
Ⅰ 地域の特性

圏域は､ 内海町､ 土庄町､ 池田町の３町で構成されており､ 面積は､ 県全体の9.1％
を占めています｡
圏域の人口は､ 県全体の3.5％を占め､ 平成７年の国勢調査時に比べ､ 平成12年の国

勢調査では2,760人減少しています｡
高齢化率 (65歳以上人口の割合) は､ 県平均を8.6ポイント上回っており､ 圏域別で

は最も高くなっています｡
出生率 (人口千人対) は､ 県平均を3.0ポイント下回っており､ 圏域別では最も低く

なっています｡
死亡率 (人口千人対) は､ 県平均を3.9ポイント上回っており､ 圏域別では最も高く

なっています｡

【圏域の概要】
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区 分

面 積
(km２)

人 口
(人)

高齢化率
(％)

出 生 率
(千対)

死 亡 率
(千対)

圏 域 169.96 35,254 30.6 6.3 13.2

香 川 県 1,875.92 1,021,698 22.0 9.3 9.3

(注) 人口は平成14年10月１日現在､ その他は平成14年中｡



Ⅱ 医療提供体制の整備

【現状と課題】

１ 医療施設等の状況� 医療施設の状況
人口10万人に対する施設数等をみると､ 病院数は県平均を少し上回っていますが､
一般と療養を合わせた病床数は､ 県平均を少し下回っています｡ 一般診療所及び歯
科診療所の施設数は､ 県内医療圏では最も下位にあります｡

【医療施設等の状況】 (上段�実数､ 下段�人口10万対)
� 医療機能の状況
疾病分類別の医療機能については､ 特殊・高度な手術等の実施状況は､ 県全体の
平均実施件数を下回っており､ 高松保健医療圏等に依存していることが推測されま
す｡
医療機器の保有状況については､ ＣＴ､ ＭＲＩ､ 超音波診断装置､ ファイバース
コープ等の主要な医療機器は､ 複数の医療機関が保有しており､ 概ね圏域内で整備
されていますが､ 特殊・高度な医療機器の整備については､ 他の保健医療圏と比べ
低い状況にあると認められます｡� 地域医療連携の状況
地域医療機関に病床及び医療機器を開放したり､ 地域医療連携室を設置している
病院はないことから､ 今後､ 地域連携の推進が必要です｡

２ 救急医療体制� 初期救急
休日昼間について､ 地元町及び小豆郡医師会が主体となって､ 在宅当番医制で､
救急患者を受け入れています｡
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区 分 病院数

使用許可病床数 (病院)
一般診
療所数

歯科診
療所数一 般 療 養

一 般
＋
療 養

精 神 結 核 感染症

圏 域
4 234 171 405 184 10 4 17 10

11.2 671.6 490.8 1,162.4 511.1 27.8 11.1 47.7 28.0

香川県
108 10,147 2,770 12,917 4,128 210 18 780 428

10.6 994.4 271.5 1,265.9 403.9 20.5 1.8 76.3 41.9

全 国
9,239 － － 1,266,532 357,385 20,847 2,033 94,019 64,297

7.3 － － 995.0 280.8 16.4 1.6 73.9 50.5

(注) 本県の一般病床及び療養病床は平成15年９月１日現在 (県医務国保課調)､ その他は ｢平成13年医療施設
(動態) 調査｣ 厚生労働省



� 二次救急
毎夜間について､ ２病院 (内海病院､ 土庄中央病院) が輪番制で､ 入院等が必要
な救急患者を受け入れています｡ また､ 医療機関からの申出により､ 休日夜間の救
急患者を積極的に受け入れる救急告示医療機関は､ ３病院が認定されています｡� 三次救急
当圏域には､ 三次救急医療機関はなく､ 離島であることから､ 三次救急の患者に
ついては､ 島外への早急な搬送体制を整備することが必要です｡
昼間は､ ドクターヘリを活用し患者を搬送することができますが､ 特に､ この運
行が困難な夜間については､ 海上保安庁巡視艇､ 海上タクシー等の船舶による搬送
に頼るしかない状況です｡� 小児救急
内海病院と土庄中央病院がオンコール体制等により､ 救急患者を受け入れていま
すが､ 小児科医師の負担が大きくなっており､ 安定した小児救急医療体制の整備を
図ることが必要です｡

３ へき地医療体制
圏域には､ 無医地区等が３地区､ 無歯科医地区が１地区あります｡ 無医地区等のう
ち､ 内海町田浦地区､ 土庄町大部地区 (準) については､ へき地医療拠点病院による
巡回診療が実施されています｡� 無医地区等の状況� へき地診療所の概要

