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■ 地方地方地方地方の医療創生の医療創生の医療創生の医療創生（田川市立病院（田川市立病院（田川市立病院（田川市立病院））））                                                                            

【【【【ＨＨＨＨ.27..27..27..27.４４４４....１】１】１】１】    

（目（目（目（目    標）標）標）標）    

    「「「「住民が安心してくらせる住民が安心してくらせる住民が安心してくらせる住民が安心してくらせるためのためのためのための地域の環境づくり地域の環境づくり地域の環境づくり地域の環境づくり」」」」    

    

（地方創生のメニュー）（地方創生のメニュー）（地方創生のメニュー）（地方創生のメニュー）    

ＡＡＡＡ....    安定した安定した安定した安定した雇用雇用雇用雇用をををを創出創出創出創出する。する。する。する。    

ＢＢＢＢ....    新しいひとの新しいひとの新しいひとの新しいひとの流れを流れを流れを流れを地方へ地方へ地方へ地方へつくるつくるつくるつくる。。。。    

ＣＣＣＣ....    若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる。。。。    

ＤＤＤＤ....    時代に合った地域をつくり、時代に合った地域をつくり、時代に合った地域をつくり、時代に合った地域をつくり、    

安心なくらしを守り、安心なくらしを守り、安心なくらしを守り、安心なくらしを守り、    

            地域と地域を連携する。地域と地域を連携する。地域と地域を連携する。地域と地域を連携する。    

                            

（実施計画）（実施計画）（実施計画）（実施計画）    

（１）（１）（１）（１）    地域内における医療の完結化を進める地域内における医療の完結化を進める地域内における医療の完結化を進める地域内における医療の完結化を進める    

この地域の医療の現状は、この地域の医療の現状は、この地域の医療の現状は、この地域の医療の現状は、4444 大疾患の死亡率において県内で最大疾患の死亡率において県内で最大疾患の死亡率において県内で最大疾患の死亡率において県内で最

もももも悪く悪く悪く悪く医療の完結率においても２／３に留まっており、地域外へ医療の完結率においても２／３に留まっており、地域外へ医療の完結率においても２／３に留まっており、地域外へ医療の完結率においても２／３に留まっており、地域外へ

のののの患患患患    

    

者の者の者の者の流出率が極めて高い状況にある。その主な要因は、二次医療流出率が極めて高い状況にある。その主な要因は、二次医療流出率が極めて高い状況にある。その主な要因は、二次医療流出率が極めて高い状況にある。その主な要因は、二次医療

を担う医療機関に医師が不足しており、すべての診療科が設置でを担う医療機関に医師が不足しており、すべての診療科が設置でを担う医療機関に医師が不足しており、すべての診療科が設置でを担う医療機関に医師が不足しており、すべての診療科が設置で

きてきてきてきて    

なくなくなくなく、、、、また、高度・また、高度・また、高度・また、高度・救急医療や専門医療が充分に実施されていな救急医療や専門医療が充分に実施されていな救急医療や専門医療が充分に実施されていな救急医療や専門医療が充分に実施されていな

いことによる。いことによる。いことによる。いことによる。    

    このため、医療圏内での完結率を向上させるためには、少ない医このため、医療圏内での完結率を向上させるためには、少ない医このため、医療圏内での完結率を向上させるためには、少ない医このため、医療圏内での完結率を向上させるためには、少ない医

療資源をいかに効率よく活用するかが療資源をいかに効率よく活用するかが療資源をいかに効率よく活用するかが療資源をいかに効率よく活用するかが大切である大切である大切である大切である。そこで、田川。そこで、田川。そこで、田川。そこで、田川

地域の医療機関が連携することを目的に、医療機関ネットワーク地域の医療機関が連携することを目的に、医療機関ネットワーク地域の医療機関が連携することを目的に、医療機関ネットワーク地域の医療機関が連携することを目的に、医療機関ネットワーク
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化化化化協議会を設置する。協議会を設置する。協議会を設置する。協議会を設置する。その中で重要な取り組みはその中で重要な取り組みはその中で重要な取り組みはその中で重要な取り組みは、主要な二次、主要な二次、主要な二次、主要な二次医医医医

