
基本方針：2　良質な医療を受けるためのネットワークの構築

(1)施設連携・機能連携の推進

計画当初値(H27) 実績値(R1) 実績値(R2) 目標値(R4) 達成率

20 73.6 79.9 79.5 80 99.4%

21 74.3 77.9 79.4 80 99.3%

22 18 20 17 18 94%

23 3 48 3 50 6%

令和3年度
達成度 方向性 事業計画

(1)-①

病診・病病
連携及び
地域医療
支援病院と
の連携

各部会が安定的に実施さ
れてきており意見交換の
内容が限定的になる場合
があり、さらに個別連携会
議等の方策を検討し実施
していきます。

○ 44

小山市近郊地
域医療連携協
議会の開催
（部会・個別連
携会議含む）

5 B

コロナ禍にあってもzoom各
によるweb形式での講演会
を開催するなど、各ｈ部会で
の情報交換を活発化させる
ため、工夫した活動も導入
している為、なお、病院機能
評価において本協議会を主
体的に運営していることが
唯一のＳ評価をいただいて
いる。

コロナ禍が続くなかで、作年
度に引続き、小山市近郊地
域医療連携協議会を安定的
に開催する。討議の活発化
と各病院が収集したい情報
を得られるよう、各部会での
密接な関係継続を進めてい
く。

新小山市民病院

〇 45
在宅医療・介護
連携推進会議

4 B

感染状況を鑑み、検討部会
は1回の開催となった。ま
た、推進会議は書面にて開
催し、市内の現状課題の共
有を行った。看取りを中心
に、実態調査を実施した結
果を施設にフィードバックし
た。多職種研修会を開催で
きなかったが、オンラインで
の開催を軸に今後検討が
必要と考える。

・在宅医療介護連携推進会
議の開催
・連携推進検討部会におい
て連携課題に対する対応策
の検討・実施
・医療関係者・介護関係者か
ら関する相談対応
・多職種連携のための医療
介護関係者の研修会開催

高齢生きがい課

〇 46
医療福祉資源
リストの作成及
び活用

1 B

コロナ禍であり講座の実施
回数が1回のみであった。在
宅医療マップの内容につい
ては見直しが必要と考え
る。

「小山市在宅医療ﾏｯﾌ’」の
見直し
「小山市在宅医療ﾏｯﾌ’」配
布・周知啓発

高齢生きがい課

(1)-③

市母子保
健部門と産
科・小児科
等医療機
関との連携

年々、医療機関からの支
援依頼の件数が増加して
いるため、支援が滞らない
よう、支援状況の進捗管
理をしつつ、地区担当保
健師による切れ目ない支
援を継続していきます。

○ 47
産科・小児科等
医療機関との
連携

4 B

医療機関から継続支援依
頼があったケースに関して
は地区担当保健師から電
話や訪問、健診での面接な
どのフォローを実施できたた
め

産科・小児科等の医療機関
からの継続支援依頼に基づ
き、地区担当保健師が継続
支援を行う

健康増進課
(母子)

事業計画

コロナ禍ではあるものの、令和
元年度に引続き、小山市近郊地
域医療連携協議会を安定的に
開催する。討議の活発化と各病
院が収集したい情報を得られる
よう、個別連携会議、個別訪問
等を進めて行く。

・在宅医療介護連携推進会議の
開催
・連携推進検討部会において連
携課題に対する対施策の検討・
実施
・医療関係者・介護関係者から
関する相談対応
・多職種連携のための医療介護
関係者の研会開催

「小山市在宅医療ﾏｯﾌ’」の見直
し
「小山市在宅医療ﾏｯﾌ’」配布・
周知啓発

産科・小児科等の医療機関から
の継続支援依頼に基づき、地区
担当保健師が継続支援を行う

事業名No.

