補助者等配置支援
事業
勤務環境改善のための看護補助
70
者導入支援事業
69

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況
達成

2 ○本事業による医師事務作業補助者の配置人数 50人

○医師事務作業補助者の配置人数

68人（62人(H26)、6人(H27)）

○看護補助者導入施設に対する補助(3箇所)を行うとともに，看護
補助者活用推進教材の活用の準備がされた。（H26）
○看護補助者導入施設(2箇所)に対して補助を行った。（H28）
○急性期を脱した救急患者の転院搬送（６６件）を行った。
（H26）
○年間搬送件数 １００件
○モービルＩＣＵを活用した救急患者の転院搬送（１１２件）を
行った。（H27）
○感染専門医療従事者養成プログラムを作成した。（4職種）ま
○感染対策チーム人材養成事業
た，E-learningｼｽﾃﾑや，外部公開用のホームページを利用し，プロ
感染専門医療従事者養成プログラムの作成（4職種）し，プログ グラムへの参画体制を整備した。（H26）
○感染地域ネットワーク形成に向けてのシンポジウム（H27.3）を
ラムへの参画体制を整備する。
開催し，各医療機関への参画を呼びかけることで感染ネットワーク
○感染地域ネットワーク形成事業
の基盤形成を図った。（32医療機関）（H26）
ネットワークの基盤整備の構築 18医療機関

○
○

協力医療機関への転院搬送補助
事業

3

72

地域感染ネットワークを活用した
感染専門医療従事者養成事業

1

73

感染制御啓発・多業種人材育成
事業

1 ○研修会参加人数 １００人

○感染症に関する教育・啓発に関する研修を実施した。（H26）
研修会参加人数：２４７人

合計

○

○
72

-15-

未達成

○

3 ○看護補助者導入又は教材活用施設数 ５箇所

71

順調

1

0

平成27年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

ICT地域医療・介護連携推進支援
1
事業
2

脳卒中急性期遠隔診断支援シス
テム整備事業

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

達成

1 ○在宅医療支援システムの構築
○ネットワーク設備導入

○基礎システムを構築し、運用上の課題の共有を行った。（H27）

１箇所

3 ○脳卒中遠隔診断支援件数増加 ２６０件（H28年度）
○ネットワーク設備導入

１箇所（平成２９年度）

○ネットワーク設備導入 ３施設→９施設（H28年度）

3 遠隔画像診断システム整備事業
4

ICT在宅医療拠点基盤整備モデル
事業

2 ○遠隔画像診断件数 ８，０００件（H28年度）
○システム運用に関する検討会開催 ２２回

1 ○システム利用登録件数 ５５件

○周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等の実施 30回

5 口腔ケア連携事業

2 ○周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等 1回（平成28
年度）

6

阿南中央医療センター（仮称）整
備事業

3 ○阿南中央医療センター（仮称）工事着手

7

徳島赤十字病院日帰り手術セン
ター（仮称）等整備支援事業

3 ○スキルスラボ等の教育研修施設を拡充

8

病床機能分化・連携促進基盤整
備事業

3 ○回復期・慢性期等を担う病床の整備 ５０床増（平成３０年度）

9 在宅医療機器等整備事業

事業の達成状況

事業の達成状況

○阿南中央医療センター（仮称）実施設計

○日帰り手術センターの整備

○在宅医療の質の向上に資する機器を整備した医療機関等の
1 数 ５機関
○退院支援ルールの策定（県内保健所管内）

10 在宅医療・介護コーディネート事業

3 ○退院支援連絡実施率７６．５％→７８．０％（平成２９年度）

11 退院調整担当者配置等支援事業

○新規退院調整担当者を配置する医療機関数 ４機関
○退院調整担当者のための相談窓口の設置等
3 ○リハビリ専門職の配置人数 １０人
○新規退院調整担当者の配置 ５名（平成２８年度）

12 在宅医療介護連携サポート事業

3 １箇所

○徳島県立中央病院にネットワークシステム設備を導入する準備が
された。（H27）
○脳卒中遠隔診断支援件数 ２８３件（H28）
○徳島県立三好病院にネットワークシステム設備が導入された。
（H29）
○ネットワーク設備導入（設備導入済医療機関数：11医療機関 Ｈ
28．3時点）（H27）
○遠隔画像診断件数
8,395件（Ｈ27）
○システム運用に関する検討会開催を、23回開催した。（H27）
○システム利用登録件数は、112件。（H27）
○歯科標榜のない病院での口腔ケア連携事業及び周術期口腔管理連
携事業を展開し、周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等を実
施した（計46回）（H27）
○周術期口腔機能連携に係る人材育成の研修等を1回実施した。
（H28）

○入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ス

1 テーション等の情報共有検討会の開催 ３回

14

在宅推進医師確保等支援セン
ター設置事業

1 ○在宅推進医師確保等支援センター完成

15

在宅リハビリテーション体制構築
事業

3 場での多職種情報共有ツールの開発

16

在宅医療支援のためのかかりつ
け医研修事業

○研修会の開催件数 ５０回
○研修の参加者数 のべ ４，０００人
○研修会の開催件数 ３回（平成２８年度）
3 ○研修の参加者数 のべ５０人（平成２８年度）
○研修会の開催件数 ４０回（平成３１年度）
○研修の参加者数 のべ２７００人（平成３１年度）

17

在宅医療人材育成のための研修
事業

2 ○事例発表等開催 １回

地域包括型栄養管理ネットワーク
構築推進事業

1 回数

18

19 訪問看護体制支援事業

20 在宅歯科医療連携室運営事業

○入院医療機関同士の情報共有検討会の開催 １回

アウトカム指標達成状況
達成

○

○

○

○脳卒中遠隔診断支援件数増加

○

○

○遠隔画像診断による放射線科医が不足する医療機関に対する支援
○支援件数の増加
件数の増加 ５千件

○

○システム運用対象地域の増加

○

○病院から地域の歯科医師へ紹介した患者数 ２５０名
○平均在院日数 ４０．０日（平成３１年度までに）

２４０件（H28）

○脳卒中遠隔診断支援件数 ２８３件

０地域→１地域

（H28）

○システム運用対象地域の増加

○

１箇所（H27）

○病院から地域の歯科医師へ紹介した患者数
名(H27)に増加
○平均在院日数 ３９．９日(H27)

225名(H26)から256

○

○南部圏域における回復期病床数 ３４８床
○南部圏域における病床数（４病床機能合計） ２，０６３床
（H30病床機能報告）
○徳島赤十字病院における救急患者及び紹介患者の受入れ増 ３８
７人／年
○南部圏域における病床数（４病床機能合計） ２，０６３床
（H30病床機能報告）

○

○在宅医療機器の整備数

○在宅医療機器の整備数

○

○退院支援ルールの運用開始市町村の増加
０市町村→１３市町村

○

○退院調整担当者の新規配置地域（市町村）の増加
所

○

○「後方支援病院ネットワーク」構築済み地域（市町村）の増加
０箇所→２箇所

○「後方支援病院ネットワーク」構築済み地域（市町）の増加
0箇所→2箇所（H27）

○

○入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所、訪問看護ステー
ション等の情報共有検討会を、6回開催した。（H27）
○入院医療機関同士の情報共有検討会を、4回開催した。（H27）

○

○医療情報の共有システムを導入する地域の増加
０箇所→１箇所

○医療情報の共有システムを導入する地域の増加
0箇所→1箇所（H27）

○

○在宅推進医師確保等支援センターが完成した。（H27）

○

○施設の増加 ６施設（H27）
○往診及び訪問看護により２４時間対応できる体制確保可能な施設
147施設（H27末）→153施設（H28末）
の増加 ６施設
13施設減、19施設増（H28年度中）

○

○リハビリテーション評価方法の共有職種の増加

○完成した多職種情報共有ツールを利用し、主にケアマネー
ジャー、看護師に職種を広げ、評価を依頼している。（H29）

○

○

○在宅医療に携わる医師ののべ参加人数

○在宅医療に携わる医師ののべ参加人数
○在宅医療に携わる医師ののべ参加人数

○

○

○動画情報を用いたケースカンファレンスを実施する医療機関数の ○動画情報を用いたケースカンファレンスを実施する医療機関数
増加 ０箇所→１箇所
０箇所→１箇所（H27）

○

○

○地域一体型栄養管理ネットワーク育成者数

○

○訪問看護支援センター運営委員会を２回開催した。（H27）
○研修会を１回開催した。（H28）
○訪問看護推進検討会の開催 １回（H29)
○研修会を15回開催した。（R1）

○

○訪問看護に関する研修等の開催 ２０回以上
○平均在院日数 ４０．０日（※平成31年度末までに）

○研修会等の開催 22回（H27）
○平均在院日数３９．９日（H27）
○平均在院日数 38.6日(H28)
○平均在院日数 36.3日（R1）

○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数
7,255部（県全域）
（H27）
○訪問歯科診療依頼件数 64件 （県全域）（H27）
○県下における歯科診療機器の貸出による診療件数 2,724件
（H27）
○一次救命資格者数 28名（H27）
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 ６１９部（H28）

○

○訪問歯科診療実施者と多職種との連携会議の開催
0回→１回

○訪問歯科診療実施者と多職種との連携会議の開催
（H27）

○経験豊富な医師に同行し、実際に在宅医療を経験してもらう取組
を行った。（H27）
○取り組みの振り返りを行うことを目的とした会議・研修会等の実
施。（H28）
○平成３０年度事業実施予定

○

○課題の解決方法の実施件数の増加

○課題の解決方法の実施件数

○

○日帰り手術センター等を備える増築棟の建設工事を推進した。
（H28）
○日帰り手術センターの整備（H29)
○スキルスラボ等の教育研修施設を拡充（H29）
○緩和ケア病床の整備 5床（H27）
○緩和ケア病床の整備 19床（H28）
○回復期リハビリテーション病棟の整備 30床（H29)
○在宅医療の質の向上に資する機器を整備する医療機関等の数は、
１０機関となった。（H27）
○県内保健所管内で運用する退院支援ルールの策定を行った。
（H27）
○県内全域での退院支援ルールの運用を開始した。（H28）
○退院支援ルール定着に係る説明会を３回開催した。（H28）
○退院支援連絡実施率 ７５．４％（H29）
○退院支援連絡実施率 ８１．８％（H30）
○新規退院調整担当者を配置する医療機関数 １０機関（H27)
○退院調整担当者のための研修と、研修時の相談窓口の設置を行っ
た。（H27)
○リハビリ専門職を，45名配置した。（H27)
○新規退院調整担当者の配置 ７名（平成２９年度）

○
○

０箇所→５０箇所

○徳島県における回復期病床数
告）

２，０９２床

○
○

（H30病床機能報

０市町村→１３市町村

０箇所→３箇 ○退院支援担当者の新規配置地域（市町村）の増加
所（H27）

○
○

0箇所→69箇所（H27）

○退院支援ルールの運用開始市町村の増加
（H27）

順調 未達成

○

6,013件（2，382件→8，395件）（H27）

○南部圏域における回復期病床数 ３００床
○南部圏域における病床数（４病床機能合計） 約１，９００床
（平成３７年度までに）
○徳島赤十字病院における救急患者及び紹介患者の受入れ増 ３５
０人／年
○南部圏域における病床数（４病床機能合計） 約１，９００床
（平成３７年度までに）
○徳島県における回復期病床数 １，７５０床 →
徳島県における回復期病床数 ３，００３床
（平成３７年度までに）

○阿南医療センター実施設計 完了（H28）
○阿南医療センター工事着手（H29）

○在宅医療機関の「後方支援病院ネットワーク」窓口を3ヶ所開
設。（H27）
○ネットワーク構築のための会議開催回数 １回（平成２９年度） ○ネットワーク構築のための会議開催回数 ３回（H29）

在宅医療診療情報共有推進モデ
ル事業

アウトカム指標
（事業終了後１年以内のアウトカム指標）

○在宅医療支援システムによって支援される郡市医師会の数の増加 ○在宅医療支援システムによって支援される郡市医師会の数の増加
０→１
１箇所（H27）

○在宅医療機関の「後方支援病院ネットワーク」窓口の開設

13

順調 未達成

アウトカム指標の達成状況

０箇所→４箇

○

○

○

○多職種情報共有ツールの開発に向け、有用な評価項目を検討中

○在宅リハビリテーションの関連職種の人材育成の推進及び現 （H28）

○動画情報を用いたケースカンファレンス実施 ５回
○多職種連携のための研修会開催 ３回（平成２８年度）

○多職種情報共有ツールの完成による在宅リハビリテーションの関
連職種の人材育成の推進（H29）
○研修会を、７２回開催した。（H27）
○研修会には、のべ４，０９３人参加した。（H27）
○研修会の開催件数 ２回（H28）
○研修の参加者数 のべ１３４人（H28）
○研修会の開催件数 ３回（H29）
○研修会の開催件数 ４０回（R1）
○研修の参加者数 のべ３，５７８人（R1）
○動画情報を用いたケースカンファレンス実施 １６回（H27）
○事例発表等開催 １回（H27）
○多職種連携のための研修会開催 ２７回（H28）

３，５００人

３，８１５人（H27）
３，５７８人（R1）

○多職種連携等を推進するための研修会またはセミナーの開催 ○多職種連携の推進及び資質向上を図るための検討会の開催 2回
（平成２７年度末：２回）
○訪問看護支援センター運営委員会の開催 １回
○訪問看護に関する研修会等の開催 １回（平成２８年度）

3 ○訪問看護推進検討会の開催 １回（平成２９年度）

○訪問看護に関する研修会等の開催 ４回（令和元年度）
○在宅歯科医療連携だよりの配布部数 ５，４００部（県全域）
○訪問歯科診療依頼件数 55件（県全域）
○県下における歯科診療機器の貸出による診療件数 ２，４００
2 件
○一次救命資格者数 ５名
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 １００部（平成２８年
度）

（H27）
○地域全体の医療者の栄養管理に対するスキルアップ研修会
（H27）

1回

５０名以上

21 在宅医療課題解決支援事業

○在宅医療の関係者が関わる課題の抽出を行い，解決策の検
討・共有を行う。
3 ○課題解決につながる提案の周知を目的とした会議・研修会等
の実施。（平成２８年度）

22 地域医療支援センター運営事業

2 ○地域の病院への専門医の派遣 ５人（平成２８年度）

○医師の配置調整実績 ２７人（H27）
○地域の病院への専門医の派遣 １５人（H28）

○

○地域枠学生の徳島県内における医師臨床研修マッチング数
人
○へき地医療拠点病院等への医師配置数 ２人

23 産科医等確保支援事業

2 ○分娩取扱医療機関：１７医療機関

○分娩取扱医療機関：１７医療機関に補助を実施（H27）

○

○産科医等の確保できている二次医療圏の数

○医師の配置調整実績 Ｈ２７年度末：２０人

０件→１件

３箇所

○地域一体型栄養管理ネットワーク育成者数

115名（H27）

○

０回→１回

○

０件→１件（H27）

１０ ○地域枠学生の徳島県内における医師臨床研修マッチング数
人（H27）
○へき地医療拠点病院等への医師配置数 １７人（H27）
○産科医等の確保できている二次医療圏の数

3箇所（H27）

○

１２

○
○
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平成27年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況
達成

○新生児医療担当手当支給回数 ５０回

順調 未達成

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標
（事業終了後１年以内のアウトカム指標）

アウトカム指標達成状況
達成

○

○ＮＩＣＵの病床数

○

○医療機関と女性医師のマッチング件数 １件
○医療機関と女性医師のマッチング件数 １件（H27）
○県内で従事する女性医師数 ５３０人以上（※平成３１年度まで
○女性医師数 ５４６人（H28年度実績）
に）

