
　　 ４，０４７ 億 ６，８００ 万円

３，９６４ 億 ５００ 万円

（単位  千円）

1

(1)救急医療情報システム整備・運営事業 538,678 558,889

　消防機関が円滑に救急搬送を行えるよう、救急病院の

空床情報等を２４時間着実に収集・提供するシステムを

整備・運営するとともに、インターネットを通じて府民

に医療機関情報を提供

　・入力が容易なタッチパネル式への変更、空床情報の

　　精度管理、投網方式の導入

　・３次救急医療機関の相互調整を行うネットワーク

　　コーディネーターの設置　

(2)救急医療適正利用支援事業 8,320 0

　軽症患者を適切な医療機関へ誘導するため、救急医療

の理解を深める広報・啓発を実施するとともに、市町村

や医療機関と連携を図り、適正受診の啓発チラシ等を作

成

(3)二次救急医療体制拡充事業 6,293 0

　二次医療圏域において、救急の搬送患者が適切に受

け入れられるよう、受入れ病院の拡充や輪番制など地

域の実情に応じた効果的な救急医療体制を整備するた

め圏域ごとに関係機関による検討会等を設置

　・二次救急医療体制拡充対策検討会

　・告示病院制度説明会

１９年度２０年度

健 康 福 祉 部

平 成 ２ ０ 年 度

平 成 １ ９ 年 度

　救急医療体制の充実

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名
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(4)救急医療体制拡充先導事業 29,964 0

　専門性や難易度が高い疾病（脳卒中、心筋梗塞、吐下

血）のため、夜間・休日の救急対応が困難な患者につい

て、二次医療圏域の救急受入体制が確保できるよう、医

師の配置に要する経費を補助

　また、暴言・暴力をふるう患者等による救急医療への

影響、対応方策に関する実態を調査

　・補助対象圏域数：１圏域

　・配置医師数：脳卒中2名、心筋梗塞2名、吐下血1名

(5)救命救急センター運営費補助金 4,184,902 4,375,384

①　救命救急センターに対する運営費補助 387,024 471,509

　　・国立と公立を除く５か所

　　　関西医科大学附属滝井病院

　　　近畿大学医学部附属病院・大阪府済生会千里病院

　　　大阪府三島救命救急センター・大阪赤十字病院

②　府立泉州救命救急センターの運営委託 1,888,006 1,899,275

　　　・委託先：泉佐野市

　　　・病床数：３０床（ＩＣＵ８床、一般２２床）

③　府立中河内救命救急センターの運営委託 1,909,872 2,004,600

　　　・委託先：財団法人大阪府保健医療財団

　　　・病床数：３０床（ＩＣＵ８床、一般２２床）

(6)ドクターヘリ運営事業 178,760 95,000

　救命率の向上を図るため、救急医療機器を装備し

医師・看護師が搭乗した専用ヘリコプターを基地病院

に配備

　・ドクターヘリの運航委託、運航調整委員会の開催等

　・基地病院：大阪大学医学部附属病院

１９年度２０年度事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名
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2 　周産期緊急医療体制の充実

(1)周産期医療体制確保・充実モデル事業 34,667 0

　周産期医療において医師不足が顕著なため、大阪府

立母子保健総合医療センター及び大阪市立総合医療セ

ンターで産婦人科医師等を確保し、地域で必要とする

公立病院に対して派遣

　・派遣医師数：産婦人科医２名、小児科医２名

(2)市町村広域母子医療センター整備促進事業 75,360 0

　複数の市町村の合意に基づき、ハイリスク分娩まで

対応できる広域的周産期医療体制を整備する地域の公

立病院に対して補助

　・整備補助対象：新生児集中治療管理室（NICU）

　　　　　　　　　母体・胎児集中治療管理室（MFICU）

　・対象病院：市立泉佐野病院、泉大津市立病院

(3)周産期緊急医療体制ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置事業 37,139 0

　緊急搬送が必要なハイリスク妊産婦の搬送先調整を

担う専任医師をコーディネーターとして、大阪府立母

子保健総合医療センターに配置

(4)母子医療施設整備事業 56,469 41,501

　周産期緊急医療体制の充実を図るため、新生児集中

治療管理室（NICU）や母体・胎児集中治療管理室(MFICU)

の増床を図るとともに、それらの施設及び設備等を整備

する民間医療機関に対して補助

２０年度 １９年度事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名
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3 　小児救急医療体制の充実