医療・介護の連携強化、
効率的な医療提供体制の
確保等、住み慣れた地域
での継続的な生活を可能
とする地域包括ケアシス
テムを推進するため、情
報共有や課題解決に向け
た取り組みを行います。
 医療と介護の両方が必
要な高齢者が一体的に
サービスの提供を受けら
れるよう関係者の連携推
進の強化を図ります。

・在宅医療介護連携推進会議　1
回開催（書面会議）
・連携推進検討部会　1回開催
・高齢者施設における看取りの実
態調査の結果を施設にフィード
バック

・在宅医療についての出前講座
1回7人

取り組み施策 区分

(1)-②

医療と介護
の連携(地
域包括ケア
システムの

構築)

小山市地域医療推進計画取組施策実施状況について(R2実績と達成率) 資料　２

主な所管課

医療機関からの継続支援連絡票
送付件数：１９３件

(単位）

％

％

回

回

成果指標

令和２年度

新小山市民病院　紹介率

新小山市民病院　逆紹介率

小山市近郊地域医療連携協議会の開催回数(回／年)

在宅医療利用者の個別地域ケア会議の回数(回／年)

事業実績

新小山市民病院

新小山市民病院

健康増進課

高齢生きがい課

自己評価

コロナ禍において各部数回の見
送りがあるものの“小山市近郊地
域医療連携協議会”の活動を継
続して軌道に乗せた。本会議及
び各部会を計16回実施、延387
名の参加を得た。また、個別連携
会議も１回実施した。

自己評価の理由 主担当課
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計画当初値(H27) 実績値(R1) 実績値(R2) 目標値(R4) 達成率

24 27 33 33 39 85%

【新規：◎　重点：●　継続：○】

取り組み施策 令和3年度
達成度 方向性 事業計画

○ 48
多職種連携研
修

3 B

書面会議にてｍ課題の共
有や実績報告することがで
きた。多職種研修会を開催
できなかったが、オンライン
での開催を軸に今後検討が
必要と考える。

・在宅医療介護連携推進会
議開催
・多職種研修会開催

高齢生きがい課

○ 49

病院と訪問看
護ステーション
の看護管理者
の懇談会

3 B

①新型コロナウイルス感染
症の影響により中止となっ
た。

②【感想】患者が在宅に戻っ
たあとも安全に安心して生
活できるように支援していく
必要があると思った。／GW
を通してそれぞれの職種間
での話し合いができた。

「優しさを伝えるケア技法～
ユマニチュードの効果と実践
(仮）」
ケアを提供する人が尊厳を
持って、サポートしていくこと
が出来るような技術を学ぶ。

栃木県看護協会
小山支部

○ 50
小山市の地域
完結型医療を
育てる会

5 B

当初に計画した内容は,継
続して実現出来た。コロナ
の影響により回数は減った
が、症例検討会としての意
見交換は活発に行われて
いることより、左記評価とし
た。また、近隣医療機関に
先駆けzoomによるweb形式
で、ハイブリットによる開催
を行うことができたことが大
きい。

コロナの状況にもよるが、令
和元年度も、2ヶ月に1回
ペースの開催を目指し、近
隣からの紹介患者に関する
症例検討を中心に、医療の
質向上を地域ぐるみで進め
て行きたい。

新小山市民病院

(2)情報共有及び多職種連携の推進

とちまるネット参加医療機関数(小山市内)

成果指標 (単位） 主な所管課

事業計画
区分 No. 事業名

(2)-①
多職種によ
る合同研修
会の開催

事業実績
令和２年度

在宅医療介護連携推進会議を
開催
多職種研修会を開催

①開催時期未定
「退院支援研修会」

②開催時期未定
「地域包括ケアシステムに関す
る研修会」

多職種連携の中で看護職の役
割を理解し実践に活かす。
多職種及び地域を交えて体制づ
くりについて学ぶ。

コロナの状況にもよるが、令和
元年度も、2ヶ月に1回ペースの
開催を目指し、近隣からの紹介
患者に関する症例検討を中心
に、医療の質向上を地域ぐるみ
で進めて行きたい。

