
Ｈ26～Ｈ28
[年度に○を付したものは基金充当]

Ｈ29
[（基）は基金充当]

愛媛生協（28）、奥島（28）、
道後温泉（26）、松山市民（26）、
松山城東（26）

松山リハビリ
がんセンター（50床）

愛媛十全（28）、道後温泉（26）
ほか２病院

天山

伊予（26,27,28）

愛媛十全（28） 天山、1病院

松山リハビリ（26,27,28）
松山リハビリ、伊予
1病院

１病院 平成脳神

１病院 平成脳神、松山リハビリ

伊予（26,27,28）　ほか１病院 天山、平成脳神、1病院

愛大附属（28）、県立中央（28）

松山市民（28）

松山市民（27）

県立中央（28）

松山赤十字（28）（31床削減）
松山赤十字（18床削減）
がんセンター（37床削減）

松山赤十字

③
医療機能の分担と搬送機
能を含めた医療サービス
の広域ネットワーク化

済生会

松山市民（26） 松山赤十字（基）

１病院

⑤
在宅歯科医療連携室の活
用などによる医科歯科連
携の強化

がんセンター（㉖.㉗.28） がんセンター

１病院

伊予（26） 伊予

松山市民（26）

松山記念（26）

松山協和

1病院

事業実施状況

高度急性期・急性期機能の特化を明確化するための亜
急性期病床の閉鎖

④
ＩＣＴを活用した地域医療
ネットワークの基盤整備

地域連携システムの整備

ＩＣＴ(ハード・ソフト）の整備

在宅患者及び家族を対象とした相談支援事業所の設置

慢性期患者を受け入れられるよう医療療養型病床を増
床

訪問看護師の配置

訪問看護ステーションの人的充実

①
回復期機能の拡充等のた
めの施設・設備の整備充
実とマンパワーの確保

一般病床又は療養病床の一部を地域包括ケア病棟に転
換

一般病床又は療養病床の一部を回復期リハビリテーショ
ン病棟に転換

医療ソーシャルワーカ－の設置

リハビリスタッフの増員

医師・看護師・セラピストの確保

セラピストの増員

回復期機能の拡充等のためのマンパワーの確保

リハビリ機器の整備

僻地診療所への医師（整外・外）の派遣

二次救急病院の後方支援を開始

高度急性期・急性期機能に資するため救急センター、中
央手術室、周産期部門を拡充

①
慢性期の患者の受け皿と
なる介護施設等の活用に
よる在宅医療の推進

救急医療用ヘリコプター運行開始

病床機能（ハイケアユニット）の新設

救命救急部門（救急救命医及び機器）の拡充

歯科医師会と連携による術前・術後のがん患者の口腔
衛生の保持、合併症の予防

慢性期患者の受け入れ及び在宅復帰の推進

老健施設及び介護施設等との情報共有

Ｈ26年度～Ｈ29年度における地域医療構想に係る施策の取組状況

事業主体

内　　　　　　　容
区　　　　　　分

Ⅰ　病床機能の分化・連携

Ⅱ　在宅医療の充実

②
救急医療体制強化のため
の高度急性期機能の充実

資料２ 



Ｈ26～Ｈ28
[年度に○を付したものは基金充当]

Ｈ29
[（基）は基金充当]

事業実施状況

事業主体

内　　　　　　　容
区　　　　　　分

愛大附属（28）、伊予（28）、
愛媛十全（28）、くろだ（26）、
松山城東（26）　ほか３病院

伊予（28）、愛媛生協（㉘）、
おおぞら（㉘）、
久万高原町立（27、28）、
済生会（㉖､㉗､㉘）、
松山赤十字（28）、
松山記念（26,27,28）、
松山協和（28）、
松山市民（27,28）、松山西（28）、
道後温泉（27）　ほか６病院