26 新人看護職員研修事業

2 ○研修回数 １回（平成２８年度）

○新生児医療担当手当支給回数 ９８回（H27）
○新生児医療担当手当支給回数 ５２回（H28）
○勤務先の照会依頼の相談が２件あり，うち１件で勤務先が決まっ
た。（H27）
○勤務先の照会依頼の相談が１件あり勤務先が決まった。（H28）
○女性医師数 ５２５人（H26年度実績）
○勤務先の紹介依頼の相談が５件あり，うち2件で勤務先が決まっ
た。（H29)
○多施設合同研修，研修責任者研修等を実施した。（２９回）
（H27）
○新人看護職員等に対して研修を実施する病院への補助を行った。
（１箇所 研修回数１２回）（H28）

○

○新人研修補助を受けた病院における新人職員の離職率
満

27 看護師等養成所運営等事業

○看護師等養成所運営に必要な経費を補助した。（2箇所）（H27）
3 ○民間養成所 ２箇所○民間養成所運営補助 ２箇所（平成２９年度） ○民間養成所運営補助 ２箇所（H29)

○

○徳島県内看護師等養成所（民間）における看護職養成 ２０人
○県内に看護職員数 １３，３１２人（※平成３０年度までに）

28 看護職員確保対策事業

3 ○説明会開催 １回（平成２８年度）

29 病院内保育所運営事業

○看護職員のための就職ガイドブック作成（平成２９年度）
○設置状況調査の実施 １回
2 ○設置状況調査の実施 １回(平成28年度)

30 小児救急医療体制整備事業

2 ○小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の数 ４機関（平成 ○小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の数 ４機関（H27）

24 新生児医療担当医確保支援事業

2 ○新生児医療担当手当支給回数 ３０回（平成２８年度）

25 女性医師等就労支援事業

3 ○女性医師数の向上 ４９９人→５１９人（Ｈ２８年度）

○勤務先の紹介依頼 ５件

○研修回数 ４回

○説明会開催回数 １回

○小児救急患者受入件数 １０，０００件

31

ドクターバンク強化システム構築
事業

32 地域医療総合対策協議会
33 地域医療提供体制構築推進事業
34 地域医療従事医師研修支援事業
35

救急医療等「医療機関・従事者」
対応能力向上事業

36 救急医療体制強化・充実事業

２８年度）
○医師の職業紹介相談件数 月１件
1 ○医師と医療機関とのマッチング数 年間５件
○年間開催回数 ２回
2 ○年間開催回数 ２回（平成２８年度）
○協議会の設置
2 ○協議会の開催 ２回（平成２８年度）

3 ○制度利用者の発掘
1 ○研修会，訓練等実施回数 ３回
○医療従事者を対象とした研修会に参加した医師数 １５人

1 ○救急医療に関するフォーラム参加者数 ３００人

37

特定診療科におけるキャリア形成
育成システム構築事業

1 ○特定診療科の病院勤務医数の増加（平成２８年度末）

38

胎児超音波精密スクリーニング体
制確保・整備事業

2 ○eラーニング講座受講者４０名（平成２８年度）

○特定診療科キャリア形成育成システムの構築

○研修会等の実施回数 １回

39 救急医療体制支援事業

○救急患者受入件数：１３，０００件
3 ○補助医療機関数 １医療機関（平成２８年度）
○補助医療機関数 １医療機関（平成２９年度）

40 歯科医療関係者研修事業

1 ○受講者数 ５０名

41 歯科口腔保健人材育成事業

1 ○歯科口腔保健人材育成に係る研修会等の実施 ２回

42

感染制御啓発・多業種人材育成
事業

○研修会参加人数 １００人

3 ○研修会参加人数 １００人（平成２８年度）
○研修会参加人数 ６３人（平成２９年度）

９床

○ＮＩＣＵの病床数

○

9床（H27）

１０％未 ○新人研修補助を受けた病院における新人職員の離職率
（H27）

○

○病院内保育所の設置状況調査を実施した。（H27）
○病院内保育所の設置状況調査を実施した。（H28）

○

○小児救急患者の受入件数

○

○小児救急医療提供体制の確保（受入件数

○医師の職業紹介相談件数月平均 １件以上（H28）
○医師と医療機関とのマッチング数年間 ８９件（H28）

○

○医師と医療機関のマッチング件数

５件

○医師と医療機関とのマッチング数年間

○年間開催回数
○年間開催回数

２回（H27）
２回（H28）

○

5.4％

○徳島県内看護師等養成所（民間）における看護職養成 ２８人
（H27）
○県内の看護職員数 １３，０８０人（H28）
○県内の看護職員数 １３，３７０人（H30）
○Ｈ27年度参加者 35名（H27）
○高等学校での進路説明会参加者 ３０名
○県内の看護職員数 １３，０８０人（H28）
○県内の看護職員数 １３，３１２人（※平成３０年度までに）
○県内の看護職員数 １３，３７０人（H30）
○補助対象病院における保育乳幼児数（年間平均）の増加 ３．０ ○補助対象病院における保育乳幼児数(年間平均)が13.8人(H26)か
人
ら17.0人(H27)に増加した。（H27）
○常勤看護職員離職率 １０％以内（※平成31年度まで）
○常勤看護職員離職率 7.1％（H27）

○「看護職になるための説明会」を開催した（１回）（H27)
○説明会開催 １回（H28）
○看護職員のための就職ガイドブック作成（H29）

１９，３１６件（H27）

１万件以上）

○小児救急医療提供体制の確保

○

○

○へき地や市町村等への医師の派遣

１０名以上

○へき地や市町村等への医師の派遣

２１名（H27）

○

○

○地域の医療機関への医師派遣回数

月当たり延べ２５回

○地域の医療機関への医師派遣回数

月当たり延べ32回（H27）

○

○研修会の開催（H27:１回・参加者34名）
○eラーニング講座の実施(H27～28：受講者100名)
○救急患者受入件数：１６，６４４件（H28）
○補助医療機関数 １１医療機関（H28）
○救急患者受入件数：０件（H29）
○補助医療機関数 ０医療機関(H29)
○補助医療機関数 ６医療機関(H30)
○歯科医を対象に後期高齢者の特性に応じた診療及び保健指導に関
する研修会を開催した。（3回開催・受講者数334名）（H27）
○歯科口腔保健人材育成に係る研修会・シンポジウム・講習会等を
開催した。（計8回）（H27）
○研修会参加人数
○研修会参加人数
○研修会参加人数

６２２人（H27）
１１９人（H28）
２３４人（H29)

○義務年限明け後の自治医大医師の県内定着者数
（H30）

○

○義務年限明け後の自治医大医師の県内定着者数

○

○専門的能力を持った医療従事者の増加

○

○救急対応可能な人材の増加

○

○キャリア形成育成支援を行った診療科数

○

○乳児死亡率の減（３．５未満）

○乳児死亡率

○

○二次救急医療機関の存在する二次医療圏数３箇所

○二次救急医療機関の存在する二次医療圏数
○二次救急医療機関の存在する二次医療圏数
○二次救急医療機関の存在する二次医療圏数

○

○後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の増加（年間５件増）

５０人

３０名

２診療科

１１名定着

○

○救急対応可能な人材の増加

○

32名（H27）

○キャリア形成育成支援を行った診療科数

○

2診療科（H27）

○

3.5→3.0(H28)

3箇所（H27）
3箇所（H29）
3箇所（H30）

○

○

○後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の増加 380診療所(H27)→
386診療所(H28)（6件増加）
○医科歯科連携及び地域連携について知識を有する研修医等の増加 ○医科歯科連携及び地域連携について知識を有する研修医等の増加
３５名
73名（H26）→112名（H27）（39名増加）

○

○病院における院内感染対策委員会設置数１００以上
○研修会の開催に伴ったマミールームの設置回数 １回
○県内で従事する女性医師数 ５３０人以上（平成３１年までに）
○本事業により設置したマミールームを利用した保護者人数 のべ
３００人以上
○県内で従事する女性医師数 ５３０人以上（※平成31年度まで
に）
○徳島県歯科医師会が行う無料職業紹介事業における歯科衛生士及
び医療事務（歯科助手）の新規求職申込件数（毎年３件程度）
○就業歯科衛生士数（人口１０万人あたり） １４４．５人（全国
平均９０．８人）

○病院における院内感染対策委員会の設置数
○病院における院内感染対策委員会の設置数

１１２病院（H27）
１０９病院(H29)

○

44 女性医療従事者支援事業

1 ○女性医療従事者の復職支援・離職防止

○相談窓口を設置し、支援体制を継続（H27）
○相談件数 18件（H27）

○

離職歯科衛生士再就職支援モデ
45
ル事業

1 ○受講者数 ３０名

○離職歯科衛生士の復職支援・現役歯科衛生士が継続して働ける環
境づくり・人材育成・歯科衛生士ネットワーク拡大に向けたセミ
ナーを開催した。（2回開催・受講者数140名）（H27）
○歯科職種の研修会において子育て世代が参加できるようマミー
ルームを設置した。（H27）

○

46 看護職員人材育成推進事業

2 ○検討会参加機関 ２機関（平成２８年度）

○高度人材育成推進検討会を開催（２回）（H27）
○検討会参加機関 ２回（H28）

○

○認定看護師の増加（５人）
○看護師の特定行為に係る研修受講者数の増加
年度までに）

47 保健師現任教育強化事業

2 ○新任期保健師研修 １回（平成２８年度）

○保健師等に対し各期別研修を実施した。（新任期２回、中堅・管
理期１回）（H27）
○新任期保健師研修を1回実施した。（H28）

○

○保健師の専門能力の向上（地域の健康課題を見いだす能力を持っ ○地域の健康課題を見いだす能力を持った新任期保健師の割合
た新任期保健師の割合７０％以上）
72.9％(H27)

48 看護師等養成所支援事業

○スクールカウンセリング実施校数 １校
○専任教員研修 １回
3 ○スクールカウンセリング実施校数 １校（平成２８年度）
○ＩＣＴを活用した遠隔授業検討委員会の開催 １回（平成２９年
度）

○スクールカウンセリングを実施した（３校）（H27）
○専任教員臨床研修を実施した（H27）
○スクールカウンセリングを実施した（１校）（H28）
○ＩＣＴを活用した遠隔授業検討委員会の開催 ６回（H29)

○

○教育環境改善に取り組んでいる施設 ３施設
○県内の看護職員数 １３，３１２人（※平成３０年度までに）

49 看護職員就業支援体制強化事業

1 ○サテライト実施箇所数 ２箇所

○県南部・県西部において復職支援等を実施した。（サテライト実
施2箇所）（H27）

○

○サテライト展開による就業者数

○勤務環境改善施設数 ２箇所

50 看護職員勤務環境改善推進事業

3 ○勤務環境改善に係る情報の周知 １回（平成２８年度）

○看護補助者導入など勤務環境改善に係る取り組みを実施した（２
箇所）（H27）
○勤務環境改善に係る情報の周知を行った(１回)（H28）
○勤務環境改善施設数 ２箇所（H29)

○

○看護補助者を含む研修実施施設 ２施設
○常勤看護職員離職率 １０％以内（※平成３１年度までに）

○研修会の開催に伴ったマミールームの設置回数

1回（H27）

○本事業により設置したマミールームを利用した保護者数
390人（H27）

延べ

○徳島県歯科医師会が行う無料職業紹介事業における歯科衛生士及
び医療事務（歯科助手）の新規求職申込件数 1件（H27）→4件
（H28年度末）
就業歯科衛生士数（人口１０万人あたり）１６０．４人（H28）

４人（※平成３１ ○認定看護師の増加 82人(H26)から96人(H27)
○看護師の特定行為に係る研修受講者数の増加

２０人

○

○専門的能力を持った医療従事者の増加90人（H27）

○保育施設等を提供することで、女性医師が復職しやすくする環境
を整えた。（H27）

○勤務環境改善施設数 ２箇所（平成２９年度）

○

○

８９件（H28）

1 ○女性医師等の復職・離職防止に向けた体制整備

○各期別研修会等の実施 １回

○

○

１９，３１６件（H27）

43 女性医師等再就業促進運動

○検討会開催回数 １回

○

○海部・那賀モデル推進協議会の設置（H27）
○海部・那賀モデル推進協議会の開催 ２回（H28）
○対象者へ案内を送付し，事業の周知を行った。（H27）
○制度利用者 １名（H30）
○救急対応能力等の向上のための研修会を実施するとともに、各郡
市医師会も交えた多数傷病者発生対応マニュアル作成の検討会を
行った。（研修会、訓練等実施回数 6回）（H27）
○救急病院に勤務している医療従事者を対象とした、JATECを開催
し、外傷患者対応が可能な医療従事者が増加した。（32人参加）
（H27）
○救急医療に関するフォーラムを開催し、救急医療に関する普及啓
発が図られた。（331人参加）（H27）
○診療科偏在（小児科、産科婦人科）の緩和に向け、若手医師の
キャリア形成支援者を配置し相談対応、個別プログラムを作成した
他、キャリア形成に資する研修会等を実施した。（H27）
○徳島大学の
・小児科入局者数：4名
・産婦人科入局者数：5名

５名定着

順調 未達成

11人(H29)

○教育環境改善に取り組んでいる施設 4施設（H27）
○県内の看護職員数 １３，０８０人（H28）
○県内の看護職員数 １３，３７０人（H30）
○サテライト展開による就業者数 34人（西部18人、南部16人）
（H27）
○看護補助者を含む研修実施施設 ２施設（H27）
○常勤看護職員離職率 7.1％（H27）
○常勤看護職員離職率 7.1％（H28）
○常勤看護職員離職率 6.6％（H29）
○常勤看護職員離職率 7.4％（H30）

○
○
○
○
○

○

○
○

○
○
○
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平成27年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

51

事業名
歯科技工士養成所（徳島歯科学
院）研修機能強化事業

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況
達成

○受講者数４名

2 ○CAD/CAM機器研修会への受講 １名（平成２８年度）

○CAD/CAM機器研修会への受講
○CAD/CAM機器研修会への受講

３名（H27）
１名（H28）

順調 未達成

アウトカム指標
（事業終了後１年以内のアウトカム指標）

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標達成状況
達成

○

○CAD/CAM冠製作技術習得者の確保（毎年１０名程度）

○計８９名（卒業生25名（H26）、35名（H27）、29名（H28））に
専門的指導

○

○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数の増加（年間５件
○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数 207診療所（H27年
増）
度末）→215診療所（H28年度末）
○就業歯科衛生士数（人口１０万人あたり）
１４４．５人（全
○就業歯科衛生士数（人口１０万人あたり）１６０．４人（H28）
国平均９０．８人）

○

○

○CAD/CAM冠製作技術習得者の確保

○

14名（H27）

52

在宅訪問歯科診療推進モデル事
業

2 （平成２６年度から２８年度）

53

在宅訪問歯科診療推進施設機能
強化事業

1 （平成２７年度から２８年度）

○研修の拠点として、徳島歯科学院の介護実習施設の環境整備を
行った。また、県歯科衛生士会、県内歯科衛生士養成校に対して研
修設備の利用について周知を行い、当該施設を開放した。（H27）
○96名の学生のほか、4回の研修会で183名の受講者が利用。
（H27）

○

○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数の増加（年間５件
増）

○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数の増加
（H27）→215診療所（H28）（8件増加）

