
香 川 県 

 

１ 

事業名 平成 20 年度医療提供施設等の施設の運営 

根拠法令等 医療提供体制推進事業費補助金交付要綱 

 

２ 

事業計画 実施状況 

 事業 

分類 
事業区分 事業の目的 

施設の名称又は 

事業の委託先 

事業の支出状況 

（うち国庫補助金額） 

事業の 

進捗状況 

実施結果 評 価 

1 
小児救急電話相談

事業 

小児の夜間の急病等に

ついて小児科医や看護

師等によ る電話での 相

談、助言を実施 

香川県医師会 

（土休日） 

ﾀﾞｲﾔﾙ･ｻｰﾋﾞｽ㈱ 

（平日） 

6,827 千円 

（3,413 千円） 
１００％ 

相談日時 毎日 19 時～23 時 

（ただし平日分は 9/1 スタート） 

電話相談件数 １８１８件 

利用者のうち夜間での受診を勧

めた件数は２割弱程度となって

おり、小児科医不足への対応が

課題とされるなか、適正受診の促

進と子どもを持つ親の安心の確

保の両立を図ることができた。 

2 
小児救急医療支援

事業 

2 次医療圏毎に関係医療

機関が協力し、夜間の小

児救急患者を受け入れる

体制を充実 

大川広域行政組

合、 

小豆地区広域行

政事務組合、 

三観広域行政組

合 

45,541 千円 

（9,362 千円） 
１００％ 

小児救急受入患者数 

さぬき市民 2,618 人（365 日） 

土庄中央   827 人（165 日） 

三豊総合 2,316 人（365 日） 

小児科医不足への対応が課題と

される中、地域の開業医の協力

を得ることにより、夜間の小児救

急患者を受け入れる体制を構築

することができた。 

3 

救 急 医

療 対 策

事業 

救急医療情報センタ

ー（広域災害・救急

医療情報システム）

運営事業 

救急医療の関係機関をﾈ

ｯﾄﾜｰｸ化し、必要な情報

の収集・提供を実施 

NTT データ㈱ 
48,439 千円 

（12,802 千円） 
１００％ 

救急情報センター運営委員会

開催 

応需情報等を迅速に救急隊等に

提供することにより、より効率的な

救急搬送を実現することができ

た。 



4 
看護職員資質向上

推進事業 

県民への質の高い安全な

医療を提供できるよう看護

職員の資質向上の推進

に必要な研修会等を実施 

香川県看護協会 
1,900 千円 

（1,540 千円） 
１００％ 

実習指導者講習会 240 時間  

受講者数 44 人（修了者 43 人） 

実習指導者の資質の向上を通じ

て、質の高い実習を実現するとと

もに、当該医療機関の魅力を実

習生に適切に伝えることにより、

当該医療機関の看護職員の確

保対策にもつながるものとなっ

た。 

5 
病院内保育所運営

費補助事業 

看護職員確保のために院

内保育所を設置 

永生病院、松井病

院、太田病院、香

川井下病院、回生

病院、麻田総合病

院 

70,077 千円 

（5,017 千円） 
１００％ 保育人数 6 箇所計 77 人 

看護職員等の不足への対応が

課題とされる中、子育て中の看護

職員等の負担を軽減することによ

り、離職防止、確保対策が図られ

た。 

6 
看護職員確保対策

特別事業 

地域におけるお産の場の

確保とともに、助産師が職

能を活かして活躍できるよ

うに検討会等を開催 

香川県、 

香川県看護協会 

1,800 千円 

（1,800 千円） 
１００％ 

助産師確保推進協議会の開

催 

助産師確保検討委員会の開

催 

実態調査 

報告書の作成 

実態調査を通じ、県内の産科を

取り巻く状況と課題を明らかに

し、今後の助産師確保対策につ

ながるものとなった。 

７ 

看 護 職

員 確 保

対 策 事

業 

訪問看護推進事業 

就業看護職員が訪問看

護等の時代の要請に応じ

た看護が実施できるよう研

修会等を開催 

香川県看護協会 
1,300 千円 

（650 千円） 
１００％ 

訪問看護推進協議会を開催 

訪問看護ステーション看護師

研修 48 時間 受講者 194 人 

医療機関看護師研修 27 時間 

受講者 186 人 

病院・訪問看護ステーション実

習 24 人 

在宅ホスピスケア研修 18 時間

277 人 

全国と比較して、訪問看護ステー

ションによる訪問看護の件数が少

ない中で、当該事業の実施を通

じて、訪問看護を実践できる人材

の育成の推進が図られた。 



8 

８０２０運

動 推 進

特 別 事

業 

８０２０運動推進特別

事業 

8020 運動の普及啓発及

び総合的な歯科保健対

策を実施 

香川県歯科医師

会、香川県歯科衛

生士会 

14,946 千円 