ヶ所 健康増進課

自己評価
自己評価の理由 主担当課

連携体制を円滑に行うた
め、医師、看護師、歯科医
師、薬剤師、ケアマネー
ジャーなど、医療や介護
に従事する職員が、お互
いの課題を共有し、解決
に向けた合同研修会を開
催します。

①中止

②2月27日「多様化・複雑化する
地域課題にどう取り組むか～看
護職連携の実践～」（Zoomによ
るオンライン研修）
参加者40名（他、聴講のみ35名）
基調講演：つるかめ診療所　鶴
岡浩樹医師、活動報告（2名）、
GW：現場の悩み、工夫、講義・活
動報告を受け現場に活かすこと
ができること

令和２年度は、４回実施（7・9・
11・3月）
開催日：①７/16②９/1７③１１/19
④３/186
参加人数：①７３名②６４名③４８
名④６４名
年間６回の開催を目指すも、コロ
ナの影響により、５月と１月開催
を見送ることとなった一方で、近
隣医療機関に先駆けzoomによる
web形式で、会場、webによる開
催を行うことができた。

・在宅医療介護連携推進会議　1
回開催（書面会議）
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○ 51
救急告示病院
との情報共有
化事業

5 B

計画通りに実施できた。引
き続き救急告示病院との関
係を密接にとり、連携を行
う。

栃木県傷病者搬送・受入実
施基準に基づく、傷病者の
搬送及び医療機関の受入を
適切に行えるよう、各救急医
療機関との連携体制の強化
を図る。

消防署

○ 52

地域医療支援
病院と消防との
情報共有化事
業

5 B
計画通り、救急委員会を毎
月実施し、救急不応需対策
を協議することが出来た為

令和２度同様、救急不応需
に対する各事例の検証を、
より具体的に進め、救急隊と
の意見交換を通じた、適切
な患者受入体制構築を目指
す。

新小山市民病院

〇 53

マイナンバーを
活用した患者
情報・医療情報
の管理(令和4
年度から)

2 B
マイナンバーカードの活用
について情報収集に努め
た。

マイナンバー制度との融合
性について情報収集し、関
係機関と連携を図っていく。
多職種の事業者が連携し必
要な患者情報を共有する適
した方法･手段を検討してい
く。

健康増進課(地域)

○ 54
とちまるネット
の活用・推進

3 A 運用が定着している。
参加医療機関の拡大を図
る。

小山地区医師会

(2)-④

ＩＣＴを活用
したネット
ワークシス
テムの推進

ICT（情報通信技術）を活
用し、診療所、病院、訪問
看護ステーションなど各医
療施設等での情報のやり
とりをスムーズにし、情報
共有できる体制を構築、
推進します。

○ 55
どこでも連絡帳
の活用・推進

3 A
既存の多職種間では運用
が定着している。

新規開設した施設への情報
提供と普及啓発を図る。

小山地区医師会

(2)-③

患者情報
共有のため
の情報集
約の推進

(2)-②

救急搬送受入の体制部分
については情報共有によ
り改善することができる
が、今後は救急車の適正
利用等救急搬送に至るま
での部分にも踏み込んで
いく必要があります。
新小山市民病院にて定期
的に行われている救急委
員会については、消防と
救急不応需事例の問題解
決を話し合っているが、多
くの診療科医師が参加で
きる工夫が必要です。

多職種の事業者が連携す
るために必要な患者情報
を共有することで、適切な
対応を図り、相互の補完
を行うことにより、質の高
い医療サービス体制の構
築を図ります。

栃木県医師会が主催する運用講
習会が実地およびＷｅｂで開催さ
れた。

情報収集

令和２年度は、救急委員会を11
回実施（毎月）主要消防署、行政
機関が参加
実施日：
4/17,5/22,6/19,7/17,8/21,9/18,1
0/16,11/20,12/18,2/19,3/19