(1)小児救急広域連携促進事業 97,006 83,306

　夜間の初期救急医療体制を共同して確保し、運営する

市町村に対して補助

　・  設備補助（１か所）

　・  運営費補助（７か所）

(2)   小児救急電話相談事業 39,585 41,640

  夜間における子どもの急病等に関する相談に応じるた

め、小児科医の支援体制のもと、看護師による電話相談

を実施

4 　精神科救急医療体制の充実 264,135 290,629

機関の確保など精神科救急医療体制を整備

5 　緊急歯科診療体制の充実 18,000 18,000

　緊急歯科診療の充実を図るため、休日及び夜間におけ

る歯科診療体制の整備に要する経費を補助

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名 ２０年度

休日、夜間において精神科疾患の急発または急変に

対応するため、緊急措置診療の実施や応急入院指定医療

１９年度
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6 　府民の健康危機管理への対応

(1)新型インフルエンザ対策事業 36,219 858,543

　新型インフルエンザの発生に備え、抗インフルエンザ

ウイルス薬、防護服の備蓄、府民啓発等を実施

　・備蓄量：タミフル　７２万人分

　　　　　　防護服　　　５千人分

(2)ＮＢＣ災害・テロ対策設備整備事業 37,607 41,115

　災害時の医療体制の強化を図るため、災害拠点病院に

ＮＢＣ(核、生物毒、化学)災害対策機器を整備

(3)救命都市おおさか戦略事業

　院外心肺機能停止患者の救命率・社会復帰率の向上を 31,007 53,933

図るため、ＡＥＤの普及・啓発や蘇生法講習会を開催す

るとともに、民間社会福祉施設へのＡＥＤの設置を促進

7 　障がい者自立支援の充実

(1)障がい者福祉作業所運営事業 474,000 518,500

　在宅の障がい者が通所する福祉作業所に運営費を助

成する市町村に対して補助

　・対象施設数：１６４箇所

(2)障がい者小規模通所授産施設運営事業 1,167,950 1,184,650

　小規模通所授産施設の運営基盤の安定化、及び利用

者処遇の向上のため、運営費を助成する市町村に対し

て補助

　・施設数：１５６箇所

２０年度 １９年度事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名
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(3)地域生活支援事業市町村推進事業 104,000 66,000

　地域生活支援事業における移動支援(ガイドヘルパー)

事業及び日常生活用具給付等事業の利用者負担について

低所得者への負担軽減措置を講じている市町村に対して

補助

(4)障がい児療育支援等事業 251,576 200,439

　発達障がい児の療育拠点の体制整備事業や、障がい

児とその保護者に対する療育事業等により、地域にお

ける生活を総合的に支援

　・障がい児療育等支援事業

　・視覚障がい幼児療育指導事業

　・発達障がい児(者)支援事業

(5)障がい児（者）歯科診療事業 34,434 34,689

　一般の歯科診療所では治療困難な障がい児（者）の歯

科診療体制を確保するため、障がい者歯科診療センター

の運営を府歯科医師会に委託。また、障がい者歯科診療

を行う府内７箇所の診療所等に対して補助

(6)人工呼吸器用自家発電機給付事業 3,443 0

　災害等の緊急時に備えて、在宅で人工呼吸器を装着

している重度の身体障がい者に対して、人工呼吸器用

の自家発電機を給付する市町村に対して補助

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名 ２０年度 １９年度
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8 　障がい者の地域移行支援

(1)障がい者グループホーム等機能強化支援事業 200,693 228,738

　障害者グループホームにおける日中活動を支援する

ため、日中活動支援のための非常勤職員を配置する事

業者に対して補助

(2)地域移行支援センター事業 269,100 197,800

　施設を退所した障害者等の地域における自立を支援す

るため、地域移行支援センターを設置し、グループホー

ムの立ち上げや日中活動の場の調整等を行う社会福祉法

人等に対して補助

(3)重度障がい者等住宅改造助成事業 66,627 100,000

　重度障がい者等が、地域で自立し安心して生活ができ

るよう、住宅のバリアフリー化等に要する費用を助成す

る市町村に補助

9

(1)施設退所児童への自立支援事業 5,815 0

　児童養護施設等を退所した児童の自立を支援するため

日常生活や仕事に関する相談ができる場を設置（平成

２０年度モデル実施、大阪市・堺市との共同事業）

　・場　　所：大阪市社会福祉センター内

　・支援内容：ソーシャル・スキル・トレーニング、

　　　　　　　各種相談、集いの場提供　　等

　子育て支援

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名 ２０年度 １９年度
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(2)里親委託推進事業 17,607 3,387

