
６　子育て・福祉・健康・医療系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

1 子育て支援 北海道・東北ブロック母子保健担当課長会議 母子保健に関する課題や各県の取組について協議，情報交換を行い、道県の施策に活かす。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

2 子育て支援 北海道・東北地区母子保健研修会 母子保健に関する課題について研修を行い、母子保健担当者の資質向上を図る。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

3 子育て支援
やまがた・ふくしま避難者支援交流事業（子
育て家庭への支援）

帰還後の子育て家庭への継続的な支援をするため，山形県，福島県双方の子育て支援団体による意見交換会や交流会を
開催

山形県、福島県

4 子育て支援 子育て家庭への優待サービス事業
平成21年11月1日から茨城、栃木、群馬の各県と、平成22年6月1日からは新潟県と、平成24年4月からは埼玉県と連携を
開始した。各県が相互に同様の子育て家庭優待サービス（カード）事業を展開することで子育てしやすい県づくりの機
運を盛り上げる。

福島県、新潟県、栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県

5 子育て支援 子育て応援パスポート
平成21年11月から茨城、栃木、群馬の各県と、22年6月1日からは新潟県と、平成24年4月1日からは埼玉県とも連携を開
始した。本県と各県が相互に、同様の子育て家庭優待サービスを展開することで子育てしやすい県づくりの機運を盛り
上げる。

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、埼玉県

6 子育て支援 関西子育て世帯応援事業
関西地方の各府県が実施している子育て世帯優待制度の相互利用を図るもの。共通のシンボルマークを提示すること
で，各府県の協賛店舗等を利用できこととしている。共通シンボルマークを作成し、各府県独自のマークを組み合わ
せ，共通の事業として視認しやすくしている。

三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，
和歌山県，徳島県，鳥取県

7 子育て支援 四国少子化対策会議
四国の官民が一体となって、出生率の大幅向上ならびに若年人口の流出減･流入増に向けた少子化対策を推進し、四国の
人口減少を抑制することを目的に設置した。平成27年2月に増田元総務大臣を招いて、少子化問題シンポジウムを開催し
た。また、国への要望活動を連名で行っている。

香川県，愛媛県,高知県,徳島県、四国経済連合会、四
国商工会議所連合会

8 子育て支援 子育て家庭応援事業
子育て家庭の経済的な負担を軽減するため、四国4県で実施している子育て家庭への優待事業の相互利用を実施してい
る。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

9 子育て支援 家族のお出かけ事業 家族のお出かけを促進する取組みを進めるため、四国4県の家族のお出かけ情報を発信している。 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

10 子育て支援
育児支援サービスを実施する店舗・企業の登
録・ＰＲ事業

企業とタイアップして割引クーポン付きチラシを四国各県の未就学児童のいる子育て家庭を対象に配布する「四国子育
て家庭応援キャンペーン事業」及び四国４県の子育て家庭優待事業の相互利用を実施。

愛媛県、徳島県、香川県、高知県

11 子育て支援 育児費用の社会的支援
急速に進行する少子化への対策として、育児費用を社会全体で支援する施策及び九州・山口地域で共同
実施できる子育て支援事業を行うことで、子育て家庭の経済的負担を軽減し、地域全体で子育てを支援して
いく気運を醸成する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

12 福祉 北海道・東北７県保健福祉主管部長会議
保健福祉行政に関する課題や各県の取組について協議，情報交換を行うとともに，国の予算編成に対する要望活動を行
うもの。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

13 福祉
北海道・東北７県老人福祉・介護保険担当者
会議（H14～）

老人福祉及び介護保険制度に関する課題や各県の取組について、協議、情報交換を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

14 福祉 北海道・東北7県精神保健福祉担当係長会議 各道県における精神保健福祉業務に関する情報交換等を年１回持ち回りで開催している。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