コロナの影響により、委員会の実
施予定回数より、1回少ない開催
数となった。

医療機関
等と消防機
関との連携
の推進

令和元度同様、救急不応需に対
する各事例の検証を、より具体
的に進め、救急隊との意見交換
を通じた、適切な患者受入体制
構築を目指す。

栃木県医師会が事務局・窓口と
なり運用が維持されている。

栃木県傷病者搬送・受入実施基
準に基づく、傷病者の搬送及び
医療機関の受入を適切に行える
よう、各救急医療機関との連携
体制の強化を図る。

小山地区救急医療対策協議会に
参加（１０月、３月）
新小山市民病院救急委員会に参
加（月１回）

マイナンバー制度との融合性に
ついて情報収集し、関係機関と
連携を図っていく。多職種の事
業者が連携し必要な患者情報を
共有する適した方法･手段を検
討していく。

継続的な普及と啓発の推進を行
う。

運用の活性化を図る。

3



計画当初値(H27) 実績値(R1) 実績値(R2) 目標値(R4) 達成率

25 86.8 (H23) 87 未把握 90

26 43 (H23) 69 未把握 80

27 未整備 4 3 5 60%

28 未整備 4 6 5 120%

【新規：◎　重点：●　継続：○】

自己評価の理由 令和3年度
達成度 方向性 事業計画

(3)-①

自治医科
大学新お
やま市民病
院地域医
療教育セン
ターの充実
(医師の確
保と育成)

学生が問診できる機会を
継続的に確保すること、当
院医師の診療実習に対応
するための時間を捻出す
ること等が課題。総合診
療医の確保に努めます。

○ 56

自治医科大学
新おやま市民
病院地域医療
教育センターの
運営

2 B
再開に至らずに休止状態の
ため。

自治医大との契約は継続中
のため、休止という考え方。
自治医大との連絡を密にし
ながら、再開準備として、学
習環境整備を図る。

新小山市民病院

○ 57
看護師就業奨
励金事業

4 C

面接により交付者を決定
し、学生が学業に専念し目
的を達成するよう支援した。
また、市内医療機関看護師
需要調査を実施し、制度の
あり方を検討した。

市内医療機関での看護師数
が充足してきていることか
ら、新規交付者は無し。
継続交付者は卒業まで引き
続き交付していく。

健康増進課
（地域）

○ 58 看バック事業 2 B
1回につき4名の参加を見込
んでいたが、3回1名の参加
であった。

ハローワーク小山にて、就
業支援、相談を３回/年実施
予定。

栃木県看護協会

○ 59
看護職員イメー
ジアップ対策Ｐ
Ｒ事業

5 B

新型コロナウイルス感染症
の影響で中止になる施設が
多い中、4回実施し計115名
を受け入れ、「看護の魅力」
の普及啓発の一助となっ
た。

ふれあい看護体験を行うこ
とで、看護の仕事や楽しさを
伝える。

栃木県看護協会

取り組み施策
事業実績

医療機関の対応の満足度

救急対応の満足度

初期臨床研修医の受入数(人／年)

専攻医の受入数(人／年)

No.

成果指標

令和２年度

健康増進課

区分 事業名

(3)-②
看護師確
保事業の
推進

主担当課

健康増進課

新小山市民病院

新小山市民病院

(単位）

(3)医療従事者等の資質の向上

人

人

％

％

自己評価

小山市内医療機関看護師
需要を明確にした上で、
看護師就業奨励金交付事
業の募集を行います。
看護協会が実施するふれ
あい看護体験の受け入れ
施設等の拡大を図ること
で多様な分野で働けるこ
とを周知していく。看護師
の雇用に関する調査か
ら、「多様な働き方セミ
ナー」・「求人施設見学会」
など開催し情報提供をし
ていきます。 ふれあい看護体験を行うことで、