（14,946 千円） 
１００％ 

香川県 8020 運動推進協議会

等の開催、 

成人歯科健診モデル事業、香

川県 8020 運営委員会関連事

業、障がい者（児）歯科保健支

援事業、青少年の歯牙外傷予

防及び競技力向上に対するデ

ンタルサポート事業の実施 

当事業の継続実施により歯科保

健施策が円滑に推進し、地域の

実情に即した施策の協議や実施

が可能となり、県民の歯科保健

意識・行動等の改善が認められ

る。 

9 

地 域 医

療 確 保

等対策 

医療連携体制推進

事業 

主要事業（脳卒中対策、

糖尿病対策）ごとの医療

連携体制を構築する。 

香川労災病院 

高松・東讃シーム

レスケア研究会 

香川県医師会 

3,253 千円 

（1,271 千円） 
100％ 

脳卒中、糖尿病について、地

域連携クリティカルパスをそれ

ぞれ委託して作成した。 

・脳卒中 

香川労災病院、高松・東讃シ

ームレスケア研究会 

・糖尿病 

香川県医師会 

地域連携クリティカルパスの構築

により、切れ目のない連携と結果

の検証による連携医療の改善、

連携医療に対する患者・家族の

理解が期待できる。 

10 
院内助産所・助産師

外来設備整備事業 

助産師外来の設置に必

要な診察台、胎児診断装

置などの設備を整備 

高松赤十字病院 
3,660 千円 

（1,220 千円） 
１００％ 

助産師外来の設置に必要な

診察台、胎児診断装置などの

設備を整備 

産婦人科医不足への対応が課

題となる中で、お産の場を確保

する対策として助産師外来を整

備することにより、正常な妊娠経

過から分娩、子育て期への継続

したケアが期待できる。 

11 

地 域 医

療 確 保

等対策 

がん診療施設設備

整備事業 

化学療法室の設置に必

要な心電図モニター、輸

液ポンプ、電動ベッドなど

の設備を整備 

総合病院回生病

医 

3,238 千円 

（1,068 千円） 
１００％ 

化学療法室の設置に必要な

心電図モニター、輸液ポンプ、

電動ベッドなどの設備を整備 

化学療法室の整備により、自宅

での生活や普段の社会生活を送

りながら、より快適により安全に安

心して抗がん剤治療を受けられ

る環境が作られた。 



12  
医学的ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

施設設備整備事業 

下肢訓練を必要とする患

者に対応するために平行

棒を整備 

屋島総合病院 
162 千円 

（54 千円） 
１００％ 

下肢訓練を必要とする患者に

対応するために平行棒を整備 

平行棒の整備により、高齢化等

のため増加している下肢訓練を

必要とする方の歩行訓練に対応

できる環境が作られた。 

13 

看 護 職

員 等 確

保対策 

歯科衛生士養成所

初度設備整備事業 

歯科衛生士養成所の整

備に必要な実習モデル・

などの設備を整備 

香川県歯科医師

会 

24,042 千円 

（5,500 千円） 
１００％ 

歯科衛生士養成所の整備に

必要な実習モデル・などの設

備を整備 

歯科衛生士養成所を整備するこ

とにより、修業年限延長への対応

が可能となり、教育内容の充実が

図られ、良質の歯科保健医療を

提供できる歯科衛生士の確保が

期待できる。 

 



香 川 県 

 

１ 

事業名 平成 20 年度医療提供施設等の整備 

根拠法令等 医療提供体制施設整備交付金交付要綱 

 

２ 

事業計画 実施状況 

 
事業分類 事業区分 事業の目的 

施設の名称又は事業

の委託先 

事業の支出状況 

（うち国庫補助金額） 

事業の 

進捗状況 

実施結果 評 価 

1 
医療計画等の推

進に関する事業 

院内助産所・助産

師外来施設整備事

業 

助産師外来の整備により、

地域における安全・安心・

快適なお産の場の確保を

実現 

高松赤十字病院 
1,050 千円 

（288 千円） 
１００％ 助産師外来を整備 

産婦人科医不足への対

応が課題となる中で、お

産の場を確保する対策

として助産師外来を整

備することにより、正常

な妊娠経過から分娩、

子育て期への継続した

ケアが期待できる。 

2 
施設環境等の改

善に関する事業 

看護師勤務環境改

善施設整備事業 

看護師詰め所を改修するこ

とにより、看護職員の勤務

環境を改善し離職防止を図

る 

財団法人大西精神衛

生研究所附属大西病

院 

10,000 千円 

（2,180 千円） 
１００％ 看護師詰め所の改修 

看護職員が働きやすい

環境を整備することによ

り、看護師の離職防止

につながると期待でき

る。 

 