　増加する被虐待児等の保護を要する児童に対し、

家庭的な環境のもとで養育を行うことができる「里親

制度」の普及と、養育里親への委託促進を図るため、

効果的な広報・啓発を行うとともに、施設入所児童を

対象とした「週末里親」の実施など、里親委託を推進

　・里親シンポジウムの開催

　・研修事業の実施

　・里親による相互交流事業の実施　　等

(3)すこやか家族再生プロジェクト 27,905 24,000

①　すこやか家族再生事業

　児童虐待を行った保護者及び被虐待児・非行児等への

ケアを充実させるため、専門的支援プログラムを開発・

活用し、虐待・非行等からの早期立ち直り、再発防止を

支援

②　施設入所児童キャリアデザイン支援事業

　児童養護施設入所児童が職場実習の機会や就職先を

安定的に確保できるよう、企業やＮＰＯ等を巻き込んだ

自立支援のための連携システムを構築

(4)放課後児童健全育成事業 1,351,608 897,195

　保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生児童

（おもに低学年）の健全育成を図るため、遊びや生活

の場を提供する放課後児童健全育成事業を実施する市

町村に対して補助

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名 ２０年度 １９年度
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10 　がん対策の推進 31,888 38,795

検診手法や質の高い検診の導入を促進

　・がん対策推進計画の策定

　・がん検診受診率の向上

　・肝疾患診療体制の整備

　・緩和ケアの推進

11

(1)肝炎ウイルス検査事業 273,702 0

　過去に肝炎ウイルス検査を受診したことがない方で、

原則２０歳以上４０歳未満の府民の方に対して、府が

指定する医療機関で無料の肝炎ウイルス検査を実施

　・対象医療機関数：約４，７００医療機関

　・別途、府保健所においても無料の肝炎ウイルス

　　検査を実施

(2)肝炎医療費援助事業 2,702,441 0

　国内最大の感染症であるウイルス性肝炎について、

肝がんへの進行予防、肝炎治療の効果的推進を図るため

「インターフェロン治療」を必要とするＢ型・Ｃ型肝炎

患者に対して治療費を助成

　・対象者数：約１万人

　・内　　容：患者世帯の所得に応じて、保険診療の

　　　　　　　自己負担額が、月額１～５万円になる

　　　　　　　ように助成

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名 ２０年度 １９年度

がん死亡率「ワースト１」を返上するため、がん検診

受診率の向上を図り、市町村における効率的・効果的な

　肝炎対策の推進
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12   医療費の公費負担助成

(1)　老人医療費公費負担事業 61,908,485 57,709,514

(2)　重度障がい者（児）医療費公費負担事業 6,866,282 7,027,542

(3)　ひとり親家庭医療費公費負担事業 3,479,733 3,473,619

(4)　乳幼児医療費助成事業（食事療養費含む） 3,966,556 4,069,213

13 「アクティブシニアがあふれる大阪」構想事業 2,470 15,000

　団塊世代等のシニアの生きがい実現と地域社会の活力

の向上を目指すため、シニア人材の発掘、育成、活躍の

場の提供に関する事業を実施

　・シニアスタンバイ支援事業（ＮＰＯの活動支援等）

　　の実施

　・府立大学連携セミナーの実施

　・アクティブシニアセンター実行委員会の実施

14 　地方独立行政法人大阪府立病院機構運営費負担金･貸付金 15,853,518 16,638,231

(1)運営費負担金 13,633,483 14,054,890

　① 保健衛生行政事務に要する経費に係る負担金

　② 高度・特殊な医療に要する経費に係る負担金

(2)建設改良資金貸付金 2,220,035 2,583,341

　施設増改築、医療機器等資産購入に要する資金を貸付

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名 ２０年度 １９年度
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15 　社会福祉施設等の整備

(1)老人福祉施設等整備費補助金 3,261,780

①特別養護老人ホーム

　　創　　設　　⑳３か所　 （⑲１か所）

　　改　　築　　⑳３か所　 （⑲２か所）

②軽費老人ホーム（ケアハウス）

　　改　　築　　⑳１か所　 （⑲４か所）

③介護老人保健施設

　　創　　設　　⑳０か所　 （⑲２か所）

④養護老人ホーム

　　改　　築　　⑳２か所　 （⑲５か所）

⑤大規模修繕　　

(2)障がい者福祉施設整備費補助金 488,000 393,336

①障がい者施設

　　創　　設 ⑳４か所 （⑲３か所）

　　耐 震 化 ⑳０か所 （⑲２か所）

(3)児童福祉施設整備費補助金 303,060 256,632

①児童養護施設

　　増 改 築 ⑳１か所 （⑲１か所）

１９年度

2,400,607

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名 ２０年度
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