15 福祉
全国主要都道府県民生主管部（局）長連絡協
議会

・主に福祉行政に関する課題や取組等について意見交換・情報交換を行う。
・国の予算編成に対する要望活動の実施。

北海道、宮城県、新潟県、全15都道府県で構成

16 福祉 東北・北海道肢体不自由児施設運営協議会
東北・北海道地区の肢体不自由児施設が、療育内容の知識技能の向上と相互交流を図り、もって肢体不自由児等の福祉
と療育事業の発展に寄与する。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県
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17 福祉 １６大都道府県児童福祉主管課長会議 児童福祉行政について協議・情報交換を行い、国の施策及び予算に関する要望活動を行う。 北海道、宮城県、新潟県

18 福祉
１６都道府県婦人保護主管課長及び婦人相談
所長会議

婦人保護行政について、協議、情報交換を行い、国の施策及び予算に関する要望活動を行う。 北海道、宮城県、新潟県

19 福祉 北海道・東北６県婦人保護研究協議会 協議や情報交換を行うことで、関係職員の専門的な知識や技術の向上を図る。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

20 福祉 全国隣保館連絡会議
調査・研究、啓発・教宣、研修、ネットワーク構築、条件整備のための取組を行うことにより、全国の隣保館相互の有
機的連帯を強化し、もって隣保館の活動内容を深め、条件整備を計り、同和問題を始めとするさまざまな人権課題の解
決に資する。

茨城県始め33県内の隣保館859館

21 福祉 ７０歳現役社会の実現に向けた連携

九州・山口地域は全国を上回るペースで高齢化が進行しており、超高齢社会への対応は喫緊の課題である。
高齢者の就業意欲は非常に高く、内閣府の統計によれば７割以上の高齢者が「７０歳もしくはそれ以上まで」働きたい
と希望。しかし、九州の高齢者就業率は全国を下回っており、高齢者のニーズに応える施策が必要。
九州・山口各県、経済団体、労働者団体で構成する「九州・山口“７０歳現役社会づくり”研究会」を設置し、高齢者
がそれぞれの意思と能力に応じて、活躍し続けることができる選択肢の多い新しい社会「７０歳現役社会」の実現を目
指す。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

22 福祉
地域イノベーション戦略支援プログラム
健やかな少子高齢化社会の構築をリードする
北陸ライフサイエンスクラスター

老若男女がいきいきと暮らせる「健やかな少子高齢化社会」の実現に向けて、北陸 3 県の産学金官の各機関と地域社会
が一体となって、予防から診断、治療、さらに治療後予防を含めた循環型の取り組みを進める。
本事業により、研究者の招へいや事業推進のためのコーディネータを配置することに加え、地域事業も組み合わせるこ
とにより、自立的かつ持続的な国際競争力を有するクラスターを形成する。

北陸ライフサイエンスクラスター推進協議会
（富山県、石川県および福井県の産学官金関係　37団
体・機関）

23 福祉 中部ブロック精神保健福祉主幹課長会議
中部地区の精神保健福祉主管課の相互の連携を深め、精神保健福祉に関する資料・情報交換を行うことともに諸問題を
多面的に検討し、精神保健福祉行政の効果的な推進を図る。

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、名古屋市、静岡市、浜松市

24 福祉
介護給付適正化に係る東海・北陸ブロック研
修会

以下の標準的なプログラムを参考に主催者がブロック内の意見を聞いて決定する。
(1)介護給付適正化の取組に関する良い事例の紹介
(2)国保連合会介護給付適正化システムの操作・活用方法

富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

25 福祉
人にやさしいまちづくり東海ブロック連絡会
議

東海地域における人にやさしいまちづくりの推進のため、各県市の情報交換と広域的な調整を進める。
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、静岡市、名古屋
市、浜松市の各課室長

26 福祉
「スウィーツ・フェスタin四国」四国４県の
障害者施設等で作るお菓子のコンテスト

障害者施設で作られる授産製品（菓子）の品質向上と社会的認知度を高め販路拡大につなげるため、４県合同でコンテ
ストを開催する。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

