
（単位：千円）

No 提案団体名 事業名 要望金額
採択
可否

査定結果

1 神戸市医師会
在宅医師支援のための
「在宅医療塾」開催

4,468 △ 0

2 神戸市医師会 訪問診療同行研修 2,183 ○

3 神戸市医師会
専門性の高い分野について
かかりつけ医師をサポートす
る事業

4,994 ○

4 灘区医師会
在宅医療に関する研修
会及び病診協議会

360 △ 0

5 中央区医師会
かかりつけ医育成のた
めの研修

400 △ 0

6 北区医師会
一般救急・精神科等地域医
療機関連携モデル事業

10,085 ○ 1,500

7 長田区医師会
在宅医療・介護サービスの
充実のために必要な事業
（認知症）

3,500 △ 0

8 垂水区医師会
行政単位・医療圏を越え
た連携事業

2,452 ○ 500

9 神戸市歯科医師会
神戸圏域における在宅
口腔機能管理推進事業

4,000

10 神戸市歯科医師会
周術期口腔機能管理に
係る医科歯科連携事業

4,000

11 東灘区歯科医師会
摂食嚥下障害を有する者に
対する食支援チームの整備
事業

1,150 △ 0

12 灘区歯科医師会
周術期口腔機能管理に
係る医科歯科連携

300 △ 0

13 中央区歯科医師会
市民向け新聞折り込み
チラシ配布事業

380 △ 0

14 中央区歯科医師会
神鋼記念病院に対する医療
従事者向けの口腔ケア講習
会

38 △ 0

15 北区歯科医師会
地域ケア会議（及びブ
ロック会議）連絡協議会

210 △ 0

16 垂水区歯科医師会
在宅歯科医療連携室機
能強化事業

274 △ 0

17 垂水区歯科医師会
診療科の偏在対策、医科歯
科連携のための事業

163 △ 0

18 須磨区歯科医師会
安心安全な在宅歯科医
療実施推進

1,292 × 0

19 神戸市民間病院協会
電子お薬手帳を活用し
た薬薬連携の推進

12,925 × 0

20 神戸市
ICTを活用した多職種間
での在宅療養患者の情
報共有の推進

11,480 × 0

64,654

平成30年度地域医療介護総合確保基金（医療分）の提案事業　査定結果

機器整備については、過去に訪問歯科診療にかかる機器
整備の補助事業を実施したところであり、改めての対応は
困難である。

　県医師会の「在宅医療充実強化推進事業」のな
かで、神戸圏域における課題解決事業として、神戸
市医師会及び各区医師会事業として、１市区あた
り、1,700千円の予算確保をしている中で実施され
たい。

※上記1,700千円とは別途配分

　県歯科医師会を通じた地域事業の中で対応され
たい。
（在宅歯科医療推進事業H30予算額：29,300千円）

要望額合計

対応等

今後、２次医療圏域規模の医療情報地域ネット
ワークの整備検討を進めていくため、薬剤情報に限
定した取組みである現計画での対応は難しい。

在宅医療にかかるICTを活用した多職種連携の在
宅医療地域ネットワーク整備事業を県医師会を通じ
実施中であり、郡市医師会等を通じ当該事業等の
活用や連携実施を検討されたい。

1,500

1,000○
　昨年度並みの予算額（1,000千円）を確保したこと
から、同経費の中で実施されたい。

資料２ 

※ 

※ 

※ 



事 務 連 絡
平 成 30 年 6 月 14 日

兵庫県神戸市
様

兵庫県健康福祉部健康局医務課長　　　

（単位：千円）

No. 提案団体名 事業名 要望金額

1 神戸市医師会
在宅医師支援のため
の「在宅医療塾」開催

4,468

2 神戸市医師会 訪問診療同行研修 2,183

3 神戸市医師会
専門性の高い分野に
ついてかかりつけ医
師をサポートする事業

4,994

4 灘区医師会
在宅医療に関する研
修会及び病診協議会

360

5 中央区医師会
かかりつけ医育成の
ための研修

400

6 北区医師会
一般救急・精神科等
地域医療機関連携モ
デル事業

10,085

7 長田区医師会
在宅医療・介護サー
ビスの充実のために
必要な事業（認知症）

3,500

8 垂水区医師会
行政単位・医療圏を
越えた連携事業

2,452

平成３０年度地域医療介護総合確保基金（医療分）の提案事業について

　みだしの件について、先にご提案のありました事業への対応状況は、以下のとおりですのでお知らせします。
　なお、下記内容は本県当初予算計上内容であり、今後、厚生労働省のヒアリング結果により不採択となることもあり
得ますので、その旨ご了知願います。