2 ○医療人材育成機関認証制度の活用施設数 ５箇所

○医療人材育成機関認証制度活用施設数 ３５箇所（H28）

○

○学生受入れ臨地実習施設

○学生受入れ臨地実習施設

2 ○研修会参加人数 ３０人（平成２８年度）

○医療勤務環境改善マネジメントシステムの周知を行った。
（H27）
○研修会参加人数 ７２人（H28）

○

○医療勤務環境改善マネジメント導入医療機関

1 ○医師事務作業補助者等の配置人数 ２５人

○医師事務作業補助者等を45名配置した。（H27）

○

看護学生臨地実習指導体制強化
事業
医療勤務環境改善支援センター
55
事業
医師事務作業補助者等配置支援
56
事業
54

57

協力医療機関への転院搬送支援
事業

58 感染専門医療従事者養成事業

合計

○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士の養成６０名

○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士の養成４０名

○医療勤務環境改善マネジメントシステムの周知

3

1

○モービルＩＣＵを活用した救急患者の転院搬送（１１２件）を円
滑に行った。（H27）
○年間搬送件数 ６０件
○モービルＩＣＵ１台を年間を通じて運用し、救急患者の転院搬送
○年間を通じて運用できるモービルICUの数 １台（平成２８年度） （６９件）を円滑に行った。（H28）
○年間搬送件数 ２０件（平成２９年度）
○モービルＩＣＵを活用した救急患者の転院搬送（８２件）を円滑
に行った。（H29）
○徳島県の感染防止加算1、加算2を取得している病院、有床・無床
診療所の枠を超えて、感染地域ネットワークを形成した。（H27）
登録医療機関：94医療機関および1老人保健施設
○感染地域ネットワーク形成事業
感染危機管理チーム：14医療機関
・徳島県，感染防止加算１病院，加算２病院間の感染地域ネット 感染専門アドバイザー：38名（医師15名、看護師16名、薬剤師3
ワーク形成
名、検査技師4名）
・外部講師による講演会等の開催１回
○外部講師によるアウトブレイクに関する講演会を開催し、ネット
・徳島大学病院が拠点となりＩＴを用いた迅速的なシステムの構築 ワーク加入医療機関中心に45名が受講した。（H27．9．16）
（H27）
○感染専門医療従事者養成事業
・感染専門医療従事者を養成するためのプログラム参加人数１０ ○ITを使用したネットワークシステムを構築し、協力医療機関と試
験的運用を開始した。（H27）
名
○感染専門医療従事者養成プログラムを構築後、60名がプログラム
を受講した。（医師10名、研修医29名、看護師5名、薬剤師8名、検
査技師5名、事務3名）（H27）

１７０箇所

207診療所

○

176箇所（H27）

○１医療機関に導入（H28）

○

○医師事務作業補助者の新規配置を行った地域（市町）の増加
０箇所→５箇所

○医師事務作業補助者の新規配置を行った地域（市町）の増加
0箇所→5箇所（H27）

○

○

○年間を通じて運用できるモービルＩＣＵの数
○年間搬送件数：６０回

１

○年間を通じて運用できるモービルＩＣＵの数
○年間を通じて運用できるモービルＩＣＵの数
○年間搬送件数：６９件（H27）
○年間搬送件数：８２件(H29)

○

○

○感染地域ネットワークにおける相談支援件数

１０件

58

0

0

１箇所

○感染ネットワークにおける相談支援件数

順調 未達成

1（H27）
1（H29）

14件（H27）

○

55

3

0
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平成28年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

1 ICT地域医療・介護連携推進事業
2

3

ICTを活用した地域医療ネットワー
ク基盤整備事業

医療ネットワーク基盤整備支援事
業

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

達成

順調

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標

アウトカム指標達成状況

未達成

達成

1 ○在宅医療支援システム導入郡市医師会数：５団体

○在宅医療支援システム導入郡市医師会数 ８団体（H28）

○

○システム登録延べ患者数

2 ○ネットワーク参加施設数 ２２施設

○徳島大学病院と新たにネットワークが拡大される医療機関におい
てネットワークシステム設備を導入する準備がなされた。（H28）
○ネットワーク参加施設数 ２４施設（H29)

○

○ネットワークを活用した人口透析機能を有する医療機関との診療 ○ネットワークを活用した人口透析機能を有する医療機関との診療
情報連携患者の登録数 ５０人（平成２９年度）
情報連携患者の登録数1140人（H29）

○ＩＣＴを活用したネットワークシステム参加全体医療機関数 ２
医療機関以上

2 ○ＩＣＴを活用したネットワークシステム参加全体医療機関数 ４
医療機関以上（平成２９年度）

ICT在宅医療拠点基盤整備モデル
事業

事業の達成状況

事業の達成状況

○システム運用に関する検討会開催数 １０回

○ＩＣＴを活用したネットワークシステム参加全体医療機関数
医療機関（H28）
○ＩＣＴを活用したネットワークシステム参加全体医療機関数
医療機関（H29）

１００名（平成３１年度までに）

２
４

○ＩＣＴを活用したネットワークシステム利用件数 ５０件以上
（平成３１年度末まで）

○

○ＩＣＴを活用したネットワークシステム利用件数
○ＩＣＴを活用したネットワークシステム利用件数
半田病院・徳大病院
○ＩＣＴを活用したネットワークシステム利用件数
県南４病院
○ＩＣＴを活用したネットワークシステム利用件数
（H30）半田病院・徳大病院
○ＩＣＴを活用したネットワークシステム利用件数
県南４病院

○

３件（H28）
９件（H29）
３件（H29）

○
１１件
３０件(H30)

○システム運用に関する検討会開催数 １０回（H28）
○システム運用対象地域 ２地域（H28）

○

○システム利用患者登録件数
（平成２８年度末）

5 口腔ケア連携事業

○配置した歯科衛生士数 １名
○周術期口腔機能管理連携に係る人材育成の研修等の実施
1
１５回
○「がんとの共生」を支える歯科診療研修会の開催 １回

○配置した歯科衛生士 １名（H28）
○周術期口腔機能管理連携に係る人材育成研修等の実施２５回
（H28）
○「がんとの共生」を支える歯科診療研修会の開催１回（H28）

○

○平均在院日数 ４１．６日（平成２６年度→４０．０日（平成３
○平均在院日数 ３９．９日（H28）
１年度までに）

6 阿南医療センター整備支援事業

○工事着手（H29)
2 ○阿南医療センターにおける回復期病床 ７０床（平成３０年内） ○新棟完成（H30）

○

○南部圏域における回復期病床数 約６００床（平成３７年度まで
○南部圏域における回復期病床数 ３４８床（H30病床機能報告）
に）

○

○

○南部圏域における回復期病床数 約６００床（平成３７年度まで
○南部圏域における回復期病床数 ３４８床（H30病床機能報告）
に）

○

○

○徳島県における回復期病床数 約３，０００床（平成３７年度ま ○徳島県における回復期病床数 ２，０９２床（H30病床機能報
でに）
告）

○

○

○平均在院日数 ４１．６日（平成２６年度）→４０．０日（平成
○平均在院日数 ３９．９日（H28）
３１年度までに）

○

○医療情報の共有システムを導入する地域の増加
１地域（平成２７年度末）→２地域（平成２８年度末）

○

○往診及び訪問看護により２４時間対応できる体制確保可能な施設
○施設の増加 ６施設（H28）
の増加 ６施設
147施設（H27末）→153施設
１４７施設（平成２７年度末）→１５３施設（平成２８年度末）

○

○研修会の開催件数 ４５回（H28）
○研修の参加医師参加者数 のべ ４，１３３人（H28）
○研修の参加医師参加者数 のべ １２１人（H29）

○

○平均在院日数 ４１．６日（平成２６年度）→４０．０日（平成３１
年度までに）
○平均在院日数 ３９．９日（平成２７年度）→３９．０日（平成３１
年度までに）

○平均在院日数 ３９．９日（H28）
○平均在院日数 ３８．６日（H29)

○

○入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ステー
ション等の情報共有検討会の開催 １３回（H28）
○入院医療機関同士の情報共有検討会の開催 ９回（H28）

○

○動画情報を用いたケースカンファレンスを実施する地域の増加
１地域（平成２７年度末）→２地域（平成２８年度末）

○動画情報を用いたケースカンファレンスを実施する地域 ２地域
（H28）

○

○実施機関数 ３機関（H28）

○

○平均在院日数 ４１．６日（平成２６年度）→４０．０日（平成
○平均在院日数 ３９．９日（H28）
３１年度までに）
○平均在院日数 ４１．６日（平成２６年度）→４０．０日（平成
３１年度までに）
○平均在院日数 ３９．９日（H28）
○平均在院日数 ３９．９日（平成２７年度）→３９．０日（平成 ○平均在院日数 ３８．６日（H29)
３１年度までに）
○訪問看護ステーション利用者数 2,731名（平成27年度実績）
○訪問看護ステーション利用者数 ２，７３１名（平成２７年度）
○訪問看護ステーション利用者数 2,889名（平成28年度実績）
→２，９００名（平成３１年度までに）
○訪問看護ステーション利用者数 3,237 名 (平成29 年度実績)

○

○

○システム利用患者登録件数

未達成

○

１３３名（H28）

1 システム運用対象地域の増加 １地域→２地域

4

４４件（平成２７年度末）→５０件

○システム登録延べ患者数

順調

５１件（H28）

○
○

○実施設計業務完了（H28）
○阿南医療センターにおける回復期病床 ８８床（R1）
○増築棟完成（H29)
目標の達成状況は今後確認
○徳島赤十字病院における救急患者及び紹介患者の受入れ増
○徳島赤十字病院における救急患者及び紹介患者の受入れ増 ３８
３５０人／年
７人／年（平成２９年度１１，６１２人→平成３０年度１１，９９
９人）

7

徳島赤十字病院日帰り手術セン
ター等整備支援事業

2

8

病床機能分化・連携促進基盤整
備事業

2 ５０床程度

9

難病患者在宅医療推進ネットワー
ク事業

1

在宅医療診療情報共有推進モデ
ル事業

○入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ス
1 テーション等の情報共有検討会の開催 ４回
○入院医療機関同士の情報共有検討会の開催 ２回

10

○病棟の建替え等により病床機能の分化・連携を推進する病床 ○病棟の建替え等により病床機能の分化・連携を推進した病床 50
○関係機関との連携会議への参加医療機関等 ４機関／団体
参加人数
１０人

11

在宅推進医師確保等支援セン
ター設置事業

1 ○支援センターにおける研修参加人数 のべ ２，０００人

12

在宅医療支援のためのかかりつ
け医研修事業

2 ○研修の参加医師参加者数 のべ ３，０００人

在宅医療人材育成のための研修
事業

1 テーション等の情報共有検討会の開催 ５回

13

○研修会の開催件数 ４５回
○研修の参加医師参加者数 のべ １００人（平成２９年度）
○入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ス
○入院医療機関同士の情報共有検討会の開催 ５回

床（H29)
○関係機関との連携会議への参加医療機関等
（H28）
○参加人数 １０人（H28）

６機関／団体

○入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ス
テーション等の情報共有検討会の開催 ４回（H28）
○入院医療機関同士の情報共有検討会の開催 ２回（H28）
○支援センターにおける研修参加人数
（H28）

のべ

４，２６７人

14 在宅医療同行訪問診療事業

1 ○実施機関数 １機関

15 在宅医療提供体制整備事業

2 ○「在宅医療・介護推進協議会」参加者数 ２０人（平成２９年度） ○「在宅医療・介護推進協議会」参加者数 ２７人（H29）

○「在宅医療・介護推進協議会」参加者数 １０２人（H28）

○

16 訪問看護体制支援事業

2 ○訪問看護に関する研修等の開催 １０回

○訪問看護に関する研修等の開催

○

○「在宅医療・介護推進協議会」参加者数 ２０人

１２回（H28）

○

○医療情報の共有システムを導入する地域

２地域（H28）

○

○
○

○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 ３，０９５部（県全域）

17 在宅歯科医療連携室運営事業

18 歯科医療関係者研修事業
19

在宅訪問歯科診療推進モデル事
業

○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 ２，０００部（県全域） （H28）
○歯科診療機器の貸出による診療件数 １，０００件（同上）
○歯科診療機器の貸出による診療件数 ２，９８７件（同上）
1 ○歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会 ３回（同上） （H28）

○

○訪問歯科診療依頼件数 ２５件（県全域）

○訪問歯科診療依頼件数 ９５件（H28）

1 ○受講者数 ５０名

○歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会 ５回（同上）
（H28）
○後期高齢者歯科健診事業説明会の受講者数84名（H28）
○訪問歯科診療に係る説明会の受講者数311名（H28）

○

1 ○補助養成学校数 １校

○補助養成学校 １校（H28）

○

○後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の増加（年間３件増）
３８６件（平成２８年度） →３８９件（平成２９年度）
○就業歯科衛生士の確保（就業歯科衛生士（人口１０万人あたり）
全国平均以上を堅持）
参考：H26年全国平均９０．８人，徳島１４４．５人

○後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数
３８６件（平成２８年度）→３８２件（平成２９年度）
○就業歯科衛生士の確保（就業歯科衛生士（人口１０万人あたり）
全国平均以上を堅持）（H28）
参考：H28年全国平均９７．５人，徳島１６０．４人

○

○課題の解決方法を共有する地域 ２地域

○課題の解決方法を共有する地域 １地域（H28）
○課題の解決方法を共有する地域 １地域（H30）

○

○へき地医療拠点病院等への医師配置数 １７人（H28）
○へき地医療拠点病院等への医師配置数 ２人
平成２６年度以降の延べ人数 ９人（平成２７年度）→２６人（平
平成２６年度以降の延べ人数 ９人（平成２７年度）→１１人（平
成２８年度）
成２８年度）→３０人（平成２９年度）
○へき地医療拠点病院等への医師配置数 ３２人（H29)

○

○

○県内の分娩取扱医療機関数

○

○課題解決に係る会議・研修会等への参加者数 １０名

20 在宅医療課題解決策支援事業
21

地域医療支援センター運営支援
事業

22 産科医等確保支援事業

○課題解決に係る会議・研修会等への参加者数

2 ○課題解決に係る会議・研修会等への参加者数 １５名（平成２ ○課題解決に係る会議・研修会等への参加者数
９年度）
○地域枠学生に対するキャリア面談の実施件数 延べ２０件
2 ○医師の配置調整実績 平成２８年度末 ２０人
○地域の病院への専門医の派遣 ２人（平成２９年度）

○課題解決に係る会議・研修会等への参加者数
○地域枠学生に対するキャリア面談の実施件数
（H28）
○医師の配置調整実績 ２０人（H28）
○地域の病院への専門医の派遣 ２名（H29)

1 ○補助医療機関数 １５医療機関

○補助医療機関数 １５医療機関（H28）

２４人（H28）
０人（H29）
５４人（H30）
延べ３２件

１６機関

○県内の分娩取扱医療機関数

○

○

○

2 ○新生児医療担当手当支給回数 １０回（平成２９年度）

○新生児医療担当手当支給回数 ５１回（H28）
○新生児医療担当手当支給回数
０回（H29）
○新生児医療担当手当支給回数
０回（H30)
○新生児医療担当手当支給回数
０回（R1）

24 女性医師等就労支援事業

2 ○女性医療従事者からの相談件数 ３件以上

○女性医療従事者からの相談件数 ０件（H28）
○勤務先の紹介依頼の相談が５件あり，うち４件で勤務先が決まっ
た。（H29)