27 福祉
パーキングパーミット制度の普及拡大に向け
た検討

○制度周知とモラル向上を図るため、一般市民向けイベントの実施
○４県合同による企業等への協力依頼

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

28 福祉 身障者用駐車場利用証制度

公共施設や民間施設の身障者用駐車場について、九州・山口各県のどこでも使用することができる身障者用
駐車場利用証を発行することにより、誰もがまちに出かけ、活動しやすい環境を整備する。
また、同制度に賛同する自治体については、情報交換、利用証の相互利用のための協定書締結の検討及び
制度の推進施策の検討により、身障者用駐車場の適正利用及び制度の利便性の向上に努める。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、山口県

29 健康
北海道・東北・新潟ブロック国民健康保険主
管課長会議

国民健康保険に関する課題や各県の取組について協議、情報交換を行うとともに、国の予算編成に対する要望活動を行
うもの。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

30 健康 原子力発電関係道県議会議長協議会 原子力発電に伴う諸問題について協議し、住民福祉の向上に寄与すること。 北海道、青森県、宮城県、福島県、新潟県、全14団体

31 健康 県有体育施設・用具・機器の相互活用 体育施設やトレーニングルームといったスポーツ関連施設の利用に際して相互支援について検討する 北海道、青森県、岩手県、秋田県
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32 健康
スポーツを通じた北海道・北東北の元気づく
りの推進

ライフステージに応じてスポーツに親しむことのできる「意識」づくりなど３項目 北海道、青森県、岩手県、秋田県

33 健康 地域食資源の機能性に関する研究
北東北に産する雑穀や豊かな山野からとれる山菜は古くから利用され、様々な加工方法で全国に提供されている。これ
らの地域特有の食資源には、体に良いどんな成分が含まれているのかを研究して地域食資源の良さを探求する。

青森県、岩手県、秋田県

34 健康 高血圧を抑制する食品の開発に関する調査 北東北の県民がよく食べる食材で血圧を抑制するものを探し、新たな食品を開発する研究を行う。 青森県、岩手県、秋田県

35 健康 平均寿命サミット 健康を俯瞰し，その本質を知るために平均寿命を考えることを目的とした，地域の現状の発表・ディスカッション 青森県、長野県、沖縄県

36 健康
飼料用イネの放射性物質の吸収量の解明
（H24～）

飼料用米を肥育全期間給与した場合の発育、枝肉成績、枝肉の脂肪酸組成などへの影響について調査する。

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、千葉県、
富山県、神奈川県、石川県、茨城県、新潟県、三重
県、栃木県、群馬県、長野県、岐阜県、徳島県、大阪
府

37 健康 山静神世界禁煙デー共同キャンペーン 受動喫煙防止対策を効果的に進めていくため、３県で連携した取組を実施し、各県の受動喫煙防止対策を強化する。 山梨県、神奈川県、静岡県

38 健康 中部圏自殺対策連絡会議
自殺対策に関する情報収集ならびに各県・市の施策について意見交換し、中部圏の自殺者の減少に向け広域的な取組を
推進する。

富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県及び名古屋市の自殺対策主管
課長

39 健康 東海・北陸７県10市食品衛生主管課長会議 東海・北陸地方の各自治体食品衛生主管課長が、食品衛生に係る事項について協議し、情報の共有を図る。
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、名古屋市、静岡市、浜松市、富山市、金沢
市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、豊田市、四日市市

40 健康 東海北陸6県8市環境衛生主管課長会議 環境衛生関係に関する共通議題を討議することによって、環境衛生行政の適切な運営を行う。
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
名古屋市、富山市、金沢市、岐阜市、豊橋市、豊田
市、岡崎市、四日市市