療機関の間及び二次医療機関と療機関の間及び二次医療機関と療機関の間及び二次医療機関と療機関の間及び二次医療機関と一次の診療所との一次の診療所との一次の診療所との一次の診療所との間でＩＴを活用間でＩＴを活用間でＩＴを活用間でＩＴを活用

した診療情報を共有化することで、患者の紹介や逆紹介、共同診した診療情報を共有化することで、患者の紹介や逆紹介、共同診した診療情報を共有化することで、患者の紹介や逆紹介、共同診した診療情報を共有化することで、患者の紹介や逆紹介、共同診

療などにより患者の負担の軽減や効果的で無駄のない医療が提供療などにより患者の負担の軽減や効果的で無駄のない医療が提供療などにより患者の負担の軽減や効果的で無駄のない医療が提供療などにより患者の負担の軽減や効果的で無駄のない医療が提供

できる。このことが地域完結率の改善に多いに貢献することに繋できる。このことが地域完結率の改善に多いに貢献することに繋できる。このことが地域完結率の改善に多いに貢献することに繋できる。このことが地域完結率の改善に多いに貢献することに繋

がる。こうした取り組みが医療の質を向上し、がる。こうした取り組みが医療の質を向上し、がる。こうした取り組みが医療の質を向上し、がる。こうした取り組みが医療の質を向上し、ひいては医療の充ひいては医療の充ひいては医療の充ひいては医療の充

足した安心してくらせるまちづくりの重要な基盤をつくることに足した安心してくらせるまちづくりの重要な基盤をつくることに足した安心してくらせるまちづくりの重要な基盤をつくることに足した安心してくらせるまちづくりの重要な基盤をつくることに

なる。なる。なる。なる。    

    

□ ICTICTICTICT を活用した地域医療ネットワーク基盤の整備を活用した地域医療ネットワーク基盤の整備を活用した地域医療ネットワーク基盤の整備を活用した地域医療ネットワーク基盤の整備    ・・・・・・・・    ※※※※７７７７    

    

（（（（２）２）２）２）地方で不足する急性期医療地方で不足する急性期医療地方で不足する急性期医療地方で不足する急性期医療の整備の整備の整備の整備を図るを図るを図るを図る    

         地方で一般的に不足している医療地方で一般的に不足している医療地方で一般的に不足している医療地方で一般的に不足している医療はははは、一つは急性期医療、一つは急性期医療、一つは急性期医療、一つは急性期医療で主にで主にで主にで主に    

        がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病などで、もう一つは周産期・などで、もう一つは周産期・などで、もう一つは周産期・などで、もう一つは周産期・    

小児・救急医療である。小児・救急医療である。小児・救急医療である。小児・救急医療である。これを実施するためには以下の人材の確これを実施するためには以下の人材の確これを実施するためには以下の人材の確これを実施するためには以下の人材の確    

保や医療機器の整備が必要である。保や医療機器の整備が必要である。保や医療機器の整備が必要である。保や医療機器の整備が必要である。    

    

    ＡＡＡＡ....医師の確保医師の確保医師の確保医師の確保    

        ・医師派遣のための・医師派遣のための・医師派遣のための・医師派遣のための基金の設置基金の設置基金の設置基金の設置            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        ※１※１※１※１            

        ・医師寮の設置・医師寮の設置・医師寮の設置・医師寮の設置                                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        ※２※２※２※２    

    ＢＢＢＢ....看護師の確保看護師の確保看護師の確保看護師の確保    

        ・看護師寮、宿舎の確保・看護師寮、宿舎の確保・看護師寮、宿舎の確保・看護師寮、宿舎の確保                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        ※３※３※３※３    

        ・院内保育所の設置・院内保育所の設置・院内保育所の設置・院内保育所の設置                                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        ※４※４※４※４    

        ・看護学生の支援（奨学資金制度など）・看護学生の支援（奨学資金制度など）・看護学生の支援（奨学資金制度など）・看護学生の支援（奨学資金制度など）        ・・・・・・・・・・・・・・・・        ※５※５※５※５    

C.C.C.C.医療機器医療機器医療機器医療機器等等等等の整備の整備の整備の整備                                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                ※６※６※６※６    