看護の仕事や楽しさを伝える。

新小山市民病院にて8月6日30
名、7日29名、11日26名、28日30
名の高校生を受け入れて「ふれ
あい看護体験」を実施。

主な所管課

総合診療科医師の退職等によ
り、寄附講座対象医師が不在。
教育センターの運営そのものが
令和２年６月より中断。再開準
備として、学習環境整備を図る。

新規交付予定：7名
継続交付:14名
卒業予定：9名
市内医療機関（診療所）看護師
需要調査実施。

ハローワーク小山にて、就業支
援、相談を３回/年実施予定。

ハローワーク小山にて、7月、1
月、3月に就業支援、相談を実施
し1名の参加があった。

令和２年度実習学生数　受入実
績なし

自治医科大学地域医療学セン
ターにおける医師不足から、当院
教育センターの医師が令和２年６
月から不在となり、運営そのもの
を休止。年間を通し、医師不足は
解消されず、再開に至らず。

継続交付者:21名　　新規交付
者:7名
交付総額：7,640,000円
看護師養成機関卒業生:7名
看護師国家試験合格者:7名
市内医療機関就職者:6名

事業計画

4



ケアマネージャー協議会
研修会にて、地域の各関
係機関との連携事例を研
修に活かします。地域包
括支援センター全体の定
例会及び職種ごとの定例
会において、研修を行い、
資質の向上を図るともに、
会議・研修等を通じ、市内
専門職の資質向上も図り
ます。ポットラックカンファ
レンスの参加者を更に広
げるために、地域の症例
検討会について発信して
いきます。リスクマネジメ
ントに対する医療機関の
意識格差の縮小と散見さ
れるヒューマンエラーの削
除を図ります。

○ 60
ケアマネジャー
協議会主催研
修会

5 C

会員各位の資質向上を図っ
た研修は、①まさに今対応
を必要とされるであろうコロ
ナ禍での対応すべき事項を
テーマを選ぶことができた。
②会員の抱える現状をアン
ケートによりつかむことがで
きた。と評価できた。しかし、
協議会HPから入れば簡単
であってもhttp～のプロトコ
ルなど操作に弱い会員も予
想より多く、研修方法を変
え、会員の密を避けスムー
ズな会費徴収と研修を進め
るには協会の保持するパソ
コン機材が不十分であっ
た。Zoom研修を進めるには
協会が新たに口座及びクレ
ジットカードを作る必要があ
り、会員もWeb受信の学びと
環境整備が必要である。

今年も書面総会ではあるが
時間がかかった。昨年の学
びから、役員会も集合と
zoom会議をハイブリッドで試
行し、協議会の口座等を整
える。zoom研修にて無料の
時間内で７月に一回目の法
改正についてを行い、以降
9・11・1・3月を研修開催につ
いて、ハラスメントや連携方
法等をテーマと考える。県協
会からzoom研修のアカウン
トレンタルが可能になりそう
である。また９月は多職種連
携を意識し、法改正で重要
視されている口腔ケアにつ
いて、医師会・歯科医師会・
大塚製薬の協力のもと、
zoomウェビナー研修に参加
する。

おやまケアマネ
ジャー協議会

● 61
地域包括支援
センター研修会

2 B

新型コロナウイルスの影響
を受け、大人数が集まる研
修は開催できなかった。各
職種ごとの定例会について
は感染者の動向をみながら
対面だけでなく、zoomを取り
入れながら開催し、資質向
上を図ることができた。

各職種の定例会だけでなく、
全体定例会や地域包括支援
センター外の専門職も含め
た研修等においてもzoomを
取り入れ、コロナ禍において
も資質の向上を図れるよう
研修の機会を設けていく。

高齢生きがい課

● 62
ポットラックカン
ファレンス

4 B

計画した回数までは実施出
来なかったが従来より目指
している、『闊達な意見交
換』については、いい内容
の話合いが出来た為

コロナ禍であるが、積極的な
開催を行い、令和２年度に
続き、偶数月でのカンファレ
ンス実施を目指し、意見交
換の場を提供する

新小山市民病院

○ 63
医療安全管理
研修会・院内感
染対策研修会

3 B

・医療機関における共通す
る問題や課題についてリス
クの傾向や原因、その背景
と対策を共有できた。

・新たな感染症への対応を
加え実施する。

小山地区医師会

(3)-③

資質向上
のための研
修会の実
施

・各職種定例会（・主任ケアマネ9
回／年・保健師看護師10回／
年・社会福祉士9回／年）
・全センター会議、研修会等の開
催については、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため開催で
きず。