愛媛生協（基）
済生会
3病院

がんセンター（26,27,28）
久米

がんセンター、久米

松山ベテル（26,27,28） 松山ベテル（（基）

松山赤十字

伊予

2病院

伊予（26,27,28）

１病院 1病院

伊予（26,27,28）

上浮穴在宅歯科医療連携室
（畑野川歯科診療所）（㉗）
松山市歯科医師会（㉘）

松山市歯科医師会（基）

松山城東（28）

１病院 1病院

看護協会（26,27,28） 看護協会

松山記念（26）

松山市医師会（㉖､㉗､㉘） 松山市医師会（基）

２病院 1病院

薬剤師会（㉖、㉗、㉘） 薬剤師会（基）

愛大附属（㉖、㉗、㉘） 愛大附属

道後温泉（26）

１病院

笠置記念（㉘）　ほか１病院

松山市民（28）　ほか１病院

伊予

伊予

1病院、伊予

⑥ 在宅医療に必要な知識とスキルの向上 がんセンター（26,27,28） がんセンター

１病院

看護協会（28）

看護協会（28） 看護協会

⑧
居宅における療養患者の
口腔健康管理の充実

東温市歯科医師会（㉖、㉗、㉘）、
松山市歯科医師会（㉖、㉗、㉘）

松山市歯科医師会（基）

総合診療サポートセンターの体制強化

在宅療養後方支援病院としての届出

地域医療連携室の設置

医療従事者を対象とした在宅緩和ケアの症例検討会の
開催

在宅診療部の設置

訪問診療担当医の増員

地域医療連携担当職員の確保

在宅医療患者の憎悪時の受け入れ強化
急変時の入院のためのバックベッド提供体制の整備

在宅医療研修体制の整備普及及び啓発（患者・家族総
合支援センターの事業）

看護協会主催の看取り支援のための研修参加

高齢者施設等における看取りの研修会の開催

介護施設で働く看護師等の研修の開催

歯科医療連携室の整備

退院支援室職員の確保

退院支援部門の看護師の専従化

スムーズな退院支援や容
態急変時支援の充実のた
めの在宅医療介護連携担
当員の配置や患者搬送体
制、必要な施設設備等の
整備

⑤

⑦
看取りに対応できる医師、
看護師、介護関係者の養
成

③

松山在宅医療連絡会への参加や連携強化

在宅薬局支援センターの設置・運営

②
連携担当職員の配置、人
材養成、 退院支援等のた
めの多職種連携等の支援

地域医療連携室(相談室）等の部門の設置

地域連携機能強化のための人材確保
（看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、ケアマネー
ジャーなど）

地域医療連携強化のための人材育成・研修

多職種協働による入院支援体制の構築を図るための
「患者支援センター」の設置

地域とのネットワークの構築、在宅医療を担う者の教育
の場の提供及び情報発信

④
在宅医療支援センターを
核とした在宅医療の支援
機能の充実・強化

松山市在宅医療支援センターの設置・運営

多職種連携に関する研修会、看護職の集い、訪問看護
（管理者）研修の開催

在宅医療を円滑に行うた
めの人材の確保・育成、ＩＣ
Ｔの導入、機器・設備等の
整備

在宅復帰支援室等の部門の設置

訪問看護・デイケアの設置

リハビリ機器の整備

在宅歯科診療機器の整備

バイタルリンクシステムの整備

人材確保・人材教育の実施

重度認知症デイケアの拡充



Ｈ26～Ｈ28
[年度に○を付したものは基金充当]

Ｈ29
[（基）は基金充当]

事業実施状況

事業主体

内　　　　　　　容
区　　　　　　分

愛大附属（㉖、㉗、28）

薬剤師会（㉘） 薬剤師会（基）

松山ベテル（26.27.28） 松山ベテル（基）

愛大附属

松山赤十字、済生会

砥部町

松山市

愛大附属（28） 愛大附属

松山市歯科医師会（㉗、㉘） 松山市歯科医師会（基）

松山市民（28）

松山市民（28）

久万高原町立（27、28） 愛媛生協、松山市

松山城東（26）

松山リハビリ（26、27、28） 松山リハビリ

薬剤師会（㉘） 薬剤師会（基）

松山赤十字（26,27,28） 松山赤十字（基）

砥部町

伊予市、伊予郡3市町

①
看護師や歯科衛生士など
の養成施設の整備・充実

松山市医師会（㉖､㉗､㉘）

１病院

伊予（26,27,28）

医療センター（26、㉗､㉘）
ほか１病院

済生会
医療センター（基）

医療センター（㉖、㉗、㉘）
済生会（基）
医療センター（基）

愛媛生協(26,27,28)

