
令和４年度医師確保対策事業一覧 R４予算額
（千円）

R３予算額
（千円）

R４－R３
（千円）

139,095 138,834 261

62,605 73,130 △ 10,525

238,978 228,391 10,587

173,188 153,799 19,389

613,866 594,154 19,712

※１　事業名の後ろに（☆）がついている事業は、産科・小児科の医師確保計画のみに係る事業です。
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1 ○ △ 自治医科大学運営事業
医療に恵まれない地域において従事する医師の養成のために全都道府県が出
資して設立された「自治医科大学」の運営経費に充当する負担金。

その他 － 131,200 131,200 0
医療政策課
医療人材確保係

2 ○ △ 専門研修医派遣支援事業

医師不足地域の病院でも十分な専門研修が実施できる体制を整えるため、県
内専門研修基幹施設が実施する次の事業に要する費用の一部を助成する。
①地域医療に配慮した専門研修プログラムの作成に要した費用
②医師不足地域に所在する医療機関への指導医派遣等に要した費用
③へき地・離島等の医師不足地域の医療機関において、総合診療研修を行う
専攻医の旅費等

補助 県内各病院 4,437 4,437 0
医療政策課
医療人材確保係

3 ○ △ 地域医療研修事業補助金

将来、本県の地域医療に従事する医学生を確保するため、滋賀医科大学の医
学生や本県出身で他都道府県の大学に通う医学生、医学部進学を志望する高
校生に対し、本県の地域医療を担うモチベーションを喚起するために行う研
修会等の開催経費の一部を助成する。

補助 各団体 1,440 1,440 0
医療政策課
医療人材確保係

4 ○
滋賀県周産期医療等協議会
（☆）

妊娠、出産から新生児に至るまでの一貫した高度専門的な医療を効果的に提
供し、安心して子どもを産み育てる環境づくりの推進を図るために、周産期
医療体制などを総合的に協議を行う。

その他 － 577 619 △ 42 健康寿命推進課

5 ○
周産期保健医療連絡調整会議
（☆）

各保健所において、管内の母子保健の現状と課題、ハイリスク妊産婦新生児
訪問指導依頼状況およびサービス提供状況等の情報を収集整理し、評価を行
い、ハイリスク妊産婦・新生児援助事業の効果的・効率的実施を図るために
関係者による連絡調整会議を開催する。

その他 － 517 638 △ 121 健康寿命推進課

6 ○
地域の分娩体制ネットワーク
の充実・強化事業（☆）

安心・安全な分娩場所の確保に向け、各ブロックにおける医療提供体制を検
討し、ネットワークの充実・強化を図ることにより、県全体で周産期医療を
提供できる体制の整備を行う。

その他 － 500 500 0 健康寿命推進課

7 △ ○ △ △ 拡充
滋賀県医師キャリアサポート
センター運営事業

県内の医師の地域・診療科偏在の是正や県内医療機関の医師確保のため、医
療法に基づく地域医療確保のための拠点として位置づけられた「滋賀県医師
キャリアサポートセンター」がコントロールタワーとなり、関係者・団体等
と連携しながら、医師・医学生のキャリア形成支援、相談窓口の設置、医師
の充足状況等の調査・分析などの総合的な医師確保対策事業を実施する。

委託 滋賀医大 49,255 44,280 4,975
医療政策課
医療人材確保係

8 ○
若手医師キャリアアップ推進
事業

臨床研修医、専門研修医など若手医師の資質向上のため、専門的な研修会を
開催する。

委託 滋賀県病院協会 1,350 1,350 0
医療政策課
医療人材確保係

9 ○ 復職支援研修事業補助金

医師の離職防止やセカンドキャリア形成を図るため、県内病院が実施する次
の事業に要する費用の一部を助成する。
①産育休や介護等の理由により一定期間離職していた医師を対象とした職場
復帰に必要な研修費用
②定年前の医師や転科を希望する医師を対象としたセカンドキャリア形成支
援のための研修費用