地域包括支援センター全体の定
例会及び職種ごとの定例会にお
いて、研修を行い、資質の向上
を図るとともに、会議・研修等を
通じ、市内専門職の資質向上も
図る。

コロナ禍の影響が大きく、参加主
体団体での慎重な対応により、
本年度は１２月と２月の２回にと
どまったが、zoomによるwハイブ
リット形式による開催を行うことが
でき、参加者との意見交換は大
いに意義がある。

コロナにより、開催の目途は
立っていないが、令和元年度に
続き、偶数月でのカンファレンス
実施を目指し、意見交換の場を
提供する

法令と事例に基づいた具体的か
つ実践的な研修内容により、良
質で安心・信頼ができる医療
サービス提供の実現を目指す。

【医療安全管理研修会】を開催
日時：令和2年2月18日（火）19：
30～　　　　　　　　　　　　　場所：
小山グランドホテル
第1部「医療施設における患者ク
レーム対処法」　　　　　　第2部
「良好なコミュニケーションのため
に」　　　　　　　　　講師：㈱ニチイ
学館ブランディングアドバイザー
疋田早苗先生
参加者数：97施設　192名
【院内感染対策研修会】
＊新型コロナウイルス感染症に
より中止。

ケアマネージャー協議会主催研
修はR2年３月期から研修会が
行えない状況であるが、主任介
護支援専門員更新研修受講条
件にある研修開催職能団体でも
あることから、マネジメントに資
する研修を年４回以上計画を立
てる。今期はコロナウイルス感
染拡大下での事業所の対策や
在宅での生活を支えていくため
の再アセスメント等のマネジメン
トや医療との連携に的を絞った
研修を企画し研鑽していく予定。
９月、１１月、R3年１月、３月を開
催予定。

未曾有のコロナ禍にあってR2年
６月の総会が書面開催となり準
備は７月末からになった。その為
９月より隔月に開催し主任介護
支援専門員更新研修受講要件
適応のぎりぎりの回数となる。主
任ケアマネジャーのみならず、小
山市他で働く会員にとってのマネ
ジメント業務に活かせる内容と
し、研修形態工夫しWeb研修と事
例検討を主な研修内容として会
員各位の資質向上を図った。会
長がYouTubeに上げた「ケアマネ
ジメントと感染予防」を９月に、１１
月に「ケアマネジメントとフレイル
予防」としてコロナ禍でフレイルや
サルコペニヤに留意すべき点等
を視聴の上事例レポート提出に
て学びを深め、１月は「陽性疑い
者への支援」としてアンケートと
課題事例レポート、３月に「被災
された方への支援」に関する事例
検討とレポートで会員各位の資
質向上を目指した。また、アン
ケートで市内の動向調査も同時
に行った。
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(3)-④

メディカル
コントロー
ル体制の
充実強化

研修派遣が多くなる傾向
があることから、勤務体制
の確保、適切な労務管理
を行う必要があり、救急隊
員の意見を多く取り入れ
ながら、より効果的な研修
会を開催します。

○ 64
メディカルコント
ロール体制の
充実強化事業

5 B

新型コロナウイルス感染症
拡大に伴い、開催方法が変
更になったものの計画通り
に実施できた。

・救急救命士の再教育を実
施
・毎月、事後検証会を実施
・定期的に救急隊員研修会
を実施

消防署

● 65
初期臨床研修
病院(基幹型)の
指定

5 B
順調に準備を進め、初期臨
床研修病院(基幹型)の指定
を受けられたため

令和４年度の第一期として
初期研修医２名を採用する
ため、募集、採用に関する手
続きを進めるとともに、指導
医の育成、評価プログラム
作成等、採用後の教育体制
整備を図る。