松山市民（26,27,28） 松山市民

松山市民（28）

済生会（㉖、㉗、㉘） 済生会

看護協会（㉗、㉘） 看護協会（基）

看護協会（㉖、㉗、㉘） 看護協会（基）

看護協会（㉖、㉗、㉘） 看護協会（基）

済生会

12病院（基）

地域住民を対象にしたフォーラムの開催

「病院と在宅看護・介護の連携」合同研修会の開催

在宅医療・介護連携推進事業の実施
・講演会の開催
・在宅医療普及、啓発のためのアンケート
・松山圏域の連携会議への参加

臨床研修医の教育研修体制支援の実施

臨床研修室の拡充

医療従事者の確保（新人看護師の確保）

看護師等養成所の施設・設備の整備

関係機関との連携による医療従事者の養成と確保

医療従事者の卒前卒後の実務的な教育体制の充実

学生の実習受入による医療従事者の確保体制の整備

訪問リハビリテーション提供体制の整備

小児神経外来発達支援リハビリの開始

難病相談支援窓口を開設し、医療制度の説明や地域の
医療機関との橋渡しを実施

卒前卒後者の教育研修体制の充実

在宅緩和ケアの市民公開講座

⑩
在宅医療・介護連携のた
めの多職種協働体制の強
化

伊予地区在宅医療・介護連携推進事業検討会を発足

在宅医療・介護連携推進会議、ワーキング部会の設置

連携担当職員（法人在宅事務局）の設置

高次脳機能障害支援の拠点機関として多方面との協働
体制の構築

他職種との連携による在宅患者への薬剤管理・服薬指導

難病医療コーディネーターの配置

在宅医療に関する制度の
周知と相談体制の整備

がん診療連携推進病院との連携強化、地域の拠点病院
としての在宅医療の推進

各包括支援センターに相談医を配置し在宅医療に関す
る相談機能を強化

⑨

口腔ケアに係る介護人材資質向上の支援

在宅訪問薬局の支援

在宅医療・介護連携推進事業の実施
・認知症ケアパス、ものわすれ相談シートの作成
・在宅医療・介護資源マップの作成

新人看護職員多施設合同研修の実施（新人助産師を含む）

新人看護職員研修責任者・教育担当者・実地指導者研
修会の実施

新人看護職員研修事業

Ⅲ　医療従事者の確保・養成

保健師助産師看護師等実習指導者講習会の開催

②
医療従事者の卒前卒後の
実務的な教育研修体制の
充実

新人看護職員への年間研修の実施（離職防止体制整備）

入職予定者への看護技術研修の実施



Ｈ26～Ｈ28
[年度に○を付したものは基金充当]

Ｈ29
[（基）は基金充当]

事業実施状況

事業主体

内　　　　　　　容
区　　　　　　分

松山市医師会（㉖）

愛大附属（㉖、㉗、28）

松山市民（26、28） 松山市民

1病院 1病院

看護協会（26､27､28） 看護協会

看護協会（28） 看護協会

看護協会（㉘） 看護協会（一部基）

看護協会（26,27,28） 看護協会

看護協会（㉗、㉘） 看護協会（基）

愛大附属

愛媛生協

東温市歯科医師会（26,27）、
松山市歯科医師会（㉗、㉘）

松山市歯科医師会（基）

愛大附属（㉖、㉗、㉘） 愛大附属

伊予（26,27,28）

がんセンター（27,28） がんセンター

松山リハビリ（26,27,28） 松山リハビリ

⑤

山間地などで適切な医療
を確保するための総合診
療医の育成・支援体制の
整備

松山市（26,27,28） 松山市

伊予（26,27,28）、
医療センター（26、㉗、㉘,）、
愛媛生協（26,27,28）、
奥島（26,27,28）、
がんセンター（26,27,28）、
済生会（㉘）、砥部（26,27,28）、
松山市民（28）　ほか１病院