41 健康 地方衛生研究所全国協議会東海北陸支部
東海・北陸地区の地方衛生研究所間の連携を密にすることにより、公衆衛生の発展に寄与することを目的とし、調査研
究、試験検査、研修指導、公衆衛生情報、地方衛生研究所強化に関する事業を行う。

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県の
設置する内の地方衛生研究所

42 健康 公害紛争処理関係東海・北陸ブロック会議
年に１度、各県における公害紛争及びその処理状況の動向等について情報交換を行うことを通じて、担当者間の意見交
換を行う。

公害等調整委員会、富山県、石川県、福井県、岐阜
県、愛知県、三重県

43 健康 東海3県6市環境衛生営業関係事務担当者会議 環境衛生関係に関する共通議題を討議することによって、環境衛生行政の適切な運営を行う。
岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、岐阜市、豊田
市、豊橋市、岡崎市、四日市市

44 健康 東海3県6市食品獣医務担当係長会議 東海地方の各自治体食品衛生・獣医衛生担当者が、各業務に係る事項について協議し、情報の共有を図る。
愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、豊橋市、岡崎
市、豊田市、岐阜市、四日市市

45 健康 東海北陸六県国民健康保険主管課長会議
東海北陸六県国民健康保険主管課長会議を開催し、構成員の協議・意見交換を行う等、国民健康保険事務の研究及び改
善を図り、もって事務の円滑な運営を期する。

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、富山県の
各国保主管課長

46 健康 「四国はひとつ」４県連携事業
地方衛生研究所の機能強化事業「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)対策」「百日咳及び、マイコプラズマの検査技術の
向上」「日本紅班熱・食中毒原因物質クドア（寄生虫）等の検査技術の向上」

徳島県、香川県、愛媛県、高知県
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47 健康 個別施策層へのエイズ予防対策事業
個別施策層へのエイズ予防対策を推進するため、「四国はひとつ」４県連携施策事業として、個別施策層へのエイズ予
防対策に関する事業を行った。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

48 健康 危険ドラッグ
効率的に危険ドラッグのネット販売業者に警告を行うため、関係自治体で販売業者の情報を共有している。（共有情報
を国（近畿厚生局麻薬取締部）にも提供している。）

鳥取県、兵庫県、京都府

49 健康 放射線モニタリングシステム連携
島根原子力発電所の立地県である島根県の島根県環境放射線情報システムと、隣接県である鳥取県の鳥取県環境放射線
モニタリングシステムとをシステム連携することにより、お互いのモニタリングポストのモニタリグデータをシステム
上で交換し、ホームページで両県のデータを公開する。

島根県、鳥取県

50 健康 健康危機管理体制整備の連携
感染症や食中毒、医薬品、飲料水などによる県域を越えた大規模な健康被害へ対応していくため、九州・山口各県の連
携による健康被害に係る情報共有、応援等相互支援体制の整備、共同研修・訓練等を実施する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

51 健康 食の安全・安心に係る連携

食に関する危機発生時には、行政として迅速かつ的確な初動対応が必要となるが、食品は県域を越え大量
に流通していることから、ひとつの県のみの問題としてではなく、県の枠を超え、広域的に連携した対応が求められて
いる。
このことから、食に関する危機発生時における、九州・山口各県間の情報の共有を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

52 医療 北海道・東北６県薬務主管課長会議 薬務行政に関する課題や各県の取組について協議，情報交換を行い，適正・円滑な業務推進を図る。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

53 医療 北海道・東北准看護師試験調整会議
都道府県知事が行う准看護師試験について，北海道・東北地区で統一的に実施するため，問題作成，実施等について協
議する。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

54 医療 北海道・東北六県医務担当者会議 医務行政に関する課題や各県の取組について協議、情報交換を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

55 医療 東北ブロックDMAT連絡協議会（H23～） 東北ブロック７県のDMATの合同研修・訓練等の連絡調整を実施。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