補助 県内各医療機関 12,000 12,000 0
医療政策課
医療人材確保係

10 ○ 廃止
実践的手技向上研修実施機関
設備整備事業補助金

実践的な手術手技向上のための研修（サージカルトレーニング）を実施する
ために必要な設備整備に要する費用の一部を助成する。

補助 滋賀医大 0 15,500 △ 15,500
医療政策課
医療人材確保係

補助先、委託先
または貸付先

R４予算額
（千円）

R３予算額
（千円）

R４－R３
（千円）

備考 担当課番号

関連する柱

属性 事業名 事業概要
事業実
施手法

関連する柱
＜主たる柱ごとの集計＞

１　偏在対策

２　キャリア形成支援

３　勤務環境改善

４　確保対策

合　計
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11 ○
医療勤務環境改善支援セン
ター事業

県内医療機関における医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組を支援する
ことにより、医療従事者の離職防止、定着を促進することを目的として設置
した「滋賀県医療勤務環境改善支援センター」を運営するとともに、セン
ターの効果的な取組などについて検討するため、関係団体により構成する運
営協議会を開催する。

委託 滋賀県病院協会 7,966 7,966 0
医療政策課
医療人材確保係

12 ○ 拡充
病院勤務環境改善支援事業補
助金

県内病院において勤務する医療従事者の確保・定着を目的として、病院が実
施する勤務環境改善に資する次の事業に要する費用の一部を助成する。
①産育休や宿日直免除のための代替職員（医師・看護師等）、医師事務補助
者、看護補助者の人件費、勤務環境改善に資する研修、医療従事者確保のた
めの広告掲載のための費用
②勤務医の労働時間短縮のための取組として「勤務医の負担軽減および処遇
の改善に資する計画」に基づく総合的な取組に係る費用

補助 県内各医療機関 104,925 96,570 8,355
医療政策課
医療人材確保係

13 ○ 産科医等確保支援事業
産科医等への分娩手当の支給および非常勤医師による帝王切開を支援するこ
とにより産科医等の処遇改善を図る分娩取扱医療機関に対し、分娩手当の支
給にかかる費用の一部を助成する。

補助 県内各医療機関 10,650 8,300 2,350
医療政策課
医療人材確保係

14 ○ 救急医療普及啓発事業

受診先を検索できる「医療ネット滋賀」、保護者向けの子供の急病時の「小
児救急電話相談（#8000）」、日本小児科学会が監修するWEBサイト「こども
の救急」等について記載したクリアファイル等の啓発資材を作成し、市町を
通じて、子育て世代の保護者に配布することにより、救急医療への理解と受
診行動の適正化を図る。

その他 － 1,214 1,332 △ 118
医療政策課
医療整備係

15 ○ 小児救急医療支援事業（☆）
県内の小児救急医療体制の維持・拡充を図るため、休日・夜間に小児科医等
を確保するための費用の一部を助成する。

補助
７保健医療圏の市、行政組合
等

90,150 90,150 0
医療政策課
医療整備係

16 ○ 小児救急電話相談事業（☆）

休日・夜間における小児救急電話相談（#8000）への保護者からの電話を民間
事業者に転送し、看護師・保健師等の専門家が相談に応じることで、処置の
方法や医療機関の受診の必要性について適切なアドバイスを行う。また、相
談内容に応じて小児科医が対応できる体制をとる。

委託 民間業者 24,073 24,073 0
医療政策課
医療整備係

17 △ △ △ ○ 地域医療対策協議会
滋賀県地域医療対策協議会を開催し、医師の確保や偏在是正に必要な施策等
について協議を行う。

その他 － 1,295 1,295 0
医療政策課
医療人材確保係

18 △ ○ 医学生修学資金貸付事業
県内における医師の確保・定着を図るため、全国の大学医学部に在籍する医
学生（３年生以降）に対し、一定期間以上県内病院で診療業務に従事するこ
とを返還免除条件とする修学資金を貸与する。

貸付
本県出身の全国の医学生
（３年～）

41,400 39,600 1,800
医療政策課
医療人材確保係

19 △ ○ 医師養成奨学金貸付事業
県内における医師の確保・定着を図るため、滋賀医科大学医学部医学生のう
ち地域枠（地域医療枠・地元医療枠）の入学生に対し、一定期間以上県内病
院で診療業務に従事することを返還免除条件とする奨学金を貸与する。