記

対応等

県医師会の「在宅医療充実強化推進事業」のなかで、
神戸圏域における課題解決事業として、神戸市、及び
各区医師会あたり1,700千円の予算確保をしている中
で、実施されたい。
また、在宅医療医師マンツーマン指導養成や在宅医
療医師への専門的サポート体制検討は、全県事業の
先進事例として、実施できることから、別途、1,500千
円の予算を確保しており、県医師会と連携し先行して
実施してほしい。＜医務課企画調整班＞

　県医師会の「在宅医療充実強化推進事業」のなか
で、神戸圏域における課題解決事業として、神戸市、
及び各区あたり、1,700千円の予算確保をしている中
で、実施されたい。
＜医務課企画調整班＞

　県医師会の「在宅医療充実強化推進事業」のなか
で、神戸圏域における課題解決事業として、神戸市、
及び各区あたり、1,700千円の予算確保をしている中
で、実施されたい。
　 なお、ｺ-ﾃﾞｨﾈｰﾀｰの設置やﾘｴｿﾞﾝﾁｰﾑへの助成、認
知症対策などは他事業との事業整理し、事業実施を
検討されたい。（全県事業の先進事例として実施でき
ることから、別途、1,500千円の予算を確保しており、
先行して実施してほしい。）
＜障害福祉課、高齢政策課、医務課企画調整班＞

　県医師会の「在宅医療充実強化推進事業」のなか
で、神戸圏域における課題解決事業として、神戸市、
及び各区あたり、1,700千円の予算確保をしている中
で、実施されたい。
＜医務課企画調整班＞

県医師会の「在宅医療充実強化推進事業」のなかで、
各郡市区医師会事業として、１郡市区あたり、1,700千
円の予算確保をしていることから、各郡市区医師会と
連携して実施を検討されたい。
また、明舞団地等医療連携事業は、全県事業の先進
事例として実施できることから、別途、500千円の予算
を確保しており、県医師会と連携し実施してほしい。
＜医務課企画調整班＞



No. 提案団体名 事業名 要望金額

9
（公社）神戸市歯科
医師会

周術期口腔機能管理
に係る医科歯科連携
事業

4,000

10
（公社）神戸市歯科
医師会

神戸圏域における在
宅口腔機能管理推進
事業

4,000

11 垂水区歯科医師会
在宅歯科医療連携室
機能強化事業

274

12 垂水区歯科医師会
診療科の偏在対策、
医科歯科連携のため
の事業

163

13 北区歯科医師会
地域ケア会議（及びブ
ロック会議）連絡協議
会

210

14 中央区歯科医師会
市民向け新聞折り込
みチラシ配布事業

380

15 中央区歯科医師会
神鋼記念病院に対す
る医療従事者向けの
口腔ケア講習会

38

16 灘区歯科医師会
周術期口腔機能管理
に係る医科歯科連携

300

17 東灘区歯科医師会
摂食嚥下障害を有す
る者に対する食支援
チームの整備事業

1,150

18 須磨区歯科医師会
安心安全な在宅歯科
医療実施推進

1,292

19
神戸市民間病院協
会

電子お薬手帳を活用
した薬薬連携の推進

12,925

20 神戸市
ICTを活用した多職種
間での在宅療養患者
の情報共有の推進

11,480

担当

兵庫県健康福祉部健康局医務課

電話：０７８-３４１-７７１１

昨年度並みの予算額（1,000千円）を確保したことか
ら、同経費の中で実施されたい。
（医務課企画調整班）

対応等

　　　（内線２７１６・３２２５）

県歯科医師会を通じた地域事業のなかで対応された
い。（在宅歯科医療推進事業H30予算額：29,300千円）
<医務課企画調整班>

県歯科医師会を通じた地域事業のなかで対応された
い。（在宅歯科医療推進事業H30予算額：29,300千円）
<医務課企画調整班>

機器整備については、過去に訪問歯科診療にかかる
機器整備の補助事業を実施したところであり、改めて
の対応は困難である。
＜医務課企画調整班＞

今後、２次医療圏域規模の医療情報地域ネットワーク
の整備検討を進めていくなか、薬剤情報に限定した取
組みであり、病院、診療所、歯科診療所、薬局等の連
携を検討していくなかで、現計画での支援は難しい。
<薬務課、医務課>

在宅医療にかかるICTを活用した多職種連携の在宅
医療地域ネットワーク整備事業を県医師会を通じ実
施中であり、郡市医師会等を通じ当該事業等の活用
や連携実施を検討されたい。
＜医務課企画調整班＞

企画調整班　　山本、江川
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