○

○県内で従事する女性医師数
○県内で従事する女性医師数
５２５人（平成２６年度）→５３０人以上（平成３１年度までに）

25 新人看護職員研修事業

1 ○新人看護職員研修の実施病院への補助 １０箇所

○新人看護職員研修の実施病院への補助１４箇所（H28）

○

○新人看護職員研修受講者の離職率１０％未満維持

○

○

○県内の新生児を担当する医師数４人
○県内の新生児を担当する医師数 ４人（※平成３１年度までに） 平成２６年度以降の延べ人数 １２人（H28）
平成２６年度以降の延べ人数
○県内の新生児を担当する医師数４人
４人（平成２７年度）→８人（平成３０年度）
平成２６年度以降の延べ人数 １６人（H29）
８人（平成２７年度）→１６人（平成３０年度）
○県内の新生児を担当する医師数４人
平成２６年度以降の延べ人数 ２０人（H30）

23 新生児医療担当医確保支援事業

○新生児医療担当手当支給回数 ５０回

１８機関

○

５４６人（H28実績）

○新人看護職員研修受講者の離職率

５．４％(H28)

○
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26 看護師等養成所運営等事業

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況

達成

1 ○補助を行う看護師等養成所 ２箇所
○高等学校での進路説明会参加者 １５名

順調

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標

アウトカム指標達成状況

未達成

達成

○看護師等養成所への補助 ２箇所（H28）

○

○県内の看護職員数 １２，９５９人（平成２６年度末）→１３， ○県内の看護職員数
３１２人（平成３０年度までに）
○県内の看護職員数

１３，０８０人(平成２８年度末)
１３，３７０人(平成３０年度末)

○進路説明会参加者 ３８名（H28）
○看護職員確保対策協議会 ０回（H29）
○看護職員確保対策協議会 ０回（H30）
○看護職員確保対策協議会 ２回（R1）

○

○県内の看護職員数 １２，９５９人（平成２６年度末）→１３， ○県内の看護職員数 １３，０８０人(平成２８年度末)
３１２人（平成３０年度までに）
○県内の看護職員数 １３，３７０人(平成３０年度末)
→１３，４００人（令和２年度までに）
※隔年で調査。令和2年度分（速報値）は令和3年3月頃判明予定。

2 ○看護職員確保対策協議会 １回（令和元年度）

28 病院内保育所運営等補助事業

2 ○運用対象施設数 ４施設（令和元年度）

○運用対象施設数 １１施設（H28）
○運用対象施設数
６施設（R1）

○

○常勤看護職員離職率 ５．６％（平成２６年度）→
維持（平成３１年度までに）

29 小児救急医療体制整備事業

1 ○小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の数 ４機関

○小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の数 ４機関（H28）
○小児救急患者受入件数７件（H30）

○

○

30 小児救急電話相談事業

1 ○小児救急電話相談 相談件数 ８，０００件

○小児救急電話相談 相談件数 ９，６５４件（H28）

○

○小児救急医療体制を確保した二次医療圏数 （医療圏数 ３医療 ○小児救急医療体制を確保した二次医療圏数 ３医療圏（H28）
圏）
○小児救急医療体制を確保した二次医療圏数 ３医療圏（H30）
○不要不急の小児救急患者の減少（軽傷救急搬送率全国平均以下を
堅持）
○全国平均４９．２%，徳島 ４５．５％（H28）
参考：H26年全国平均４９．４%，徳島４６．３％

1 ○ドクターバンクへの登録求職件数 ３０件以上

○ドクターバンクへの登録求職件数

○

○医師と医療機関のマッチング件数

１０件以上

○医師と医療機関のマッチング件数

８９件（H28）

○

32 地域医療総合対策協議会

1 ○年間開催回数 ２回

○年間開催回数 ２回（H28）

○

○へき地や市町村等への医師の派遣

１０名以上

○へき地や市町村等への医師の派遣

派遣医師数

○

33 臨床研修医確保対策推進事業

○臨床研修病院合同説明会で本県の医療機関を訪問した医学
部生の累計人数 ２００人以上
2
○臨床研修病院合同説明会で本県の医療機関を訪問した医学
部生の累計人数 ２００人以上（平成２９年度）

○臨床研修病院合同説明会で本県の医療機関を訪問した医学部生の
累計人数 ２４４人（H28）
○臨床研修病院合同説明会で本県の医療機関を訪問した医学部生の
累計人数 ２１９人（H29)

34 地域医療提供体制構築推進事業

2 ○海部・那賀モデル推進協議会への参加医療機関数 ７機関

31

ドクターバンク強化システム構築
事業

○海部・那賀モデル推進協議会への参加医療機関数 ７機関
（平成２９年度）

35

救急医療等「医療機関・従事者」
対応能力向上事業

○医療従事者向けの研修参加者数 ５０名

2 ○医療従事者向けの研修参加者数 ３５名（平成２９年度）

９９件（H28）

○

○海部・那賀モデル推進協議会への参加医療機関数 ７機関（H28)
○海部・那賀モデル推進協議会への参加医療機関数 ７機関（H29)

○

○地域の医療機関への医師派遣回数
○地域の医療機関への医師派遣回数
月当たり延べ１８回（平成２７年度）→２５回（平成２８年度）→ 月当たり延べ１８回（平成２７年度）→３２回（平成２８年度）→
２８回（平成２９年度）
４３回（平成２９年度）

○

○医療従事者向けの研修参加者数
○医療従事者向けの研修参加者数

○

５４名（H28）
３５名（H29)

○特定診療科のキャリア形成育成支援に係る講演会等への参加人数
６７人（H28）

○

38 救急医療体制支援事業

1 ○補助医療機関数 ５医療機関

○補助医療機関数 ５医療機関（H28）

○

39 歯科口腔保健人材育成事業

1 ○歯科口腔保健人材育成に係る研修会等の実施 ２回

○歯科口腔保健人材育成に係る研修会等の実施

1 ○研修会参加人数 １００人

○研修会参加人数 ３６３人（H28）

41 女性医師等再就業促進運動事業

2 ○マミールームを利用し，研修会へ参加した人数 １０人以上

○マミールームを利用し，研修会へ参加した人数
○マミールームを利用し，研修会へ参加した人数

42 女性医療従事者支援事業

1 ○女性医療従事者からの相談件数 ５件以上

○女性医療従事者からの相談件数

1 ○受講者数 ３０名

○受講者数 ６５名（H28）

○

44 看護職員人材育成推進事業

2 ○検討会参加機関 ２機関

○検討会参加機関 ６機関（H28）

○

45 看護職員キャリアアップ支援事業

○認定看護師養成研修への派遣補助 ５名（平成２８年度）
2 ○認定看護師養成研修への派遣補助 ５名（令和元年度）

○認定看護師養成研修への派遣補助
○認定看護師養成研修への派遣補助

46 保健師現任教育強化事業

1 ○各期別研修会等の実施 １回

47 看護師等養成所支援事業

2 ○ＩＣＴを活用した遠隔授業検討委員会の開催 １回

48 看護師等修学資金貸付事業

40

43

特定診療科におけるキャリア形成
育成システム構築事業

感染制御啓発・多業種人材育成
事業

離職歯科衛生士再就職支援モデ
ル事業

○特定診療科のキャリア形成育成支援に係る講演会等への参

１１名（H28）

○

○

1 加人数 １０人以上

37

○

○平成２７年度以降の県内での研修医総マッチング件数
４９人（平成２７年度）→１１５人（平成２８年度）→１６６人
（平成２９年度）

○

1 ○医療従事者を対象とした研修会に参加した医師数 １５人

７．１％（H27)
７．１％（H28）
６．６％（H29）
７．４％（H30）

○

○平成２７年度以降の県内での研修医総マッチング件数
４９人（平成２７年度）→８４人（平成２８年度）→１３０人
（平成２９年度）

○医療従事者を対象とした研修会に参加した医師数 ３２人
（H28）

36 救急医療体制強化・充実事業

○常勤看護職員離職率
１０％以内 ○常勤看護職員離職率
○常勤看護職員離職率
○常勤看護職員離職率

２回（H28）

○多数傷病者発生時に機能する病院数 １１病院
（災害拠点病院を対象に研修を行うことにより効率的に機能する病
院を増やす。）
○救急対応可能な人材の増加と不要不急の救急患者の減少（軽傷救
急搬送率全国平均以下を堅持）
参考：H26年全国平均４９．４％，徳島４６．３％
○平成２７年度以降の産科及び小児科における新規入局者数
産科 ４人（平成２７年度）→５人（平成２８年度）
小児科５人（平成２７年度）→６人（平成２８年度）
○受入実績のある二次救急医療機関が確保できている二次医療圏の
数 ３箇所
○医科歯科連携及び地域連携について知識を有する研修医等の延べ
人数 １１２名（平成２７年度）→１３２名（平成２９年度まで
に）
○病院における感染症対策を担当する医療従事者数 ４００人以上
（平成３１年度までに）
○県内で従事する女性医師数
５２５人（平成２６年度）→５３０人以上（平成３１年度までに）
○県内で従事する女性医師数
５２５人（平成２６年度）→５３０人以上（平成３１年度までに）
○就業歯科衛生士の確保（就業歯科衛生士（人口１０万人あたり）
全国平均以上を堅持）
参考：H26年全国平均９０．８人 徳島１４４．５人
○看護師の特定行為に係る研修受講者数の増加 ４人（※平成３１
年度までに）

○
○

７人（H28）
１８名（H29)

１２件（H28）

○
○

○多数傷病者発生時に機能する病院数

１１病院（H28）

○救急対応可能な人材の増加と不要不急の救急患者の減少（軽傷救
急搬送率全国平均以下を堅持）
全国平均４９．２%，徳島４５．５％（H28）
○平成２７年度以降の産科及び小児科における新規入局者数
産科 ４人（平成２７年度）→７人（平成２８年度）
小児科５人（平成２７年度）→７人（平成２８年度）
○受入実績のある二次救急医療機関が確保できている二次医療圏の
数 ３箇所（H28）

○
○
○
○

○医科歯科連携及び地域連携について知識を有する研修医等の延べ
人数 ２３９名（H28）

○

○病院における感染症対策を担当する医療従事者数 ４８２人
（H28）
○県内で従事する女性医師数 ５２５人（H26実績）
○県内で従事する女性医師数 ５４６人（H28実績）
○県内で従事する女性医師数 ５２５人（H26実績）
○県内で従事する女性医師数 ５４６人（H28実績）
○就業歯科衛生士の確保（就業歯科衛生士（人口１０万人あたり）
全国平均以上を堅持）
H28年全国平均９７．５人 徳島１６０．４人（H28）

○

○特定行為研修受講者数 11人（H29）

○

○
○
○

○

○認定看護師数 １０５人(平成２８年度末)
○認定看護師数の増加 ９３人（平成２７年度末）→９８人（平成
○認定看護師数 １１２人(平成２９年７月)
３１年度末までに）→１５２人（令和元年度末までに）
○認定看護師数 １５３人(令和元年１２月)

○

○新任期保健師研修会２回
○新任期保健師指導担当者研修会２回
○管理期保健師研修会１回
を実施（H28）

○

○保健師の専門能力の向上（適切な保健指導や生活支援を行う能力 ○保健師の専門能力の向上（適切な保健指導や生活指導を行う能力
を持った新任期保健師の割合４５％以上）
を持った新任期保健師の割合５２．８％）（H28）

○

○ICTを活用した遠隔授業検討委員会の開催 ２回（H28）

○

○

2 ○看護師等修学資金の新規貸与者 １０名（平成２９年度）

○修学資金貸与者 １３１名(新規５８名・継続７３名)（H28）
○新規貸与者 １５名（H29)

○

49 看護職員就業支援体制強化事業

1 ○サテライト実施箇所数 ２箇所

○サテライト実施箇所 ２箇所（H28）

○

50 看護職員勤務環境改善推進事業

2 ○勤務環境改善への取組検討施設 １箇所

○勤務環境改善への取組検討施設

○

○県内の看護職員数 １２，９５９人（平成２６年度末）→１３， ○県内の看護職員数 １３，０８０人(平成２８年度末)
３１２人（平成３０年度までに）
○県内の看護職員数 １３，３７０人(平成３０年度末)
○修学資金貸与者の県内定着率 ８４．４％（H28)
○修学資金貸与者の県内定着率 ９１．３％（平成２７年度）→ ○修学資金退所者の県内定着率 ９２．５％（H29）
８０％以上維持（平成３１年度まで）
○修学資金貸与者の県内定着率 ９３．９％（H30）
○修学資金貸与者の県内定着率 ８９．６％（R1）
○サテライト展開による就業者数 ３４名（平成２７年度）→３９ ○サテライト展開による就業者数 ３７名（H28)
名（平成３１年度までに）
○サテライト展開による就業者数 ３７名（H29)
○常勤看護職員離職率 ７．１％（H27)
○常勤看護職員離職率 ５．６％（平成２６年度）→ １０％以内 ○常勤看護職員離職率 ７．１％（H28）
維持（平成３１年度までに）
○常勤看護職員離職率 ６．６％（H29）
○常勤看護職員離職率 ７．４％（H30）

○

○

○新規・継続を含めた修学資金の貸与者 １００名

８名（H28）
１４名（R1）

１箇所（H28）

51

看護師養成所教育環境改善促進
事業

1 ○看護師養成所等の教材備品等補助 ３箇所

○看護師養成所等の教材備品等補助

52

看護学生臨地実習指導体制強化
事業

1 ○保健師助産師看護師等実習指導者講習の修了者数 ２０人

○保健師助産師看護師等実習指導者講習の修了者数 ２５人
（H28）

医療勤務環境改善支援センター
事業
協力医療機関への転院搬送支援
54
事業
53

55

地域感染支援及び感染専門医療
従事者養成事業

2 の参加者数 ３０名

加者数 ６８名（H28）

○

○県内の看護職員数 １２，９５９人（平成２６年度末）→１３， ○県内の看護職員数 １３，０８０人(平成２８年度末)
３１２人（平成３０年度までに）
○県内の看護職員数 １３，３７０人(平成３０年度末)
○学生受入れ臨地実習施設 １７９箇所(H28)
○学生受入れ臨地実習施設 １７２箇所（平成２７年度）→１５０ ○学生受入れ臨地実習施設 １７９箇所(H29)
箇所以上維持（平成３１年度まで）
○学生受入れ臨地実習施設 １８１箇所(H30)
○学生受入れ臨地実習施設 １６９箇所(R1)
○医療勤務環境改善マネジメントシステム導入医療機関における離 ○期間終了後に確認(H28)
職率の低下（平成３１年度まで）
離職率が改善した H28 8.3％ → H30 5.9％

1 ○年間を通じて運用できるモービルICUの数 １台

○年間を通じて運用できるモービルICUの数 １台（H28）

○

○年間搬送件数 ６０件

○年間搬送件数 １１３件（H28）

○1．新規参加施設40施設（H28）
○2．平成28年度参加人数33名（H28）

○

○感染地域ネットワークにおける延べ相談支援件数
１４件（平成２７年度） →２４件（平成２８年度）

○感染地域ネットワークにおける延べ相談支援件数
５件へ増加（H28）

５箇所（H28）

○医療勤務環境改善マネジメントシステムの周知に係る講習会 ○医療勤務環境改善マネジメントシステムの周知に係る講習会の参

○１感染地域ネットワーク形成事業
感染地域ネットワークへの新規参加施設数 １０件

1 ○２感染専門医療従事者養成事業

○
○

未達成

○

27 看護職員確保対策事業

○運用対象施設数 ８施設（平成２８年度）

順調

２４件から３

○
○
○

○
○

○

感染専門医療従事者養成プログラム参加人数 ２０名

合計

54

1

0

50

5

0
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平成29年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

1 ICT地域医療・介護連携推進事業

事業の
期間(年)