56 医療 北海道・東北ブロック地域保健担当者会議 地域保健行政に関する課題や各県の取組について協議，情報交換を行い，道県の施策に活かす。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

57 医療 北海道・東北ブロック保健師等研修会 保健師に関する課題や各県の取組について協議，情報交換を行い、道県の施策に活かす。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

58 医療
ブロック協定に基づく健康危機発生時の模擬
訓練

北海道・東北・新潟地域ブロックの地方衛生研究所の健康危機発生時における情報交換、各機関間の相互協力について
シミュレーションを実施。想定事例に基づく仮想シナリオと想定質問を作成し、健康危機発生時の情報交換、検査協力
等の連携について机上で訓練を行い、相互協力の実効性について検証する。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、仙台市衛生研究所

59 医療
北海道・東北・新潟地方衛生研究所における
健康危機に対する広域連携協力

広域的な対応を必要とする健康危機が発生した場合又は単独で対応困難な健康危機が発生した場合に備え、健康危機に
対する地方衛生研究所の広域連携に関する協力書を締結。相互支援の内容としては、試験検査に支障を生じる事態に
至った場合の資材機器等の使用又は貸与。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、札幌市、函館市、仙台市、新潟市

60 医療 医師確保対策の連携の推進 医師不足や医師の地域偏在・診療科偏在等の課題解決のための取組みについて検討を進める。 北海道、青森県、岩手県、秋田県

61 医療 北東北ものづくり医療機器産業交流会 医療機器産業に参入済みあるいは参入を目指すものづくり企業の広域連携を進める。 青森県、岩手県、秋田県
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62 医療 東日本大震災小児医療復興新生事務局 全国から支援医師（小児科医）を公募し，被災地を中心とする地域基幹病院への派遣調整等を行う。 青森県、宮城県、福島県

63 医療 医療機器製造販売業等促進計画事業
東日本特区法に基づき，医療機器製造販売業等許可取得に係る資格要件の規制緩和のための特別講習を３県合同で開
催。

青森県、宮城県、福島県

64 医療 感染症危機管理等対策事業（H19～）
新興・再興感染症や生物テロの発生に備え，危機情報の共有や地方衛生研究所間の相互支援体制の構築など，広域的連
携体制の整備を図る。東北厚生局及び仙台検疫所が主催し，東北各県の連携方策を検討する「東北ブロック感染症危機
管理会議（幹事会）」へ参加。

東北厚生局仙台検疫所、青森県、岩手県、宮城県、秋
田県、山形県、福島県、新潟県

65 医療
車いす使用者用駐車施設の利用に係る連携に
関する協定

本当に必要な方に車いす使用者用駐車施設を確保するため各県が交付している使用証を、互いの県の車いす使用者用駐
車施設でも使用できるとするもの。

岩手県、山形県、福島県、新潟県、制度を実施してい
る31府県間で相互利用

66 医療 医薬品製造販売業者等講習会 医薬品等の製造管理，品質管理及び市販後安全対策の確保目的の講習会を３県合同で開催。 宮城県、山形県、福島県

67 医療 周産期医療連携
限られた医療資源の中で、隣県が連携して医療機関の機能分化を促進し、適切な医療を提供するため、周産期医療連携
マニュアルを作成し、県境を越えて搬送を行った患者の容態安定後の搬送元県への逆搬送等に関する医療機関の連携を
実施

茨城県・栃木県、栃木県・群馬県

68 医療 救急搬送支援システムの相互利用 県境を超えた救急医療、救急搬送等に対応するため、救急搬送システムの相互利用を実施。 群馬県・埼玉県

69 医療
東京都及び埼玉県における県域を越えた周産
期搬送体制の構築に向けた試行

周産期搬送体制を強化し、安心して妊娠・出産できる環境を整備することが目的。埼玉県の及び東京都の産科施設等に
おいて搬送が必要な母体・新生児について、受け入れ医療機関が見つからない場合に、県域を越えた搬送受入について
調整を行う。