貸付
本県出身の滋賀医大入学者
（１年～）

75,600 63,000 12,600
医療政策課
医療人材確保係

20 △ ○ 新規
産科医確保研修資金・研究資
金貸付事業

県内における産科医の確保・定着を図るため、産婦人科専門医の取得を目指
す専攻医および新たに滋賀県内の分娩取扱医療機関で勤務を開始する産婦人
科専門医に対し、一定期間以上県内で診療業務に従事することを返還免除条
件とする研修・研究資金を貸与する。

貸付
産婦人科専門医取得を目指す
専攻医および産婦人科専門医

7,800 0 7,800
医療政策課
医療人材確保係

21 ○
臨床研修指導医講習・情報交
換事業

臨床研修指導医の養成のための講習会と、県内臨床研修に関する情報交換会
の開催に必要な費用の一部を助成する。

補助 滋賀県病院協会 700 700 0
医療政策課
医療人材確保係

22 ○
臨床研修医・専門研修医確保
対策事業

県内外の医学生および医師を対象に、本県の医療の現状と魅力を発信・提供
し、将来本県の地域医療の担い手となる医師の確保を図るため、臨床研修病
院の見学会・合同説明会の開催費用、県内基幹施設の専門研修に関する情報
発信等の事業に必要な費用の一部を助成する。

補助 滋賀県病院協会 12,300 12,300 0
医療政策課
医療人材確保係

23 ○ １年目研修医の研修交流事業
将来、本県の地域医療の担い手となる医師の確保を図るため、臨床研修１年
目の研修医に対する研修会・交流会の実施に必要な費用の一部を助成する。

補助 滋賀県医師会 750 750 0
医療政策課
医療人材確保係

24 ○ 医師臨床研修業務
基幹型臨床研修病院の指定、研修医の募集定員の設定、臨床研修病院に対す
る実地調査等の臨床研修制度に関する事務を実施する。（初期臨床研修病院
実務担当者会議にかかる予算（48千円）を含む）

その他 － 1,835 1,787 48
医療政策課
医療整備係
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25 ○ 在宅医療人材確保・育成事業

在宅医療提供体制を確保するため、開業医や在宅医療に今後従事しようとす
る医師を対象に、多職種合同セミナーの開催や、在宅医療の同行訪問・外来
体験、国内外への派遣研修等を行い、家庭医療専門医および指導医の育成・
確保、専門性および指導力の向上を図る事業。

補助 － 7,388 7,247 141 医療福祉推進課

26 ○
産後ケア従事者研修事業
（☆）

出産直後の母親が身近な地域で安心して育児を開始し、子どもが健やかに成
長できるよう、母子への心身のケアや育児等の支援を行う産後ケア事業が求
められているため、県内の産後ケア事業を実施する助産師等の従事者が、質
の高い技術を持って母子へのケアができるように研修を実施する。

委託 － 500 500 0 健康寿命推進課

27 ○
小児救急医療地域医師等研修
事業（☆）

小児救急医療に精通する医師を講師とし、小児科以外の診療科目を主たる診
療科目とする開業医または小児科以外の病院勤務医等を対象に、小児救急医
療の専門知識を習得させるための研修を実施し、救急医療体制の補強を図
る。

委託 滋賀県医師会 450 450 0
医療政策課
医療整備係

28 ○ 小児在宅療育支援事業（☆）
医療的ケアが必要な子どもが身近な医療機関で安心して医療・ケアを受ける
ことができるよう、長期療養児を地域で診察できる医師等の増加に向けた研
修会の開催等により、県内の在宅医療体制を整備する。

委託 － 5,170 5,170 0 健康寿命推進課

29 ○
神経発達症・児童思春期に対
する医療連携等強化事業
（☆）

県内の神経発達症や児童思春期精神疾患等を含む専門医療の充実のため、専
門医の養成や対応できる地域かかりつけ医の増加、さらに、教育・行政など
の地域関係機関に従事する専門職の育成を図り、専門医療と教育・福祉・行
政の切れ目にない連携体制を構築する。

委託 － 18,000 21,000 △ 3,000 障害福祉課

合　　　計 173,188 153,799 19,389
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