1

R2.3.31現在

事業の目標

○在宅医療支援システム導入郡市医師会数：８団体（H28）→１０団体（H29） ○在宅医療支援システム導入郡市医師会数：１０団体（H29）

○１．地域医療機関等の職員対象の研修会の開催 1 回

1 ○２．がんとの共生を支える歯科診療研修会の受講者 90 名

3 阿南医療センター整備支援事業

1 ○阿南医療センターにおける回復期病床 ７０床

病床機能分化・連携促進基盤整
備事業

医療と介護の空きサービス情報共
有化推進事業
地域医療総合情報連携システム
6
構築事業
ICTを活用した感染対策の地域基
7
盤整備事業
5

8 在宅歯科医療連携室運営事業

在宅医療支援のためのかかりつ
け医研修事業

事業の達成状況
達成

2 口腔ケア連携事業

4

事業の達成状況

○１．地域医療機関等の職員対象の研修会の開催 １回（H29)
○２．がんとの共生を支える歯科診療研修会の受講者 １５４名
（H29)
○阿南医療センター建築工事着手（H29)
○阿南医療センター建築工事完成（H30)
○阿南医療センターにおける回復期病床 ８８床（R1)

○

○

○２９年度基金を活用して整備を行う回復期の病床数
○２９年度基金を活用して整備を行う回復期の病床数

○

1 ○システム導入機関数 ２４箇所（H29）

○システム導入機関数 ２７箇所（H29)

○

○平均在院日数 41.6 日 （平成２６年度）
→ 39.0 日 （平成３１年度までに）

○平均在院日数 38.6日（H28年度実績）

○整備医療機関数 ３施設
2 （県立３病院での病院総合情報システム統一化）

○現在、整備中（H29)

○連携医療機関数：0 施設(H29)→80 施設(H30)

○現在、整備中（H29)

1 ○整備医療機関数１４施設

○整備医療機関数１５施設（H29)

○徳島県感染地域ネットワーク参加施設数
１３５施設（Ｈ２８）→１５０施設（Ｈ２９）

○徳島県感染地域ネットワーク参加施設数 140施設（H29）
○徳島県感染地域ネットワーク参加施設数 144施設（H30）

○

○訪問歯科診療依頼件数
延べ393 件（H23～H28）→418 件（H29）

○訪問歯科診療依頼件数 延べ477 件（H29）

○

○平均在院日数 38.6日（H28年度実績）

○

○平均在院日数 38.6日（H28年度実績）

○

○訪問看護ステーション利用者数 2,889名（H28年度実績）
○訪問看護ステーション利用者数 3,237名 (平成29 年度実績)

○

○平均在院日数 38.6日（H28年度実績）

○

1

○
○

○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 3,029 部（県全域）
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 2,000 部（県全域）
（H29)
○歯科診療機器の貸出による診療件数 1,000 件（同上）
○歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会 3 回（同上） ○歯科診療機器の貸出による診療件数 3,005 件（H29)
○歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会 3 回（H29)
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 1,800 部（県全域）(R1) ○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 2,154 部（県全域）(R1)
○歯科診療機器の貸出による診療件数 900 件（同上）(R1)
○歯科診療機器の貸出による診療件数 2,014 件（同上）(R1)
○歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会 3 回（同上） ○歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会 1回（同上）(R1)
(R1)
※第２回、第３回の研修会は新型コロナ感染拡大防止のため延期

○研修会の開催件数 ３５回

○

○
○

慢性期機能における医療介護連
12
携推進のための研修事業
在宅訪問歯科診療実践力強化モ
13
デル事業

○訪問看護に関する研修等の開催 12 回（H29)
○研修への参加者数 延べ 226名（H29)
○研修会開催数 ５回（H29)
○研修会参加者数 ４４４人（H29)
○（１）研修会の参加者数 ６１名（H29)
○（２）養成学校の学生５３名に専門的指導を実施（H29)

○

14 在宅医療・介護コーディネート事業

1 ○退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催 ３回

○退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催 ３回（H29)

○

15 退院支援担当者配置支援事業

1 ４機関（Ｈ２９）

○

16 在宅医療介護連携サポート事業

1

17 在宅医療普及啓発事業

1

18 訪問看護全県展開応援事業

1 ○へき地における訪問看護のあり方検討会 １回

21

○南部圏域における回復期病床数 ３４８床（H30病床機能報告）

○２９年度基金を活用して整備を行う回復期の病床数

○実施機関数 ２機関（H29)

20

○

○

○訪問看護に関する研修等の開催 10 回
1 ○研修への参加者数 延べ 200 名
○研修会開催数 ３回
1 ○研修会参加者数 ３００人
○（１） 研修会の参加者数１０名以上
1 ○（２）養成学校の学生５０名以上に専門的指導を実施

19

○平均在院日数 37.0日（H30年度実績）
○回復期病床 2,092床（平成30年度）

○整備を行う施設：０施設（H29)
○整備を行う施設：１施設（H30)

○本事業を活用して退院支援担当者を配置する医療機関数

○本事業を活用して退院支援担当者を配置する医療機関数 ４機関
（H29)
○本事業を活用して後方支援病院ネットワークを構築する二次 ○本事業を活用して後方支援病院ネットワークを構築する二次医療
圏数の増加 ２圏域（H29）
医
○在宅医療の普及啓発を目的としたシンポジウム等の開催 ３回 ○在宅医療の普及啓発を目的としたシンポジウム等の開催 ４回
（H29)
○シンポジウム等への参加者数 ２００人
○シンポジウム等への参加者数 ４５５人（H29)
○へき地における訪問看護のあり方検討会 １回（H29)

○

１５床

○平均在院日数 41.6 日（平成２６年度）
→ 39.0 日 （平成３１年度までに）
○平均在院日数 41.6 日（平成２６年度）
→ 39.0 日 （平成３１年度までに）
○訪問看護ステーション利用者数
2,731 名 (平成27 年度)→2,900 名 (平成31 年度までに)

○平均在院日数 41.6 日（平成２６年度）
→ 39.0 日 （平成３１年度までに）

0床（H29)
10床（H30)

○

○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数
年度末）

○

○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数の増加
２１９件（平成28 年度）→２２２件（平成29 年度末）
○徳島保健所管内における退院時連絡実施率の増加
退院時連絡実施率 76.5% （平成２８年１２月時点）
→78.0% （平成２９年度中）
※退院時連絡実施率…介護支援専門員等が把握している退院患者の
内、退院時に入院医療機関から介護支援専門員等へ連絡があった割
合。
○平均在院日数 41.6 日（平成２６年度）
→ 39.0 日 （平成３１年度までに）
○平均在院日数 41.6 日（平成２６年度）
→ 39.0 日 （平成３１年度までに）

○

２３２件（平成29

○

○徳島保健所管内における退院時連絡実施率 77.6% （平成２９年
１２月時点）
○徳島保健所管内における退院時連絡実施率 81.8％（平成３０年
１２月時点）

○

○平均在院日数 38.6日（H28年度実績）

○

○平均在院日数 38.6日（H28年度実績）

○

○在宅医療への理解が深まった住民の数
０人 →５０人

○在宅医療への理解が深まった住民の数
０人 →４５５人（H29)

○

○

○訪問看護ステーション利用者数
2,731 名 (平成27 年度)→2,900 名 (平成31 年度までに)

○訪問看護ステーション利用者数 2,889名（H28年度実績）
○訪問看護ステーション利用者数 3,237名 (H29年度実績)
○H30年度から受入開始
○医療型短期入所延利用者数
３０４人（H28）→８１７人（H30）

○

○

1 ○医療型短期入所の施設数 １か所

○医療型短期入所の施設数 １か所（H29)

○

1 ○研修受講施設延べ数 ２０施設

○研修受講施設延べ数 ２７施設（H29)

○

○重症心身障がい児の施設利用者延べ数 ７人

○重症心身障がい児の施設利用者延べ数

○

○訪問薬剤管理指導実施薬局数（年間実績１０件以上）：
５６薬局（２８年）→６１薬局(３０年)へ増加。
○はじめて訪問薬剤管理指導を経験した薬剤師数：１５人以上

○訪問薬剤管理指導実施薬局数（年間実績１０件以上）：８０薬局
（H29)
○はじめて訪問薬剤管理指導を経験した薬剤師数：２５人（H29)

○

○後期高齢者歯科健診新規協力歯科診療所数
度）

○

1

４８人（H29)

○講習会受講者数 １６３名（H29)

○

○後期高齢者歯科健診新規協力歯科診療所数の増加
延べ１０件（Ｈ２８年度）→１２件（Ｈ２９年度）

1 ○整備施設数：１施設

○整備施設数：１施設（H29)

○

○受診する障がい者数：延べ約2,600 名（H28）→2,700名（H29） ○受診する障がい者数：延べ２，９０８人（H29)

○

24 地域医療支援センター運営事業

○医師派遣・あっせん数：１５人
○キャリア形成プログラムの作成数：延べ５２プログラム
○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％
1 ○医師派遣・あっせん数：４人(R1)
○キャリア形成プログラムの作成数：延べ４プログラム(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)

○医師派遣・あっせん数：１７人（H29)
○キャリア形成プログラムの作成数：延べ５２プログラム（H29)
○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％（H29)
○医師派遣・あっせん数：９人(R1)
○キャリア形成プログラムの作成数：延べ４プログラム(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)

○

○へき地医療拠点病院等への医師配置数 １２人

○

25 小児救急電話相談事業

1 ○小児救急電話相談件数 年間8,000 件

○小児救急電話相談件数 年間9,990 件（H29）

○

○不要不急の小児救急患者の減少
（軽症救急搬送率全国平均（H28 速報値49.2%）以下を堅持）

26 病院内保育所運営補助事業

1 ○運用対象施設数 ８施設

○運用対象施設数 １２施設（H29)

○

○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
1,743.6 人 （平成28 年末）→ 1,760.0 人 (平成30 年末)

1 ○保健師助産師看護師等実習指導者講習の修了者数 20 人

○保健師助産師看護師等実習指導者講習の修了者数 32人（H29)

○

○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
1,743.6 人 （平成28 年末）→ 1,760.0 人 (平成30 年末)

23

27

看護学生臨地実習指導体制強化
事業

○へき地医療拠点病院等への医師配置数

１２件（平成29年

○

1 ○講習会受講者数 ５０名

22

未達成

○

○医療型短期入所延利用者数
３０４人（H28）→６００人（H30）

○訪問薬剤管理指導に関する研修会開催：３回（計６０人参加） ○訪問薬剤管理指導に関する研修会開催：３回（計８７人参加）
（H29)
○訪問薬剤管理指導実施可能な薬局の周知・紹介：実施箇所数 ○訪問薬剤管理指導実施可能な薬局の周知・紹介：実施箇所数３カ
３カ所
所（H29)

順調

○

○システム登録延べ患者数 ４５０名以上（H29）

1 ○整備を行う施設数：１施設

1 ○実施機関数 ２機関

重症心身障がい児（者）短期入所
施設設備整備補助事業
重症心身障がい児ずっと安心より
そい事業
訪問薬剤管理指導にかかる薬局・
薬剤師への研修及び実施支援事
業
歯科医療関係者在宅医療対応力
向上支援事業
心身障がい者（児）歯科診療所設
備高度化事業

達成

○南部圏域における回復期病床数 約６００床
（平成３７年度までに）

○

11 訪問看護体制支援事業

未達成

○

○研修会の開催件数 ５３回（H29)
○研修の参加医師数 延べ ５，４７５人（H29)

10 在宅医療同行訪問診療事業

アウトカム指標達成状況

○システム登録延べ患者数 １３３名（H28）
→４５０名（H29）
○平均在院日数 41.6 日（平成26年度）
→ 39.0 日（平成31 年度までに）
○回復期病床 約3,000 床（平成37年度までに）

○

1 ○研修の参加医師数 延べ ３，０００人

9

順調

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標

３２人（H29)

○不要不急の小児救急患者の減少
（軽症救急搬送率全国平均（H29 速報値48.5%）以下を堅持。徳島
県44.2％）
○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
1,743.6 人 （平成28 年末）
○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4人（平成30 年末）
○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
1,743.6 人 （平成28 年末）.
○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4人（平成30 年末）

○
○

○
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平成29年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況
達成

順調

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標

未達成

達成

28 新人看護職員研修事業

1 ○新人看護職員研修の実施病院への補助 １箇所

○新人看護職員研修の実施病院への補助 １箇所（H29)

○

○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
1,743.6 人 （平成28 年末）→ 1,760.0 人 (平成30 年末)

29 看護職員勤務環境改善推進事業

1 ○勤務環境改善への取組検討施設 １か所

○勤務環境改善への取組検討施設 ４か所（H29）

○

○常勤看護職員離職率
7.1％ （※平成27 年度）→10％以内維持 (※平成31 年度まで)

30 女性医師等就労支援事業

1 ○女性医療従事者からの相談件数 ３件以上

○女性医療従事者からの相談件数 ０件（H29)
○女性医療従事者からの相談件数 ３件（H30)

○

○県内で従事する女性医師数
５２５人（平成２６年度）→５３０人以上（平成３１年度までに）
○手当支給施設の産科・産婦人科医師数 ６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
１２人

○手当支給者数 ６人

31 産科医等確保支援事業

1 ○手当支給施設数 １施設

○手当支給者数 １５人（H29)
○手当支給施設数 ３施設（H29)

○

32 新生児医療担当医確保支援事業

1 ○新生児医療担当手当支給回数 ３０回

○新生児医療担当手当支給回数 ９６回（H29)

○

33

医療勤務環境改善支援センター
事業

○医療勤務環境改善のための研修会の参加者数 ３０名
○医療勤務環境改善のための研修会の参加者数 68名（H29)
○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

1 数

１機関（H28）→２機関（H29）

○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数
１機関（H28）→２機関（H29）

○

感染制御啓発・多業種人材育成
34
事業

1 ○研修会参加人数 ３７人

○研修会参加人数 231人（H29)

○

35 看護職員就業支援体制強化事業

1 ○サテライト実施箇所数 ２箇所

○サテライト実施箇所数 ２箇所（H29)

○

36 看護職員確保対策事業

1 ○高等学校での進路説明会参加者 15 名

○高等学校での進路説明会参加者 71 名（H29)

○

37 看護職員人材育成推進事業

1 ○検討会参加機関 ２機関

○検討会参加機関 ４機関（H29)

○

38 保健師現任教育強化事業

1 ○新任期別研修会等の実施 1 回、参加者（延べ） 35 名

○新任期研修会等の実施 3回
参加者（延べ）125名（H29)

○

39 救急医療等「総合力」向上事業

○医療従事者向けの研修参加者数 ６５人(H29)
1 ○医療従事者向けの研修参加者数 ２４人（R1)

○医療従事者向けの研修参加者数 87人（H29)
○医療従事者向けの研修参加者数 68人（R1)

○

40 二次救急医療体制確保支援事業

1 ○補助医療機関数 ２医療機関

○補助医療機関数 ２４医療機関（H29)

糖尿病サポーター養成モデル推
41
進事業
離職歯科衛生士再就職支援強化
42
事業
歯科技工士養成所研修機能強化
43
事業

○研修会の開催数 6 回
1 ○参加者数 50 人

○研修会は２日間開催し，予定していた内容（９０分×６回）を満
たしている。（H29)
○参加者数６１人（H29)

1 ○復職支援セミナー受講者数 ３０名
1 ○研修派遣者数 ２名

合計

アウトカム指標達成状況
○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
1,743.6 人 （平成28 年末）
○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4人（平成30 年末）
○常勤看護職員離職率 7.1％（平成28年度）
○常勤看護職員離職率 6.6％（平成29年度）
○常勤看護職員離職率 7.4％（平成30年度）