        ・・・・がん専門医療の機器整備がん専門医療の機器整備がん専門医療の機器整備がん専門医療の機器整備                        

        ・循環器センターの整備・循環器センターの整備・循環器センターの整備・循環器センターの整備    

        ・その他の高度・専門医療の整備・その他の高度・専門医療の整備・その他の高度・専門医療の整備・その他の高度・専門医療の整備    
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■ 医師確保対策医師確保対策医師確保対策医師確保対策 

※１※１※１※１....医師確保基金の設置医師確保基金の設置医師確保基金の設置医師確保基金の設置        

平成平成平成平成 22222222 年度～年度～年度～年度～27272727 年度（年度（年度（年度（6666 年間）国の事業である「地域医療再生計画」にお年間）国の事業である「地域医療再生計画」にお年間）国の事業である「地域医療再生計画」にお年間）国の事業である「地域医療再生計画」にお    

                    いて、地方の医師不足である中核病院へ基金（県に設置）を利用して医師派遣いて、地方の医師不足である中核病院へ基金（県に設置）を利用して医師派遣いて、地方の医師不足である中核病院へ基金（県に設置）を利用して医師派遣いて、地方の医師不足である中核病院へ基金（県に設置）を利用して医師派遣

を行っている。この国の事業継続が困難な場合は、新たな基金を田川市に設置を行っている。この国の事業継続が困難な場合は、新たな基金を田川市に設置を行っている。この国の事業継続が困難な場合は、新たな基金を田川市に設置を行っている。この国の事業継続が困難な場合は、新たな基金を田川市に設置

してしてしてして    

                    事業を続行することが地域医療を維持するために必要不可欠である。事業を続行することが地域医療を維持するために必要不可欠である。事業を続行することが地域医療を維持するために必要不可欠である。事業を続行することが地域医療を維持するために必要不可欠である。    

    

【地域医療再生計画】（現在の計画）【地域医療再生計画】（現在の計画）【地域医療再生計画】（現在の計画）【地域医療再生計画】（現在の計画）    

        ・期・期・期・期    間間間間    ：：：：    平成平成平成平成 22222222 年度～年度～年度～年度～27272727 年度年度年度年度    （（（（6666 年間）年間）年間）年間）    

        ・診療科および医師数・診療科および医師数・診療科および医師数・診療科および医師数    

                ・産婦人科・産婦人科・産婦人科・産婦人科                    2222 名（名（名（名（5555 名）名）名）名）            ※（ ）内は実派遣人数 

                ・小児科・小児科・小児科・小児科                        2222 名（名（名（名（3333 名）名）名）名）    

                ・消化器内科・消化器内科・消化器内科・消化器内科                2222 名（名（名（名（3333 名）名）名）名）    

    

【地方医療創生基金】（仮称）【地方医療創生基金】（仮称）【地方医療創生基金】（仮称）【地方医療創生基金】（仮称）    

・・・・設置主体設置主体設置主体設置主体    ：：：：    田川市（県へ事業面での支援を要請）田川市（県へ事業面での支援を要請）田川市（県へ事業面での支援を要請）田川市（県へ事業面での支援を要請）    

・・・・基金額基金額基金額基金額        ：：：：    2222 億円億円億円億円    

・・・・運運運運    用用用用        ：：：：    適用は、適用は、適用は、適用は、地域医療再生計画の継続分地域医療再生計画の継続分地域医療再生計画の継続分地域医療再生計画の継続分およびおよびおよびおよび    

不足する不足する不足する不足する診療科診療科診療科診療科分分分分（現在、常勤医が不在）（現在、常勤医が不在）（現在、常勤医が不在）（現在、常勤医が不在）とする。とする。とする。とする。    

                    ・条・条・条・条    例例例例        ：：：：    基金条例の設置（平成基金条例の設置（平成基金条例の設置（平成基金条例の設置（平成 28282828 年年年年 3333 月）月）月）月）    

・・・・提供額提供額提供額提供額            ：：：：        

                    （診療科）（診療科）（診療科）（診療科）                （（（（提供額／年）提供額／年）提供額／年）提供額／年）                    （人数）（人数）（人数）（人数）                        

                ※産婦人科※産婦人科※産婦人科※産婦人科                        3000300030003000 万円万円万円万円                            2222 名名名名    

                ※小児科※小児科※小児科※小児科                            3000300030003000 万円万円万円万円                            2222 名名名名    