埼玉県、東京都

70 医療 東海北陸ブロック准看護師試験調整会議
保健師助産師看護師法および「准看護師の実施に係る留意事項等について」に基づき､都道府県知事が実施する准看護師
試験に関し、必要な事項を協議する。

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、三重県、
愛知県、奈良県、千葉県の准看護師試験担当の職員

71 医療 東海北陸ブロック看護行政研究会 東海北陸ブロックを構成する７県で情報交換を行い、看護行政における業務を推進する。
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、三重県、
愛知県

72 医療 肝炎対策ブロック別担当者会議 東海６県の肝炎対策担当者が厚生労働省に対し質疑等や意見交換を行い、肝炎対策事業の推進を図る。 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

73 医療 東海三県小児在宅医療研究会

東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）において、在宅生活を送る障がい児者の支援に携わる医療、看護、福祉、教育、
行政等関係者の連携体制の構築を目指して、それぞれの県が小児在宅医療研究会を立ち上げ、独自の取り組みを始めて
いる現状を踏まえ、各県における連携の輪を東海三県全体に広げ、それぞれの地域における多様な取り組みの共有を図
り、相互に連携交流ができる関係づくりを通じ、東海地域全体の在宅障がい児者支援体制の充実をめざすことを目的に
開催。

岐阜県、愛知県、三重県、岐阜大学大学院医学系研究
科障がい児者医療学寄附講座、名古屋大学大学院医学
系研究科障害児（者）医療学寄附講座、三重大学医学
部附属病院小児トータルケアセンター

74 医療 東海北陸ブロック医務主管課長会議 医療行政を円滑に推進するため、医務行政や施策に関する諸課題について協議、意見交換等を実施する。
愛知県、三重県、福井県、静岡県、石川県、岐阜県、
富山県、静岡市、名古屋市、浜松市

75 医療 災害医療体制の強化構築
○南海トラフ地震を題材に、医療救護についての行政実務者の意見交換会の実施
○ＤＭＡＴ隊員のスキルアップ（実働訓練とロジスティクス研修の実施）

高知県、香川県、愛媛県、徳島県

76 医療 地域がん登録推進事業
地域がん登録事業とは、がんの実態を把握し、がん対策に有効活用するため、がん患者についての情報を登録・蓄積す
る。

香川県、愛媛県、高知県、徳島県

77 医療 九州各県での救急医療体制の整備 九州・山口各県が共同して、広域かつ迅速な救急医療に取り組むことにより、安全・安心な医療体制を構築する。
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県
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78 医療 感染症に対する広域連携
各県単独では対応困難な感染症や希少感染症が発生し、広域的な対応が必要となる場合に備え、感染症情報の伝達、地
方衛生研究所の相互支援や標準マニュアルの作成など、動物由来感染症に代表される感染症の発生に備えた広域連携体
制を構築する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

79 医療
産科・歯科・行政が連携して取り組む早産予
防対策

全国的に極低出生体重児（1500g未満の出生児）の出生割合は増加傾向にあるが、中でも九州・山口地域の
割合は全国を上回っていることから、九州・山口地域において、早産を予防し、極低出生体重児の減少を図ることは喫
緊の課題となっている。
熊本県がモデル地域で取り組んだ早産予防対策が一定の成果を得たため、九州各県にその取組を拡大し、
子どもが健やかに成長発達する体制整備を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

80 医療 県立病院の連携
医薬品等の共同購入や価格情報の共有化を図ることにより、県立病院の経営収支の改善につなげ、地域
に生活する住民が安心して医療サービスを受けられるようにする。

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

81 医療 九州次世代創薬拠点化プロジェクト
九州をがんワクチンや核酸医薬などの次世代創薬技術の開発・治療の拠点とすることを目的として、各県内医学部など
の創薬シーズ探索や有望な創薬ベンチャーの支援などを通じて、世界最先端の創薬技術の実用化に取り組む。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