○

○県内で従事する女性医師数５４６人（平成２８年度）

○手当支給施設の産科・産婦人科医師数 １５人（H29)
○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
１７人（H29)
○県内の新生児を担当する医師の延べ人数
平成26 年度以降の延べ人数12 人(平成28 年度)→16 人(平成29年
○県内の新生児を担当する医師の延べ人数
度)
平成26 年度以降の延べ人数12 人(平成28 年度)→20 人(平成30年
○県内の新生児を担当する医師の延べ人数
度)
平成26 年度以降の延べ人数12 人(平成28 年度)→20 人(平成30年
度)
○県内医療機関従事医師、看護師数の増加
○県内医療機関従事医師、看護師数の増加
医師 2,317 人（H26）→ 2,369 人（H28）
医師 2,317 人（H26）→ 2,350 人（H30）
看護師 12,959 人（H26）→ 13,080 人（H28）
※医師数については「医師、歯科医師、薬剤師調査」により、把握
※医師数は「医師、歯科医師、薬剤師調査」により、看護師数は
する。
「業務従事者調査」で把握する。
○感染性アウトブレイクの保健所への報告基準策定率
○感染性アウトブレイクの保健所への報告基準策定率 ９８．２%
８９．２％（平成２８年度）→９０％（平成３０年度までに）
（H29)
○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
1,743.6 人 （平成28 年末）
1,743.6 人 （平成28 年末）→ 1,760.0 人 (平成30 年末)
○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4人（平成30 年末）
○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
1,743.6 人 （平成28 年末）
1,743.6 人 （平成28 年末）→ 1,760.0 人 (平成30 年末)
○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4人（平成30 年末）
○特定行為に係る看護師の研修制度の修了者数
延べ 6 人 (平成28 年度)
○特定行為に係る看護師の研修制度の修了者数
○特定行為に係る看護師の研修制度の修了者数
延べ 6 人 (平成28 年度)→40 人（平成35 年度）
延べ11 人 (平成29 年度)
※平成30年度については令和2年10月頃公表予定

○
○

○

○
○
○

○

○

○保健師の専門能力の向上（個別の健康課題から集団，地域の健康
課題へと設定することができる新任期保健師の割合 36.3%（平成29
年度））

○

○多数傷病者発生時に対応可能な医療機関数

○

○

○救急告示医療機関数42機関（H29)

○

○

○累計糖尿病サポーター資格取得者数 50 人（H29）

○累計糖尿病サポーター資格取得者数 61 人（H29）

○

○復職支援セミナー受講者数 ７０名（H29)

○

○研修派遣者数 １名（H29)
○研修派遣者数 １名（H30）

○

○徳島県歯科医師会無料職業紹介事業への歯科医療従事者の新規求 ○徳島県歯科医師会無料職業紹介事業への歯科医療従事者の新規求
職申込件数：年間２件
職申込件数 ４件（平成29年度）
○ＣＡＤ／ＣＡＭ冠やファイバーポストを活用した歯科技工技術の
○ＣＡＤ／ＣＡＭ冠やファイバーポストを活用した歯科技工技術の
習得者数
習得者数 延べ４４名（H26～H28）→５４名（H29）
延べ５7名（平成29年度）

2

0

未達成

○

○保健師の専門能力の向上（個別の健康課題から集団，地域の健康
課題へと設定することができる新任期保健師の割合27.8%（平成28
年度） → 30%以上（平成31年度までに））
○多数傷病者発生時に対応可能な医療機関数堅持
（１１病院以上）
○救急告示医療機関数
40 機関(平成28 年度)→42 機関(平成30 年度までに)

41

順調

１１病院（H29)

○
○
37

6

0
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平成30年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況

達成

○地域医療機関等の職員対象の研修会の開催 １回

1 口腔ケア連携事業

1 ○医科歯科連携強化のための研修会の受講者 90名

○１．地域医療機関等の職員対象の研修会の開催 １回（H30)
○２．がんとの共生を支える歯科診療研修会の受講者 67名（H30)

2 阿南医療センター整備支援事業

○基金を活用して整備する医療機関における病床数
急性期病床 ２７８床
1
回復期病床 ７０床
慢性期病床 ５０床

○阿南医療センター完成（H30)
○基金を活用して整備する医療機関における病床数
急性期病床 ２６０床
回復期病床
８８床
慢性期病床
５０床（R1)

1 ○整備を行う施設数：１施設
1 ○システム運用対象地域の拡大（２４機関 →４５機関）

病床機能分化・連携促進基盤整
備事業
医療と介護の空きサービス情報共
4
有化推進事業
ICTを活用した感染対策の地域基
5
盤整備事業
3

6 在宅歯科医療連携室運営事業
7

在宅医療支援のためのかかりつ
け医研修事業

○徳島県感染地域ネットワークICT システムの新規登録施設数
1 ２０件
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 2,000 部（H30）
1 ○歯科診療機器の貸出による診療件数 1,000 件（H30）
○歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会 3 回（H30）
○研修会の開催件数 ４５回
1 ○研修の参加医師参加者数 のべ ３，０００人

1 席する職種の数及び総人数 → ３職種及び１０人

9 訪問看護体制支援事業

1 ○研修への参加者数 延べ 200 名(H30)

○訪問看護に関する研修等の開催 10 回(H30)
○訪問看護に関する研修等の開催 10 回(R1)

10

慢性期機能における医療介護連
携推進のための研修事業

11 在宅医療提供体制整備事業

1 ○研修会開催数 ３回（平成３０年度）
○「在宅医療・介護推進協議会」参加者数 ２０人(H30)

1 ○在宅医療と介護の連携に係る会議への参加者数 ２０名(R1)
○退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催 ３回(H30)

○

アウトカム指標達成状況

未達成

達成
○平均在院日数 38.6 日（平成28 年度） →38.0
日（平成31 年度までに）

○平均在院日数 37.0日（平成30年）
○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

○南部圏域における機能ごとの病床数
高度急性期病床
約４０５床
急性期病床
約６４３床
回復期病床
約３４８床
慢性期病床
約６６７床(H30)

○整備を行う施設 0施設（H30)
○整備を行う施設 １施設（R1）

○

○３０年度基金を活用して整備を行う回復期の病床数１０床

○３０年度基金を活用して整備を行う回復期の病床数
○３０年度基金を活用して整備を行う回復期の病床数

○システム運用対象地域の拡大（24機関→ 45機関）

○

○平均在院日数
38.6 日（平成２８年度） →38.0 日 （平成３１年度までに）

○平均在院日数 37.0日（平成３０年度）
○平均在院日数 36.3日（令和元年度）

○

○

○徳島県感染地域ネットワークICT システムを使用しての相談依頼
件数３３件
○訪問歯科診療依頼累計件数
４７７件（Ｈ２３年度～Ｈ２９年度）→５１０件（Ｈ２３年度～Ｈ
３０年度）
○平均在院日数 37.0日（平成３０年）
○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

○

○徳島県感染地域ネットワークICT システムを使用しての相談依頼
件数１４件（H29年） →１５件（H30年）
○訪問歯科診療依頼累計件数
477件（H23年度～H29年度）
→502件 （H23年度からH30年度）
○平均在院日数 38.6 日（平成２８年度）
→ 38.0 日 （平成３１年度までに）

○

○平均在院日数 38.6 日（平成２８年度）
→ 38.0 日 （平成３１年度までに）

○平均在院日数 37.0日（平成３０年）
○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

○訪問看護に関する研修等の開催 17 回（H30）
○研修への参加者数 延べ 244 名（H30）
○訪問看護に関する研修等の開催 17回（R1）

○

○訪問看護ステーション利用者数 2,889 名 (平成28 年度)
→2,900 名 (平成31年度までに)
→3,300名（令和２年度までに）

○訪問看護ステーション利用者数 3,597名 (平成30年度実績)

○

○研修会開催数 8回（H30）

○

○平均在院日数 38.6 日（平成２８年度）
→ 38.0 日 （平成３１年度までに）

○平均在院日数 37.0日（平成３０年）
○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

○「在宅医療・介護推進協議会」参加者数 25人(H30)
○在宅医療と介護の連携に係る会議への参加者数 ５０名（R1）

○

○平均在院日数 38.6 日（平成２８年度）
→ 38.0 日 （平成３１年度までに）

○平均在院日数 37.0日（平成３０年）
○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

○

○県内における退院時連絡実施率の増加
退院時連絡実施率 76.5% （平成２８年１２月時点）
○徳島保健所管内における退院時連絡実施率の増加
→78.0% （平成３１年度までに）
退院時連絡実施率 ７６．５％（平成２８年１２月時点）→８３．
※退院時連絡実施率…介護支援専門員等が把握している退院 ９％（平成３０年１２月時点）
患者の内、退院時に入院医療機関から介護支援専門員等へ連
絡があった割合。

○

○徳島県感染地域ネットワークICT システムの新規登録施設数40件
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 3780部（H30）
○歯科診療機器の貸出による診療件数 1050件（H30）
○歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会 3回（H30）
○研修会の開催件数 46回
○研修の参加医師参加者数 のべ4564人
○課題解決に向けた取組の普及・啓発を目的とした会議等に出席す
る職種の数及び総人数 → ８職種及び１６人×２回（R1）

○退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催 ３回(H30)
○退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催 ２回（R1）

○

0床（H30)
0床（R1)

○

○
○

1 ○退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催 ２回(R1)

13 退院支援担当者配置等支援事業

1 ５機関（平成３０年度）

○

○平均在院日数 38.6 日（平成２８年度）
→ 38.0 日 （平成３１年度までに）

○平均在院日数 37.0日（平成３０年）
○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

14 在宅医療・介護連携サポート事業

1

○

○平均在院日数 38.6 日（平成２８年度）
→ 38.0 日 （平成３１年度までに）

○平均在院日数 37.0日（平成３０年）
○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

15 在宅医療普及啓発事業

1 ○在宅医療の普及啓発を目的としたシンポジウムの開催 ３回

○在宅医療の普及啓発を目的としたシンポジウムの開催

16 重症心身障がい児安心確保事業

1 ○事業所数 ４か所の増加

○５事業所に支援(H30)

○

1 講習会の開催回数 ２回

講習会の開催回数 ２回

○

1 ○説明会参加者数 ２０名

○説明会参加者数 ２２１名

○

○本事業を活用して退院支援担当者を配置する医療機関数 7機関
（H30）
○本事業を活用して退院支援担当者を配置する医療機関数 10機関
３機関（令和元年度）
（R1）
○本事業を活用して後方支援病院ネットワークを構築に取組 ○本事業を活用して後方支援病院ネットワークの構築に取り組む医
療機関の数 2か所（H30）
む医療機関等の数 ２か所（平成３０年度）
○本事業を活用して後方支援病院ネットワークを構築に取組む医療
１か所（令和元年度）
機関等の数 ２か所（R1）

障がい者（児）歯科医療対応力向
上事業
歯科医療関係者在宅医療対応力
18
向上支援事業
医療健康ビッグデータ活用促進事
19
業
17

20 リハビリ専門職配置支援事業
21 ICT地域医療・介護連携推進事業
22 地域医療支援センター運営事業
23 看護師等養成所運営費補助事業

３回

1 ○医療健康ビッグデータ活用推進に向けた検討会議の開催 ２回 ○医療健康ビッグデータ活用推進に向けた検討会議の開催 ２回

○在宅医療への理解が深まった住民の累計数
４５５人（H29年度）
→６０５人(H29年度～H30年度)
○新規設置又は受入拡充の事業所の定員数
１０８人（H30） →１２８人（H31）
○障がい者（児）受入開業歯科診療所
26機関（H30年度当初） →30機関（H31年度当初）
※歯科医療機関数は「医療とくしま」の登録データによる。
○後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の増加
３８１件（平成30 年度当初） →３８４件（平成31 年度当初）

○

○

○本事業を活用し、リハビリ専門職を配置した医療機関数 ５医
1 療機関（平成３０年度）
○在宅医療支援システム導入郡市医師会数
1 ９団体（平成３０年２月） →１２団体（平成３１年度末）
○医師派遣・あっせん数：１５人
○キャリア形成プログラムの作成数：延べ５２プログラム
1 ○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％

○本事業を活用し、リハビリ専門職を配置した医療機関数
３医療機関（R1）
○在宅医療支援システム導入郡市医師会数 １２団体（平成３０年
度末）
○医師派遣・あっせん数：３７人（H30）
○キャリア形成プログラムの作成数：延べ５２プログラム（H30）
○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％（H30）

○

1 ○補助を行う看護師等養成所 ２箇所

○補助を行う看護師等養成所 ２箇所

○

○
○

○在宅医療への理解が深まった住民の累計数
～H30年度）

６４７人（H29年度

○新規設置又は受入拡充の事業所の定員数９８人（H30年度当初）
→１０７人（H31年度当初）
○障がい者（児）受入開業歯科診療所
26機関（H30年度当初） →30機関（H31年度当初）
※歯科医療機関数は「医療とくしま」の登録データによる。
○後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の増加 ３８１件（平成30
年度当初）→３８５件（平成31年度当初）

○

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4 人（平成30 年末）

○

○小児救急医療体制を確保した二次医療圏数の維持
３医療圏（平成30年度）
○不要不急の小児救急患者の減少
（軽症救急搬送率全国平均（H30 速報値48.8%）以下を
堅持。徳島県44.3%）

○

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4 人（平成30 年末）

○

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4 人（平成30 年末）

○

○小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の数 ４機関

○

25 小児救急電話相談事業

1 ○小児救急電話相談件数 年間8,000 件

○小児救急電話相談件数 年間11,804 件

○

26 病院内保育所運営補助事業

1 ○運用対象施設数 ８施設

○運用対象施設数 １３施設

○

1 保健師助産師看護師等実習指導者講習の修了者数 20 人

保健師助産師看護師等実習指導者講習の修了者数 30 人

○

○新人看護職員研修の実施病院への補助 １４箇所（H30)
○新人看護職員研修の実施病院への補助 １２箇所（R1）

○

○県内就業看護職員数(人口10 万人対)
1,743.6 人 （平成28 年末）→ 1,760.0 人 (平成30 年末)

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4 人（平成30 年末）
※隔年で調査。令和2年度分（速報値）は令和3年3月頃判明予定。

○

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1743.6 人（平成28 年末）
→1760.0 人（平成30 年末）

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4 人（平成30 年末）

28 新人看護職員研修事業
29 看護職員勤務環境改善推進事業

○新人看護職員研修の実施病院への補助 １０箇所(H30)

1 ○新人看護職員研修の実施病院への補助 ７箇所(R1)
1 ○勤務環境改善への取組検討施設 １か所

○勤務環境改善への取組検討施設 １か所

○

○南部及び西部圏域における人口１０万人当たり医師数
南部圏域：２５６．７人(H28)→２７０．８人(H30)
西部圏域：２００．０人(H28)→２０６．０人(H30)

1 ○小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の数 ４機関

看護学生臨地実習指導体制強化
事業

○

○南部及び西部圏域における人口１０万人当たり医師数
南部圏域：２５６．７人(H28)→２６０．０人(H30)
西部圏域：２００．０人(H28)→２０２．０人(H30)

８４０名（平成３０年度末）

24 小児救急医療体制整備事業

27

○

○平均在院日数
○平均在院日数
○平均在院日数
○平均在院日数

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1743.6 人（平成28 年末）
→1760.0 人（平成30 年末）
○小児救急医療体制を確保した二次医療圏数の維持
３医療圏（平成29年度） →３医療圏（平成30年度）
○不要不急の小児救急患者の減少
（軽症救急搬送率全国平均（H29 速報値48.5%）以下を
堅持）
○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1743.6 人（平成28 年末）
→1760.0 人（平成30 年末）
○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1743.6 人（平成28 年末）
→1760.0 人（平成30 年末）