                ※消化器内科※消化器内科※消化器内科※消化器内科                    2500250025002500 万円万円万円万円                            2222 名名名名    

                        （以上地域医療再生計画継続分）（以上地域医療再生計画継続分）（以上地域医療再生計画継続分）（以上地域医療再生計画継続分）    

                    脳外科脳外科脳外科脳外科                            3333000000000000 万円万円万円万円                            3333 名名名名    

                    脳血管内科脳血管内科脳血管内科脳血管内科                    3333000000000000 万円万円万円万円                            3333 名名名名    

                    眼科眼科眼科眼科                                2222000000000000 万円万円万円万円                            2222 名名名名                                

                    耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科                    2222000000000000 万円万円万円万円                            2222 名名名名                            

    その他の科その他の科その他の科その他の科        

・実施時期・実施時期・実施時期・実施時期    ：：：：    

        平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度        ：：：：    田川市・県・大学などとの協議、運用・田川市・県・大学などとの協議、運用・田川市・県・大学などとの協議、運用・田川市・県・大学などとの協議、運用・    

規約などの作成規約などの作成規約などの作成規約などの作成    

                平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度        ：：：：    運用開始運用開始運用開始運用開始    
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※２．宿舎※２．宿舎※２．宿舎※２．宿舎（医師（医師（医師（医師用用用用）の確保）の確保）の確保）の確保    

・・・・医師寮医師寮医師寮医師寮の建設の建設の建設の建設    

        都市部から医師を招聘するためには、病院の近くで安価な宿舎が必須都市部から医師を招聘するためには、病院の近くで安価な宿舎が必須都市部から医師を招聘するためには、病院の近くで安価な宿舎が必須都市部から医師を招聘するためには、病院の近くで安価な宿舎が必須    

        条件となる。現在の寮は満室の状態で早急な対応が必要である。条件となる。現在の寮は満室の状態で早急な対応が必要である。条件となる。現在の寮は満室の状態で早急な対応が必要である。条件となる。現在の寮は満室の状態で早急な対応が必要である。    

（新）医師寮の建設（新）医師寮の建設（新）医師寮の建設（新）医師寮の建設    

□ 場場場場    所：所：所：所：    市立病院敷地内市立病院敷地内市立病院敷地内市立病院敷地内            

□ 部屋数：部屋数：部屋数：部屋数：    16161616 室（室（室（室（1111 室室室室 32323232 ㎡）㎡）㎡）㎡）    

□ 建設費建設費建設費建設費：：：：    183,846183,846183,846183,846 千円千円千円千円（単価：（単価：（単価：（単価：316316316316 千円／㎡）千円／㎡）千円／㎡）千円／㎡）    

□ 構構構構    造：造：造：造：    ＲＣ造ＲＣ造ＲＣ造ＲＣ造    4444 階（隣に同規模で増築が可能）階（隣に同規模で増築が可能）階（隣に同規模で増築が可能）階（隣に同規模で増築が可能）                

□ 工工工工    期：期：期：期：    約約約約 7777 ケ月間ケ月間ケ月間ケ月間    

■ 看護師確保対策看護師確保対策看護師確保対策看護師確保対策    

※３※３※３※３．看護師宿舎の確保．看護師宿舎の確保．看護師宿舎の確保．看護師宿舎の確保    

    ・・・・内内内内    容容容容：：：：    看護師確保において、地域外からの人材の確保について看護師確保において、地域外からの人材の確保について看護師確保において、地域外からの人材の確保について看護師確保において、地域外からの人材の確保についての対策との対策との対策との対策と    

                                して寮または宿舎が必要である。資金面でのことも考慮して当面して寮または宿舎が必要である。資金面でのことも考慮して当面して寮または宿舎が必要である。資金面でのことも考慮して当面して寮または宿舎が必要である。資金面でのことも考慮して当面    

は民間のアパートを集中して借り上げるなどの検討を行う。は民間のアパートを集中して借り上げるなどの検討を行う。は民間のアパートを集中して借り上げるなどの検討を行う。は民間のアパートを集中して借り上げるなどの検討を行う。    

                                