医療センター（基）
愛媛生協（基）
済生会（基）、奥島
がんセンター、松山ベテル
松山記念（基）
松山リハビリ（基）

伊予（26,27,28） 済生会

がんセンター（㉖、㉗、28）
済生会
がんセンター

松山市民（28）

久万高原町立（28）

１病院

看護協会（㉖、㉗、㉘） 看護協会（基）

看護協会（26,27,㉘） 看護協会（基）

看護協会（㉗、㉘） 看護協会（基）

愛大附属

⑥
医療従事者の勤務環境等
の整備及び再就業と地域
への定着促進

医師の負担軽減のための医療クラークの配置

女性医師医局の拡充

看護師奨学金の創設

奨学金制度の周知・利用促進

看護職のWLB推進ワークショップ事業及び就労環境改善研修の実施

担当医療従事者への継続的な教育研修の実施

がんリハビリテーション研修の実施

医師、ＮＳ，薬剤師、セラピスト等に対する教育研修の実
施、研修参加推進

事業所内保育施設の設置者に対する設置・運営経費の
補助

院内保育所の整備（運営、拡充）

医療従事者への勤務環境等の整備
（育児休業１００％取得、短時間勤務）

看護職員県内定着促進事業の実施

多様な育児短時間勤務形態の整備等の復職支援を実施

看護職員再就職支援事業の実施

④

回復期と在宅医療を担う医
療従事者に対する継続的
な教育研修等による人材
育成、支援

医科歯科連携人材の養成

退院調整実施能力が高い看護師を育成するための教育
プログラムの企画・実施

精神科医師による相談事業（オンコール）の構築

医師等が行う事務的作業を補佐する人材の導入・養成

病棟薬剤師の配置・拡充（一般・ＩＣＵ・ＨＣＵ）

③

専門的な高度医療から在
宅医療までさまざまな医療
を担う医療従事者の人材
確保と資質の向上

日本精神病院協会等を活用した研修や通信教育の開催

看護職対象各種研修会、認定看護管理者研修（ファース
トレベル教育・セカンドレベル教育）、医療安全管理者養
成研修の開催

糖尿病重症化予防フットケアセミナーの開催

看護職員の認知症対応力向上研修の開催

災害支援ナース養成講習会の開催

看護職の人材派遣研修（出前講座）の実施

職員向け「認知症サポーター養成講座・ステップアップ講
座」の開催

教育担当看護師を配置し、看護師採用後２年間を卒業
教育機関として計画的な研修を実施



Ｈ26～Ｈ28
[年度に○を付したものは基金充当]

Ｈ29
[（基）は基金充当]

事業実施状況

事業主体

内　　　　　　　容
区　　　　　　分

松山市医師会（㉖、㉗、㉘） 松山市医師会（基）

奥島（26,27,28）
済生会
奥島

松山市民（28）

松山市民（28）

松山市民（27、28） 済生会、松山市民

松山圏域３市３町（26,27,28） 松山圏域３市３町

伊予市（26,27,28） 伊予市

砥部町、松山市

松山圏域３市３町

松山市

奥島（26,27,28） 奥島

愛大附属（㉖、㉗、㉘） 愛大附属（基）

伊予（26）

伊予（26,27,28）

がんセンター（27,28）
愛媛生協（26,27,28）

愛媛生協、伊予

医療センター（26,27,28） 医療センター（基）

愛媛生協（26,27,28） 愛媛生協、伊予

松山市民（27）

松山市民（26,27,28）

１病院

看護協会（基）

伊予市（26,27,28） 伊予市

東温市（26,27,28） 東温市

松前町（28）

がんセンター（26,27,28）

愛媛生協（26,27,28） 愛媛生協

松山市民（28） 松山市民

薬剤師会（㉘） 薬剤師会（基）

松山赤十字（26,27,28）

看護協会（26、27、28） 看護協会

愛媛生協

松山市歯科医師会（㉖、㉗、㉘） 松山市歯科医師会（基）

松山市歯科医師会（㉖、㉗、㉘） 松山市歯科医師会（基）

歯科診療者の派遣や歯科
医療従事者に対する研修
会の開催

歯科医師不足地域への医師派遣体制の構築
⑩

⑦
救急医療に関する人材の
確保と住民に対する適正
受診の広報啓発

⑧
医療従事者の勤務環境・
相談支援体制の整備によ
る離職防止

⑨
住民に対する各種健診の
受診勧奨や病気予防に関
する情報提供

産科・産婦人科医、小児科医の処遇改善のため小児期・
周産期カウンセリング手当等の支給

介護職員の賃金の見直し

有給取得率アップへの支援

メンタルヘルス相談体制の整備

「地域医療連携フォーラム」の開催

「健康講座」「認知症カフェ」の開催

歯科衛生士修学復職支援研修（ソフト）の開催

認定看護師による地域住民への広報啓発や医療機関向
けの公開講座の開催

県民に対する在宅医療の相談窓口の設置

まちの保健室（常設型・移動型）の開催

労務相談制度の整備

看護師補助者の夜勤の増員

離職防止のためのネットワーク構築、コンサルティング、
研修会

各種健診の受診勧奨や生活習慣病予防教室等の開催

救急科新設　救急専門医師の採用

二次救急輪番群病院への医師の休日出務支援及び警
備員の確保

救急医療の円滑な運営
（愛媛大学医学部附属病院との連携）

医療従事者の勤務環境の整備及び各種規定の見直し

健診や講座等による市民の健康増進意識の高揚と実践
活動の定着

学校の保護者を対象とした適正受診の講話、広報による
検診の受診勧奨、健康教育の実施

病院イベントでの無料検診実施による普及啓発

生活習慣づくりのための「ときめき健康チャレンジ」の普及

麻酔科専門医師の増員

救急トリアージ看護師の増員

ホームページや広報誌・啓発資料等による救急医療の
適正利用に関する啓発

救急医療に関する啓発のための幼稚園・保育所の保護
者を対象とした出前講座及び乳幼児検診時等における
説明

愛大医学部へ寄付講座を開設し、急患センターへの出
務協力を得るほか、小児科医を育成

医療従事者の勤務環境の整備(看護学生等の奨学金支援)

新人看護職員への年間研修実施による離職防止体制の
整備

メンタルヘルス対策　研修会の実施

小児救急医療の適正利用の啓発を目的とした訪問活動
小児救急のガイドブック、出前講座

病院群輪番制病院や小児救急医療支援病院への補助
金交付