37.0日（平成３０年）
36.3日（令和元年）
37.0日（平成３０年）
36.3日（令和元年）

○

○平均在院日数 38.6 日（平成２８年度）
→ 38.0 日（平成３１年度までに）
○平均在院日数38.6 日（平成２８年度）
→38.0 日（平成３１年度までに）
○システム登録延べ患者数
４２５名（平成３０年２月） ⇒４５０名（平成３２年度末）

○システム登録延べ患者数

未達成

○

12 在宅医療・介護コーディネート事業

○本事業を活用して退院支援担当者を配置する医療機関数

順調

○

○南部圏域における機能ごとの病床数
高度急性期病床
約２００床
急性期病床
約６００床
回復期病床
約６００床
慢性期病床
約６００床
（平成３７年度までに）

○課題解決に向けた取組の普及・啓発を目的とした会議等に出 ○Ｒ１年度に事業実施予定（H30）

8 在宅医療課題解決策支援事業

順調

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標

○
○
○

〇

○
○

-23-

平成30年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況

達成

順調

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標

アウトカム指標達成状況

未達成

達成
○県内で従事する女性医師数
５４６人（平成２８年度）
→５５０人以上（平成３２年度までに）
○手当支給施設における平成２９年度以降の産科・産婦人科医師延
べ数
９１人（平成29年度）
→１６０人（平成30年度）
○県内の新生児を担当する医師の延べ人数
平成26 年度以降の延べ人数16 人(平成29 年度)
→20人(平成30年度)

○女性医療従事者からの相談件数 ３件以上(H30)

○女性医療従事者からの相談件数
○女性医療従事者からの相談件数

○手当支給者数 ５０人(H30)
○手当支給施設数 １５施設(H30)

○手当支給者数 111人(H30)
○手当支給施設数 17施設(H30)
○手当支給者数 22人（R1）
○手当支給施設数 4施設（R1）

○

1 ○新生児医療担当手当支給回数 ５０回

○新生児医療担当手当支給回数 86回（H30)

○

○医療勤務環境改善のための研修会の参加者数 ３０名(H30)
○医療勤務環境改善支援センターの支援によって勤務環境改善
計画を策定する医療機関数 １機関(H30)
1 ○医療勤務環境改善のための研修会の参加者数 ４５名(R1)
○医療勤務環境改善支援センターの支援によって勤務環境改善
計画を策定する医療機関数 １機関(R1)

○医療勤務環境改善のための研修会の参加者 ９０名(H30)
○医療勤務環境改善支援センターの支援によって勤務環境改善計画
を策定する医療機関数 １機関(H30)
○医療勤務環境改善のための研修会参加者数 ６３名（R1）
○医療勤務環境改善支援センターの支援によって勤務環境改善計画
を策定する医療機関数 1機関(R1)

○

34 地域医療総合対策協議会費

1 ○年間開催回数 ２回

○年間開催回数 ２回(H30)

○

35 地域医療提供体制構築推進事業

1 ○海部・那賀モデル推進協議会への参加医療機関数 ７機関

○海部・那賀モデル推進協議会への参加医療機関数 ７機関

○

感染制御啓発・多業種人材育成
36
事業

○研修会参加人数１００人（H30）
1 ○研修会参加人数８５人（R１）

○研修会参加人数３２０名（H３０）
○研修会参加人数２０４人（R１）

37 地域医療従事医師研修支援事業

1 ○制度の利用 １件

○制度の利用 ０件（募集中）(H30)
○制度の利用 ０件（募集中）(R1)

38 看護職員就業確保支援事業

1 看護職になるための説明会，出前授業の実施 ３回開催

看護職になるための説明会，出前授業の実施

1 ○へき地における看護学生の交流体験 １回

○へき地における看護学生の交流体験 １回

○

○スクールカウンセリングを実施する養成所への補助 ４箇所
(H30)
○スクールカウンセリングを実施する養成所への補助 ３箇所(R1)

○

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1743.6 人（平成28 年末）
→1760.0 人（平成30 年末）
→1820.0人（令和２年末）

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4 人（平成30 年末）

○平成２７年度以降の県内での研修医総マッチング件数
１１５人（平成２７年度）
→１９５人（平成３０年度）

○平成２７年度以降の県内での研修医総マッチング件数
４９人（平成２７年度）→１１５人（平成２８年度）→１６６人
（平成２９年度）→２２７人（平成３０年度）→２７２人（令和元
年度）

30 女性医師等就労支援事業

1 ○女性医療従事者からの相談件数 ３件以上(R1)

31 産科医等確保支援事業

1 ○手当支給者数 ９人(R1)

○手当支給施設数 ３施設(R1)

32 新生児医療担当医確保支援事業

33

39

医療勤務環境改善支援センター
事業

へき地看護職員確保・定着推進事
業

40 看護師等養成所支援事業

○スクールカウンセリングを実施する養成所への補助 ２箇所
(H30)

1 ○スクールカウンセリングを実施する養成所への補助 １箇所
(R1)

８件（H30)
１４件（R1）

○

○
○
○

８回開催

41 臨床医確保対策推進事業

1 部生の累計人数 ２００人以上（平成３０年度）

○臨床研修病院合同説明会で本県の医療機関を訪問した医学部生の
累計人数 ２４３人(H30)
○臨床研修病院合同説明会で本県の医療機関を訪問した医学部生の
累計人数 ２５５人(R1)

○

42 看護職員人材育成推進事業

1 ○看護師の特定行為研修への派遣補助 ２名

○看護師の特定行為研修への派遣補助

○

43 看護職員キャリアアップ支援事業

1 ○認定看護師養成研修への派遣補助 5 名

○認定看護師養成研修への派遣補助 １９名

○

44 看護師等修学資金貸付事業

1 ○看護師等修学資金の継続貸与 ５名(R1)

○看護師等修学資金の継続貸与 １９名(H30)
○看護師等修学資金の継続貸与 １７名(R1)

○

1 ○研修会受講者延べ人数 130 名

○新任保健師研修会等の実施4回
参加者延べ188名（H30）

○

1 ○医療従事者向けの研修実施回数 ２回

○医療従事者向けの研修実施回数 ２回

○

45

地域保健従事者実践能力強化事
業

46 救急医療等「総合力」向上事業

後方支援機関への搬送体制支援
47
事業

48 二次救急医療体制確保支援事業

糖尿病サポーター養成モデル推
進事業
離職歯科衛生士再就職支援強化
50
事業
49

51 歯科技工士人材確保養成事業

○臨床研修病院合同説明会で本県の医療機関を訪問した医学

○看護師等修学資金の継続貸与 ５名(H30)

1 ○モービルＩＣＵの運用台数 １台

○補助医療機関数 １５医療機関(H30)

８名

○

○モービルＩＣＵの運用台数 １台

1 ○補助医療機関数 ６医療機関(R1)

○補助医療機関数 １６医療機関(H30)
○補助医療機関数 ８医療機関(R1)

○

1 ○研修会の開催 90 分×6 回／年

○研修会は２日間（５４０分）開催し，予定していた内容（９０分
×６回）を満たしている。（H30)

○

1 ○復職支援セミナー受講者数 ３０名

○復職支援セミナー受講者数 ９０名

○

1 ○研修会等参加者数 ５名

○研修会等参加者数 １３名

○

52

歯科医療従事者地域偏在解消対
策モデル事業

1 ○調査結果を周知するための講習会等参加者：２０人以上

○調査結果を周知するための講習会等参加者

53

医師事務作業補助者配置支援事
業

1

○本事業を活用し、医師事務作業補助者を配置した医療機関数
５医療機関（R1）

○本事業を活用し、医師事務作業補助者を配置した医療機関数 ５医療機関（平成３０年度）

○県内医療機関従事医師数の増加
医師 2,369 人（H28） →2,400 人（H32 までに）
※医師数については「医師、歯科医師、薬剤師調査」により、把握
する。

○

５０人以上

１

○

○へき地や市町村等への医師の派遣
医師 １１名/年（H28）
→１４名/年（H32までに）
○地域の医療機関との医療従事者の相互交流回数
月当たり延べ４１回（平成２９年度）
→４３回（平成３０年度）
○感染性アウトブレイクの保健所への報告基準策定率
８９，２％ →９０％（平成３０年度までに）
○病院での外来治療中・入院中・他院紹介後に結核と診断された患
者数 平成２９年度８６人
→ ８０名（平成３１年度までに）
○義務年限明け後の自治医大卒医師の県内定着数
３７名（H27） →４２名（H31）
○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1743.6 人（平成28 年末）
→1760.0 人（平成30 年末）
○訪問看護ステーション従事看護職員数
３３３名 （平成２８年）
→３３５名以上（平成３０年）

○特定行為に係る看護師の研修制度の修了者数増加
6 人 (平成28 年度)
→40 人（平成35 年度）
○県内認定看護師数の増加
131名（平成30 年7月）
→136名（平成31 年7月）
○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1743.6 人（平成28 年末）
→1760.0 人（平成30 年末）
○地域保健の質の向上（関係機関及び関係者と協働できる新任期保
健師の割合
42.1％（平成29 年度）→ 45％（平成31 年度までに））
○多数傷病者発生時に活動する医療関係者数
３２名（H29）→ ５０名（H30）
○年間搬送件数８２件（平成２９年度）
→８５件（平成３０年度）
○後方支援機関への搬送に携わる医師数の維持
６人（平成２９年度）
→６人（平成３０年度）
○救急告示医療機関数の維持
42 機関(平成29年度末)
→42機関（平成30年度末）
→41機関（令和元年度末）
○救急搬送受入れ1件あたり1名とした場合の給与または手当の支給
延べ人数 17,577名（平成29年度）
→17,600名（平成30年度）
→17,656名（令和元年度）
○糖尿病サポーター累計資格取得者数
50 人（H29年） →100人（H30年）
○徳島県歯科医師会無料職業紹介事業への歯科医療従事者の新規求
職者数の維持
求職者数３人（H29年度） →求職者数３名（H30年度）
○歯科技工士養成者数の維持
５名（平成30年度） →５名（平成31年度）
○平均在院日数
38.6 日（平成28 年度） →38.0 日（平成31 年度までに）
○徳島市以外の診療所等への医療従事者（歯科衛生士）の職者数の
維持
10人（平成29年度） →10人（平成30年度）
○県内医療機関従事医師数の増加 医師 2,369人（H28）
→2,400人（H32 までに）
※「医師、歯科医師、薬剤師調査」により把握する。

○県内で従事する女性医師数５４６人（平成２８年度）
○県内で従事する女性医師数５９６人（平成３０年度）
○手当支給施設における平成２９年度以降の産科・産婦人科医師延
べ数 ５０人
９１人（平成29年度）
→202人（平成30年度）
○県内の新生児を担当する医師の延べ人数
平成26 年度以降の延べ人数16 人(平成29 年度)
→20人(平成30年度)

順調

○
○
○

○県内医療機関従事医師数
医師 2,369人(H28) → 2,425人(H30[医師、歯科医師、薬剤師調
査」）
※R2調査結果については、まだ公表されていない

○

○へき地や市町村等への医師の派遣 11名(H30)
○へき地や市町村等への医師の派遣 13名(R1)

○

○地域の医療機関との医療従事者の相互交流回数
○地域の医療機関との医療従事者の相互交流回数

４０回(H30)
４３回(R1)

○感染性アウトブレイクの保健所への報告基準策定率
８９，２％ →９８,２％
○病院での外来治療中・入院中・他院紹介後に結核と診断された患
者数 平成３０年度６８人
○義務年限明け後の自治医大卒医師の県内定着数

４２名（H31）

○

○
○

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4 人（平成30 年末）

○

○訪問看護ステーション従事看護職員数
３９４名（平成３０年）

○

○

○

○特定行為に係る看護師の研修制度の修了者数増加
11 人 (平成29 年度)
○県内認定看護師数の増加
→151名（令和元 年7月）

○
○

○県内就業看護職員数（人口10 万人対）
1,815.4 人（平成30 年末）

○

○地域保健の質の向上（関係機関及び関係者と協働できる新任期保
健師の割合45.0％（H30）

○

○多数傷病者発生時に活動する医療関係者数
３２名（H29）→ ６４名（H30）
○年間搬送件数
６０件（平成３０年度）
○後方支援機関への搬送に携わる医師数の維持
７人（平成３０年度）
○年間搬送件数
７２件（令和元年度）
○後方支援機関への搬送に携わる医師数の維持
９人（令和元年度）

○

○

○救急告示医療機関数の維持
42機関（平成30年度末）
41機関（令和元年度末）
○救急搬送受入れ1件あたり1名とした場合の給与または手当の支給
延べ人数
17,656名（平成30年度）
34,844名（令和元年度）

〇

○累計糖尿病サポーター資格取得者数 100 人（H30）

○

○徳島県歯科医師会無料職業紹介事業への歯科医療従事者の新規求
職者数の維持 求職者数３人（平成29年度）→求職者数７人（平成
30年度）
○歯科技工士養成者数の維持 ５名（平成30年度）→１３名（平成
31年度）

未達成

○
○

○平均在院日数 38.3日（平成29年度）
○徳島市以外の診療所等への医療従事者（歯科衛生士）の就職者数
の維持 １０人（平成29年度）→１０人（平成30年度）

○

○県内医療機関従事医師数の増加 医師 2,369人（H28）
→2,425人（H30）

○
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平成30年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

54

事業名
在宅訪問歯科診療人材確保強化
事業
合計

事業の
期間(年)

R2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況
達成

○（１）研修会等参加者数 ２０名

1 ○（２）養成学校の学生５０名に専門的指導を実施

○研修会等参加者数 ８０名
○養成学校の学生５２名に専門的指導を実施

順調

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標

未達成

達成
○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数の増加
２２２件（平成30 年度当初） →２２５件（平成31 年度当初）
○県内就業歯科衛生士数（人口10万人対）
148.5人（平成26年度末） →160人（平成30年度末）

○
51

3

アウトカム指標達成状況

0

○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数の増加 ２２２件
（平成30年度当初）→２２５件（平成31年度当初）
○県内就業歯科衛生士数（人口10万人対） １４８．５人（平成26
年末）→１６０人以上（平成30年末）

順調

未達成

○
44

10

0
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令和元年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

1 口腔ケア連携事業
2

病床機能分化・連携促進基盤整
備事業

慢性期機能における医療介護連
携推進のための研修事業
医療健康ビッグデータ活用促進事
4
業
3

5

地域医療構想実現に向けた活動
支援事業

事業の
期間(年)

H2.3.31現在

事業の目標

達成

7

在宅医療支援のためのかかりつ
け医研修事業

3 ○整備を行う施設数：１施設

○整備を行う施設数：０施設（R1）
※令和２年度は１施設を予定

○

○令和元年度基金を活用して整備を行う回復期の病床数０床（令和
○令和元年度基金を活用して整備を行う回復期の病床数１０床（令 元年度）
和３年度までに）
※令和２年度は４０床を予定

1 ○研修会開催数 ３回（令和元年度）

○研修会開催数 １回（R1）
※新型コロナの影響で開催減

○

○平均在院日数
38.3 日（平成29年）→36.5 日（令和元年）

○医療健康ビッグデータ活用推進に向けた検討会議の開催：２

1 回

1 ○アドバイザーの出席した調整会議の開催件数 延べ６回

1 ○歯科診療機器の貸出による診療件数 100件（令和元年）
○研修会の開催件数

５回

1 ○研修の参加医師参加者数

のべ ３００人

○医療健康ビッグデータ活用推進に向けた検討会等の開催：２回
（R1）

○アドバイザーの出席した調整会議の開催件数

○

○

延べ５回（R1）

○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 200部（R1）
○歯科診療機器の貸出による診療件数 100件（R1）