※４※４※４※４．．．．院内２４時間院内２４時間院内２４時間院内２４時間保育の保育の保育の保育の実施実施実施実施    

        １．事業の概要１．事業の概要１．事業の概要１．事業の概要    

                            認可型「事業所内保育所」を設置する。病院職員の勤務環境改善と認可型「事業所内保育所」を設置する。病院職員の勤務環境改善と認可型「事業所内保育所」を設置する。病院職員の勤務環境改善と認可型「事業所内保育所」を設置する。病院職員の勤務環境改善と

新たな医療従事者（特に、医師・看護師など）の確保のため、職員新たな医療従事者（特に、医師・看護師など）の確保のため、職員新たな医療従事者（特に、医師・看護師など）の確保のため、職員新たな医療従事者（特に、医師・看護師など）の確保のため、職員

の勤務時間に対応した２４時間（３６５日）の院内保育所とする。の勤務時間に対応した２４時間（３６５日）の院内保育所とする。の勤務時間に対応した２４時間（３６５日）の院内保育所とする。の勤務時間に対応した２４時間（３６５日）の院内保育所とする。    

また、安心感や英語・音楽教育などで質の高い保育を行い、また、安心感や英語・音楽教育などで質の高い保育を行い、また、安心感や英語・音楽教育などで質の高い保育を行い、また、安心感や英語・音楽教育などで質の高い保育を行い、「選ば「選ば「選ば「選ば

れる職場」としての魅力向上を図る。れる職場」としての魅力向上を図る。れる職場」としての魅力向上を図る。れる職場」としての魅力向上を図る。    

        ２．施設形態２．施設形態２．施設形態２．施設形態    

                １）敷地面積１）敷地面積１）敷地面積１）敷地面積                約３００㎡（病院敷地内）約３００㎡（病院敷地内）約３００㎡（病院敷地内）約３００㎡（病院敷地内）    

                ２）建物敷地面積２）建物敷地面積２）建物敷地面積２）建物敷地面積        約１３０㎡（専用トイレなど含む）約１３０㎡（専用トイレなど含む）約１３０㎡（専用トイレなど含む）約１３０㎡（専用トイレなど含む）    

                ３）構造３）構造３）構造３）構造                        木造木造木造木造    

        ３．運営内容３．運営内容３．運営内容３．運営内容        

                            １）運営形態１）運営形態１）運営形態１）運営形態                外部委託外部委託外部委託外部委託    

２）開所時間２）開所時間２）開所時間２）開所時間                ２４時間（３６５日）２４時間（３６５日）２４時間（３６５日）２４時間（３６５日）    

                            ３）定員３）定員３）定員３）定員                        20202020 名名名名    

                            ４）対象児４）対象児４）対象児４）対象児                    病院職員用（枠）＋地域（枠）病院職員用（枠）＋地域（枠）病院職員用（枠）＋地域（枠）病院職員用（枠）＋地域（枠）    

                            ５）対象年齢５）対象年齢５）対象年齢５）対象年齢                ０～２歳（５歳まで検討）０～２歳（５歳まで検討）０～２歳（５歳まで検討）０～２歳（５歳まで検討）    

                            ６）事業形態６）事業形態６）事業形態６）事業形態                地域型保育事業（事業所内保育）地域型保育事業（事業所内保育）地域型保育事業（事業所内保育）地域型保育事業（事業所内保育）    

                            ７）保育料７）保育料７）保育料７）保育料                    基準あり基準あり基準あり基準あり    
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                    ４．事業費用４．事業費用４．事業費用４．事業費用    

                            １）建築費１）建築費１）建築費１）建築費                    34,500 34,500 34,500 34,500 千円千円千円千円    （備品購入費：（備品購入費：（備品購入費：（備品購入費：5,0005,0005,0005,000 千円）千円）千円）千円）    

                                                                （単価：（単価：（単価：（単価：265265265265 千円／㎡）千円／㎡）千円／㎡）千円／㎡）    

                                                                        ※※※※    助成金あり助成金あり助成金あり助成金あり    

                            ２）運営費２）運営費２）運営費２）運営費                    39,500 39,500 39,500 39,500 千円（年間）千円（年間）千円（年間）千円（年間）    

                            ※※※※    助成金あり（他に交付税措置？）助成金あり（他に交付税措置？）助成金あり（他に交付税措置？）助成金あり（他に交付税措置？）    

    