新小山市民病院

● 66
専門研修病院
の指定

3 B
計画に基づいた活動を地道
に進めている。専攻医の派
遣数も安定して来ている。

専攻医派遣数増加を進める
ため、新専門医制度をしっか
り認識し、研修医受入に関
する各種体制整備に努め
る。

新小山市民病院

(4)行政間の連携推進
計画当初値(H27) 実績値(R1) 実績値(R2) 目標値(R4) 達成率

29 未実施 3 4 3 133%

【新規：◎　重点：●　継続：○】

自己評価の理由 令和3年度 主担当課
達成度 方向性 事業計画

(4)-①

地域医療
や医療連
携に関する
会議の開
催

小山地区医療圏及び小山
地区定住自立圏における
医療体制の充実につい
て、小山地区医師会及び
関係市町と情報共有及び
課題解決について取り組
みます。

〇 67
地域医療ネット
ワーク連携会
議の開催

4 B

定住自立圏共生ビジョンと
の整合性を図り、ビジョンに
おける成果指標について見
直し含め協議することで改
めて連携の手法等について
確認し合えた。
救急協議会では、各市町の
救急医療の課題について検
討し、意見を共有した。

定住自立圏、救急協議会と
もにコロナの状況により、会
議の開催については検討し
ていく。

健康増進課
（地域）

健康増進課回

区分

(3)-⑤
臨床研修
病院の整
備

No. 事業名

初期臨床研修病院（協力
型）としての研修実績は伸
びているが、同病院（基幹
型）を取れるレベルまで、
研修実績を重ね、課題克
服に向けた自治医大との
具体的協議を進め、計画
的な研修医派遣と指導医
養成を図ります。
専門医研修病院について
は、自治医大のプログラ
ムのみならず、当院独自
のプログラムも作成し、そ
れに則った専攻医の受入
が出来るようにします。

取り組み施策

地域医療ネットワーク連携会議の開催(回／年)

成果指標 (単位）

結城市及び下野市･野木町･上三
川町と「定住自立圏担当者会議」
を１回、下野市・野木町・上三川
町が委員となっている「小山地区
救急医療対策協議会」は部会を
含め3回実施。

事業実績事業計画
令和２年度

準備中
準備内容：自治医科大学に各診
療科の専門研修プログラム申請
をし、連携施設として専攻医の派
遣受入体制を整備すると共に、
佐野厚生総合病院からの依頼
で、内科専攻医の受入について
連携施設整備を進める。

基幹型の認定申請を令和２年度
に実施する予定。その為に必要
な研修医の受入実績を整える目
途が立って来ているので、自治
医大との連携をしっかり継続す
る。研修医派遣数や指導医の増
員も図って行く。

・救急救命士の再教育を実施
・毎月、事後検証会を実施
・定期的に救急隊員研修会を実
施

初期臨床研修プログラムの作
成、委員会の設置等、院内外の
体制整備を進め、初期臨床研修
病院(基幹型)の指定を栃木県に
申請。審査を経て、令和３年４月
１日付けで指定

・救急救命士の再教育として、自治
医科大学附属病院・新小山市民病
院へ派遣し、病院実習を実施。
・自治医科大学附属病院で行われる
事後検証会に職員を派遣及びＷＥＢ
検証の閲覧。（月１回）
・小山・芳賀地域分科会主催の救急
隊員研修会・症例検討会に参加及
びＷＥＢでの動画視聴。

引き続き、定住自立圏共生ビ
ジョンに基づいた協議し、成果指
標の見直し含めて地域住民が
安心できる地域医療について、
医師会等の意見も踏まえつつ協
議を重ねていく。

専攻医派遣数増加を進めるた
め、新専門医制度をしっかり認
識し、研修医受入に関する各種
体制整備に努める。

自己評価

主な所管課
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