1 ○退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催 1回

○退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催

1 ○在宅医療の普及啓発を目的としたシンポジウムの開催 ３回

○在宅医療の普及啓発を目的としたシンポジウムの開催
（R1）※新型コロナの影響で開催延期

０回

11

障がい者(児）歯科医療対応力向
上事業

1 ○講習会の開催回数 ４回

○講習会の開催回数 ３回（R1）
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３/２５の研修会を
中止）

12

歯科医療関係者在宅医療対応力
向上支援事業

1 ○説明会参加者数 ２０名

○「後期高齢者歯科健診、在宅要介護者訪問歯科健診事業説明会」
参加者 １５３名（R1）

○

13 ICT地域医療・介護連携推進事業

1 ○在宅医療支援システム利用患者数（徳島市内） ４０名

○在宅医療支援システム利用患者数（徳島市内）

○

14 訪問看護出向支援事業

1 ○訪問看護出向のニーズ調査 １回

○訪問看護出向に係る研修会

１回

○医療用麻薬に関する研修会開催：５回

1 ○研修（座学及び実地）を受講した薬剤師数：２０人

９２名（R1）

○訪問看護出向に係る研修会 １回（R1）
○訪問看護出向のニーズ調査 １回（R1）

○医師派遣、あっせん数：１０人
○キャリア形成プログラムの作成数：延べ１２プログラム

○医師派遣、あっせん数：２９人（R1）
○キャリア形成プログラムの作成数：延べ１３プログラム（R1）

数の割合：１００％

割合：１００％（R1）

○

○ 徳島県全体における機能ごとの病床数
高度急性期 : 約１，０００床
急性期
: 約３，８００床
回復期
: 約２，０００床
慢性期
: 約５，０００床
（平成30年度病床機能報告）

○

○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

○

○訪問看護ステーション利用者数
3,237名
(平成29年度)
→3,300名
(令和2年度までに)
○平均在院日数
38.3 日（平成29年）→36.5 日（令和元年）
○平均在院日数
38.3 日（平成29年）→36.5 日（令和元年）
○障がい者（児）受入開業歯科診療所累計件数
３０件（Ｈ３１年度当初）→３５件（Ｒ２年度当初）

○後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の維持
３８５件（平成３１年度当初）→３８５件（令和２年度当初）

○

○

○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○平均在院日数
38.3 日（平成29年）→36.5 日（令和元年）

○

1 ○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 ○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

○

○

○

○医療用麻薬に関する研修会開催：５回（計１６６人参加）（R1）
○研修（座学及び実地）を受講した薬剤師数：１７人（R1）

○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

○

○平均在院日数
38.3 日（平成29年）→36.5 日（令和元年）
○訪問看護ステーション利用者数
3,237名
(平成29年度)
→3,300名
(令和2年度までに)
○かかりつけ薬剤師のいる「在宅対応薬局」の割合
H30（５８％）→R1（５９％）
○南部及び西部圏域における人口１０万人当たり医師数
南部圏域：２５６．７人（H28） → ２５７．０人（R2）
西部圏域：２００．０人（H28） → ２０３．０人（R2）

○訪問看護ステーション利用者数
3,237名（平成29年度実績）

○

○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○

○障がい者（児）対応ができる歯科診療所
１３５件（Ｒ２年度当初）
障がい者歯科診療についてはこれまで、一般診療のみの診療所をカ
ウントしていたが、令和元年度から障がい者対応ができる歯科診療
所にカウント方法を変更

○

○後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数（令和２年度当初）
３件

３８

○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○かかりつけ薬剤師のいる「在宅対応薬局」の割合
H30（５７．８％）→R1（５９．６％）

○

18 小児救急医療体制整備事業

1 ○小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の数 ４機関

○小児救急拠点病院、小児救急輪番病院数 ４機関（R1）

○

19 子ども医療電話相談事業

1

○子ども医療電話相談件数 10,057件（R1）

○

20 病院内保育所運営補助事業

1 ○運用対象施設数 ４施設

○運用対象施設数 ６施設（R1）

○

1 ○保健師助産師看護師等実習指導者講習の修了者数 20人

○保健師助産師看護師等実習指導者講習の修了者数 23名（R1）

○

22 新人看護職員研修事業

1 ○新人看護職員研修の実施病院への補助 ３箇所

○新人看護職員研修の実施病院への補助 ５病院（R1）

○

23 看護職員勤務環境改善推進事業

1 ○勤務環境改善への取り組み検討施設 １か所

○勤務環境改善への取り組み検討施設

○

24 産科医等確保支援事業

1 ○手当支給施設数 １２施設
1 ○新生児医療担当手当支給回数 ５０回

○手当支給者数 69人（R1）
○手当支給施設数 12施設（R1）

○

○新生児医療担当手当支給回数 86回（R1）

○

○県内就業看護職員数
13,370人（平成30年末）
→13,400人（令和2年末）
○小児救急拠点病院及び小児救急医療輪番病院が設置されている二
次医療圏数
３医療圏（H30）→３医療圏（R1）
○不要不急の小児救急患者の減少
（軽症救急搬送率全国平均（H29年48.6％）以下を堅持。本県
44.3％（H30）→44.3％（R1））
○県内就業看護職員数
13,370人（平成30年末）
→13,400人（令和2年末）
○県内就業看護職員数
13,370人（平成30年末）
→13,400人（令和2年末）
○県内就業看護職員数
13,370人（平成30年末）
→13,400人（令和2年末）
○県内就業看護職員数
13,370人（平成30年末）
→13,400人（令和2年末）
○分娩1,000件あたりの産婦人科医師数
１４．７人（H28）→１４．７人（R2）
○県内の新生児を担当する医師数
４人（平成30年度）→４人（令和元年度）

1 ○医療勤務環境改善のための研修会の参加者数 ５名

○医療勤務環境改善のための研修会の参加者数

○

○県内医療機関従事医師数の増加
医師 2,369人（H28）→2,400人（R2までに）

27 地域医療総合対策協議会費

1 ○年間開催回数 １回

○年間開催回数 ３回（R1）

○

○南部及び西部圏域における人口１０万人当たり医師数
南部圏域：２５６．７人（H28） → ２５７．０人（R2）
西部圏域：２００．０人（H28） → ２０３．０人（R2）

28 地域医療提供体制構築推進事業

1 ○海部・那賀モデル推進協議会への参加医療機関数 ７機関

○海部・那賀モデル推進協議会への参加医療機関数 ７機関（R1）

○

○南部医療圏における人口１０万人当たり医師数
２５６．６９人（H28）→２５７．００人（R2）

1 ○研修会参加人数 １５人

○研修会参加人数 ３６名（R1）

○

○病院での外来治療中・入院中・他院紹介後に結核と診断された患 ○病院での外来治療中・入院中・他院紹介後に結核と診断された患
者数８６人（平成２９年度）→８０人（令和元年度までに）
者数８８人（令和元年度）

25 新生児医療担当医確保支援事業
26

29

医療勤務環境改善支援センター
事業

感染制御啓発・多業種人材育成
事業

○手当支給者数 ４１人

７名（R1）

○

○県内就業看護職員数 13,370人（平成30年末）
※隔年で調査。令和2年度分(速報値)は令和3年3月頃判明予定。

○

１か所（R1）

○

○

○補助を行う看護師等養成所 ２箇所（R1）

看護学生臨地実習指導体制強化
事業

○

○南部及び西部圏域における人口１０万人当たり医師数
南部圏域：２５６．７人（H28） → ２７０．８人（H30）
西部圏域：２００．０人（H28） → ２０６．０人（H30）

1 ○補助を行う看護師等養成所 ２箇所

21

○

○訪問看護ステーション利用者数
3,237名
(平成29年度)

17 看護師等養成所運営費補助事業

○子ども医療電話相談件数
年間8,000件

未達成

○

○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○
1回（R1）

○平均在院日数
38.3 日（平成29年）→36.5 日（令和元年）
○ 徳島県全体における機能ごとの病床数
高度急性期 : 約８００床
急性期
: 約２，５００床
回復期
: 約２，７００床
慢性期
: 約３，０００床
（2025年度までに）

順調

○

○平均在院日数 36.3日（令和元年）

○平均在院日数
38.3 日（平成29年）→36.5 日（令和元年）

○

○研修会の開催件数
２回（R1）
※新型コロナの影響で開催減
○研修の参加医師参加者数
のべ ５３５人（R1）

9 在宅医療・介護コーディネート事業

16 地域医療支援センター運営事業

達成
○平均在院日数
38.3 日（平成29年）→36.5 日（令和元年）

○訪問看護推進検討会の開催 １回（R1）

在宅医療におけるがん・緩和医療
薬剤師育成事業

未達成

○

○１ 地域医療機関等の職員対象の研修会の実施 １回

1 ○訪問看護推進検討会の開催 1回

15

アウトカム指標達成状況

1 ○２ 医科歯科連携のための研修会の受講者 １００名

8 訪問看護体制支援事業

10 在宅医療普及啓発事業

順調

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標

○１ 地域医療機関等の職員対象の研修会の実施 ２回（R1）
○２ 医科歯科連携のための研修会は新型コロナウイルスの感染拡
大防止のため中止

○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 200部（令和元年）

6 在宅歯科医療連携室運営事業

事業の達成状況

事業の達成状況

○小児救急拠点病院及び小児救急医療輪番病院が設置されている二
次医療圏数
３医療圏(Ｒ１）

○

○軽症救急搬送率 43.8％(Ｒ１）
※全国平均 48.0％(Ｒ１）

○

○県内就業看護職員数 13,370人（平成30年末）
※隔年で調査。令和2年度分(速報値)は令和3年3月頃判明予定。

○

○県内就業看護職員数 13,370人（平成30年末）
※隔年で調査。令和2年度分(速報値)は令和3年3月頃判明予定。

○

○県内就業看護職員数 13,370人（平成30年末）
※隔年で調査。令和2年度分(速報値)は令和3年3月頃判明予定。

○

○県内就業看護職員数 13,370人（平成30年末）
※隔年で調査。令和2年度分(速報値)は令和3年3月頃判明予定。

○

○分娩1,000件あたりの産婦人科医師数
21.2人(R1)
○県内の新生児を担当する医師数
4人(R1)

○
○

○県内医療機関従事医師数 医師 2,369人(H28) → 2,425人
(H30[医師、歯科医師、薬剤師調査」）
※R2調査結果については、まだ公表されていない

○

○南部及び西部圏域における人口１０万人当たり医師数
南部圏域：270.8人（H30）
西部圏域：206.0人（H30）

○

○南部及び西部圏域における人口１０万人当たり医師数
南部圏域：270.8人（H30）

○
○
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令和元年度徳島県計画に関する事後評価
事業
番号

事業名

30 看護職員就業確保支援事業
31

へき地看護職員確保・定着推進事
業

32 看護師等養成所支援事業
33

地域保健従事者実践能力強化事
業

事業の
期間(年)

H2.3.31現在

事業の目標

事業の達成状況

事業の達成状況

達成

1 ○AWAナース活動人数 延べ３０人

○AWAナース活動人数 延べ１００人（R1）

○

1 ○復職研修の実施 ３回

○へき地における看護学生の交流体験
○復職研修の実施 ３回（R1）

○

1 ○スクールカウンセリング実施養成所への補助 １校

○スクールカウンセリング実施養成所への補助

1 ○研修会受講者延べ人数 １３０名

○新任保健師研修会等の実施４回（R1）
○研修会受講者延べ人数 １６１名（R1）

○へき地における看護学生の交流体験 １回

１回（R1）

１校（R1）

○医療従事者向けの研修参加者数

1 ○モービルICUの運用台数 １台

○モービルICUの運用台数 １台（R1）

○

36 二次救急医療体制確保支援事業

1 ○補助医療機関数 ９医療機関

○補助医療機関数 １２医療機関（R1）

○

37

糖尿病サポーター養成モデル推
進事業

38 歯科医療従事者養成確保事業
女性医師等のための教育・学習支
援事業
休日夜間急患センター勤務環境
40
改善事業
39

41 口腔機能向上研修事業
合計

達成
○県内就業看護職員数
13,370人（平成30年末）
→13,400人（令和2年末）
○訪問看護ステーション従事看護職員数
394名
（平成30年末）
→400名以上（令和2年末）
○県内就業看護職員数
13,370人（平成30年末）
→13,400人（令和2年末）
○地域のニーズを把握し、各関係機関等と連携して地域組織活動が
実践できる新任保健師の割合 42.1％（平成29年度）→45％（令和
元年度までに））
○多数傷病者発生時に活動する医療関係者数
64名(H30)→84名（R1）
○高度救命救急センター運営数
平成３０年度：１→令和元年度：１
○救急告示医療機関数
平成30年度：42機関→令和元年度：41機関

○

1 ○医療従事者向けの研修参加者数 ７６人

○

順調

○県内就業看護職員数 13,370人（平成30年末）
※隔年で調査。令和2年度分(速報値)は令和3年3月頃判明予定。

○

○訪問看護ステーション従事看護職員数
394名
（平成30年末）
※隔年で調査。令和2年度分(速報値)は令和3年3月頃判明予定。

○

○県内就業看護職員数 13,370人（平成30年末）
※隔年で調査。令和2年度分(速報値)は令和3年3月頃判明予定。

○

○地域保健の質の向上（関係機関及び関係者と協働できる新任期保
健師の割合45.5％（R元）

○

○多数傷病者発生時に活動する医療関係者数
96名(R1)

○

○高度救命救急センター運営数 １

○

○救急告示医療機関数 ４１機関維持

○

未達成

○糖尿病サポーター累計資格取得者数
50 人（H29年） →100人（R元年度）

○研修会は１日間（９０分×３回）の開催。（R1）

1 ○研修会の開催 90分×6回/年

アウトカム指標達成状況

未達成

○

34 救急医療等「総合力」向上事業
後方支援機関への搬送体制支援
35
事業

165人（R1）

順調

アウトカム指標の達成状況

アウトカム指標

○糖尿病サポーター累計資格取得者数
50人（H29年度）→ 150人（R元年度）

○

※残り（９０分×３回）は，R2.3.8開催予定であったが，感染症予
防のため延期となり，R2年度に実施予定。

○県内就業歯科衛生士数（人口１０万人対） → １６７．７人（平
○県内就業歯科衛生士数（人口10万人対）160人（平成３０年末）
成３０年末）
→160人（令和２年末）
※令和元年度データについては、まだ公表されていない。

1 ○研修会等参加者数 ３０名

○研修会等参加者 ６９名（R1）

○

1 ○セミナー等の開催 ３回

○セミナー等の開催 ４回（R1）

○

1 ○待ち人数確認システムのアクセス件数 200件

○待ち人数確認システムのアクセス件数 2565件（R1）

○

○県内で従事する女性医師数
５４６人（平成２８年度）→５５０人以上（令和２年度までに）
○東部圏域における休日夜間急患センターの運営数 平成３０年
度：１→令和元年度：１

1 ○研修会参加者延べ人数 ９０人

○研修会参加者延べ人数 100人（R1）

○

○口腔機能維持管理体制を有する介護施設の割合
61.1％（H29）→85.0％（R3）

32

9

0

○

※今年度，新たに45人を養成中であったが，研修を修了させること
ができなかったため，昨年度までの取得者数の100人となってい
る。

○県内で従事する女性医師数
５９６人（平成３０年度）
○東部休日夜間急患センター運営数

○
○
○

１

○口腔機能維持管理体制を有する介護施設の割合

○

64.7%

21

20

0
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