※５．奨学金制度（看護学生）※５．奨学金制度（看護学生）※５．奨学金制度（看護学生）※５．奨学金制度（看護学生）    

・目・目・目・目        的：的：的：的：        都市部への人材流出対策及び看護師の確保を目的とする。都市部への人材流出対策及び看護師の確保を目的とする。都市部への人材流出対策及び看護師の確保を目的とする。都市部への人材流出対策及び看護師の確保を目的とする。    

                    ・制・制・制・制        度：度：度：度：        田川市在住で田川市在住で田川市在住で田川市在住で市内・市外の大学で修学市内・市外の大学で修学市内・市外の大学で修学市内・市外の大学で修学、、、、または田川市外住民でまたは田川市外住民でまたは田川市外住民でまたは田川市外住民で

市内の大学で修学し市内の大学で修学し市内の大学で修学し市内の大学で修学し看護師免許看護師免許看護師免許看護師免許を取得予定を取得予定を取得予定を取得予定のののの者に、就学期間中者に、就学期間中者に、就学期間中者に、就学期間中

を対象に資金を貸与するを対象に資金を貸与するを対象に資金を貸与するを対象に資金を貸与する。。。。    

                    ・貸与金額：・貸与金額：・貸与金額：・貸与金額：    月額月額月額月額 5555 万円（最大万円（最大万円（最大万円（最大 5555 年）年）年）年）    

                    ・定員数・定員数・定員数・定員数    ：：：：    5555 名程度名程度名程度名程度    

                    ・事業主体：・事業主体：・事業主体：・事業主体：    田川市田川市田川市田川市    

                    ・償還免除：・償還免除：・償還免除：・償還免除：    免許取得後、市立病院において看護師として免許取得後、市立病院において看護師として免許取得後、市立病院において看護師として免許取得後、市立病院において看護師として 6666 年間勤務すれば年間勤務すれば年間勤務すれば年間勤務すれば    

                                                償還を免除する。償還を免除する。償還を免除する。償還を免除する。    

    

※６．※６．※６．※６．医療機器の整備医療機器の整備医療機器の整備医療機器の整備    

        ・高度、救急、専門医療を実施していくために必要な医療機器を整備していく・高度、救急、専門医療を実施していくために必要な医療機器を整備していく・高度、救急、専門医療を実施していくために必要な医療機器を整備していく・高度、救急、専門医療を実施していくために必要な医療機器を整備していく    

こととする。このため、資金面においては病院医療機器等整備計画に基づきこととする。このため、資金面においては病院医療機器等整備計画に基づきこととする。このため、資金面においては病院医療機器等整備計画に基づきこととする。このため、資金面においては病院医療機器等整備計画に基づき    

            企業企業企業企業債（特に過疎債）を活用する。債（特に過疎債）を活用する。債（特に過疎債）を活用する。債（特に過疎債）を活用する。    
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※７※７※７※７     ICT を活用した地域医療ネットワーク基盤の整備 

 

１. 事業の概要 ：  医療資源の有効活用を図り、田川医療圏内での医療の完結化を目標に、 

医療情報のネットワークシステムの構築を図る。 

  中核病院・情報提供施設と一次の医療機関（医師会）が患者情報を共有 

化し、紹介・連携などで情報交換を効果的に行うことができ、患者の利便性 

や医療の質の向上が可能となる。 

２. 実施方法  ： 

１）拠点病院や公立病院などが連携する医療情報ネットワークシステムを構築。 

２）カルテの電子化が未実施の医療機関へ電子カルテの導入とネットワークシス

テムへの参加を図る。                                                                   

３）ネットワーク化に賛同している一次の医療機関（医師会）へ電子カルテの導入

とネットワークシステムへの参加を図る。 

 

３．事業費用   ： 

■導入初年度   

  1）  ネットワークの構築費用 130,000 千円 （調査費用 2,000 千円を含む） 

  2） 診療所のＩＣＴ化費用  49,800 千円 （4,980 千円×10 施設） 

  3） 人件費（担当者 2 名分）  10,000 千円 （5,000 千円×２名） 

■年間費用   

  1） 診療所のＩＣＴ化費用 199,200 千円 （4,980 千円×40 施設） 

  2)   事業運営費用（27 年度）   42,000 千円 （50 施設分の連携費用を含む） 

  3） 人件費（担当者 2 名分）  10,000 千円 （5,000 千円×２名） 

    

    