82
ドクターヘリの

共同利用
災害時も含めたドクターヘリの広域的な運用
体制の構築

ドクターヘリの広域連携は、平成25年４月10日から試行的に運航し、広域連携の実績と課題の検証結果を踏まえ、北東
北三県ドクターヘリの広域連携に係る協定を平成26年10月１日に締結し、本格運航を開始した。

青森県、岩手県、秋田県

83
ドクターヘリの

共同利用
ドクターヘリに係る３県の広域連携 新潟・福島・山形３県におけるドクターヘリの広域連携。H25.10から連携開始。 山形県、福島県、新潟県

84
ドクターヘリの

共同利用
福島県、茨城県ドクターヘリ広域連携

福島県、茨城県において、広域的な連携体制の構築による救急医療体制の充実を図るため、矢祭町、塙町、茨城県大子
町を対象地域としてドクターヘリの相互利用を行う。

福島県、茨城県

85
ドクターヘリの

共同利用
東海・長野地域ドクターヘリ連絡調整会議 ドクターヘリの連携・協力体制を構築することにより、広域的な救急医療及び災害医療体制の充実を図る。 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

86
ドクターヘリの

共同利用
ドクターヘリの広域連携等事業 隣接県等との連携体制を構築してドクターヘリを有効活用することにより，救急医療体制の一層の充実を図る。

千葉県ドクターヘリの共同利用、北関東３県（栃木
県，群馬県，茨城県）の広域連携、福島県との広域連
携

87
ドクターヘリの

共同利用
茨城県、栃木県及び群馬県ドクターヘリ広域
連携

ドクターヘリの出動要請の増加に伴い、重複要請で出動できない事例に対応するため、北関東3県（茨城県、栃木県及び
群馬県）の相互応援体制を構築し、ドクターヘリの広域連携を実施

茨城県、栃木県、群馬県

88
ドクターヘリの

共同利用
ドクターヘリ広域連携 群馬県との間でドクターヘリの運航連携を行うことで、更なる救命率の向上を図る。 埼玉県、群馬県

89
ドクターヘリの

共同利用
ドクターヘリ広域連携 広域的な連携体制の構築による救急医療体制の充実を図るため、３県が運用するドクターヘリの相互支援を行う。 神奈川県、山梨県、静岡県

90
ドクターヘリの

共同利用
ドクターヘリの運航に関する連携

和歌山県と三重県のドクターヘリが導入されていること、また、奈良県では導入に向けた検討が進められていることか
ら、三重、奈良、和歌山の三県での相互応援体制の構築に向けて検討を進める。
＜参考＞
平成15年１月～　和歌山県ドクターヘリを奈良県、三重県が共同利用
24年2月～　三重県ドクターヘリを導入

三重県、奈良県、和歌山県、三重大学医学部附属病
院、伊勢赤十字病院、和歌山県立医科大学

91
ドクターヘリの

共同利用
ドクターヘリ相互応援 広域救急医療体制の充実を図るため、ドクターヘリを応援のため相互に利用できることとする。 関西広域連合（徳島県）、高知県

92
ドクターヘリの

共同利用
ドクターヘリの共同運航・相互応援 共同運航や相互応援によりドクターヘリの効率的な運用を行う 大分県（共同運航）、佐賀県（相互応援）、福岡県

93
ドクターヘリの

共同利用
ドクターヘリ運行事業

救急医療体制の一層の充実・強化を図るため，相互のヘリ離着陸場の利用を可能とするとともに，相互の医療機関への
患者搬送を行う。

鹿児島県、宮崎県
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94
ドクターヘリの

共同利用
ドクターヘリ運行事業

救急医療体制の一層の充実・強化を図るため，鹿児島県ドクターヘリについて，熊本県の離着陸場の利用を可能とする
とともに、熊本県の医療機関への患者搬送を行う。

鹿児島県、熊本県
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