【施策の方向】

１ 医療施設等の整備・充実
当圏域で､ 急性期の患者の医療を主として行うための一般病床を整備しているのは､
内海病院及び土庄中央病院の２施設だけです｡ 今後の医療機能の整備・充実にあたっ
ては､ ２病院が互いに機能を分担しながら推進できるような体制の促進に努めます｡
２ 地域医療連携の促進
地域の中核となる公的病院への地域医療連携室の設置を図り､ 地域医療機関との連
携を促進します｡
３ 小児救急医療体制の整備
夜間における安定した小児救急医療体制を整備するため､ 小児科専門医の確保の支
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区 分 地 区 名

無 医 地 区
内海町田浦地区､ 土庄町大部地区 (準)
池田町蒲野・神ノ浦地区 (準)

無 歯 科 医 地 区 池田町吉野・蒲野・神ノ浦地区

所 在 地 診療所名 開設者 診 療 日 診 療 科

内海町福田 福田診療所 町 月～金 内科､ 外科
土庄町豊島 永松医院 個人 月～土 内科､ 小児科

資料� ｢無医地区等調査｣ 平成11年６月厚生労働省



援に努めるとともに､ 一般内科医が小児救急に対応できるよう､ かがわ遠隔医療ネッ
トワーク等を活用した小児科専門医との連携や研修の実施等について､ 関係機関と協
議・検討します｡
４ へき地医療支援� へき地診療所については､ へき地医療拠点病院との連携や､ かがわ遠隔医療ネッ
トワークの活用を図り､ 診療機能の強化を促進します｡� 無医地区については､ 引き続き巡回診療の実施に努めるとともに､ 無歯科医地区
については､ 関係市､ 歯科医師会等と連携し､ 巡回歯科健診の実施について検討し
ます｡
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Ⅲ 健康づくりの推進

１ 健康づくり対策

【現状と課題】

１ 健やか香川21ヘルスプランの普及推進
圏域においてはライフスタイルの変化や高齢化の進展に伴い､ 生活習慣病､ 特にが
んによる死亡数が増加傾向にあります｡ また､ 全国平均と比較して小児の肥満割合が
高く､ 成人も肥満者が多い傾向がみられました｡ ｢栄養・運動・休養｣ のバランスの
とれた生活習慣の定着を推進するため地域で自主的活動を展開していますが､ 各種教
室への参加等健康づくりを実践する人が固定化しており､ ヘルスプランの普及啓発と
環境整備によるヘルスプロモーションの推進が課題です｡
２ 禁煙・分煙対策の推進
健康増進法に受動喫煙の防止に関する努力義務が盛り込まれましたが､ 圏域におい
ては喫煙対策への関心が低い傾向にあり､ 喫煙の害に関する正しい知識の普及啓発に
よる禁煙・分煙の推進が課題です｡ また､ 若い女性の喫煙率が増加しており､ 妊娠届
時に喫煙している妊婦に対する禁煙指導や乳幼児の受動喫煙防止の呼びかけを続けて
いく必要があります｡

【施策の方向】

１ 健やか香川21ヘルスプランの普及推進
小児期から生活習慣病予防に取り組むため､ 平成９年度より小学生を対象に肥満改
善教室を開催するとともに､ 幼児やその母親にも対象を広げ生活慣習病予防に取り組
んでいます｡ また､ 学校保健と連携して､ 中・高校生を対象に健康教室を開催しヘル
スサポーターを育成しており､ 今後も10代の若者に自らの健康に関心と責任をもつ意
識啓発を行っていきます｡ また､ 健康づくり事業連絡協議会において､ 健やか香川21
ヘルスプランの総合的な推進を目標に地域､ 職域､ 学校保健の連絡調整や相互理解､
協力体制を整えるとともに､ 栄養成分表示､ ヘルシーオーダーの提供等を実践する健
康づくり協力店を推進し､ 健康増進に向けた環境整備に努めます｡
２ 禁煙・分煙対策の推進
多数の者が利用する圏域内施設の管理者に対して､ 受動喫煙に関する知識の普及と
防止措置の推進を目的に実態調査等を実施し､ 地域の禁煙・分煙対策を推進します｡
妊婦の喫煙率を減らすとともに乳幼児等の受動喫煙による健康被害を防止するため､
母子保健や青少年健全育成等事業において知識の普及啓発を図り､ 禁煙推進を継続し
ます｡
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２ 高齢者の健康づくり対策

【現状と課題】

小豆三町の高齢化率 (平成14年10月１日現在) は内海町30.9％､ 土庄町29.2％､ 池
田町34.2％であり､ 各町とも県平均 (22.0％) を上回り､ その内容は高齢者のみの世
帯が多く､ 一人暮らしの高齢者も増加傾向にあります｡ 介護保険制度による圏域の要
介護・要支援認定者数 (平成15年３月31日現在) は1,463名 (65歳以上) であり､ 老
年人口当たりの認定者出現率は13.4％です｡ 今後､ 後期高齢者の増加に伴い､ 要介護
認定者数の増加と介護度の高い者の増加が予想され､ 介護予防事業の推進と高齢者の
生きがいづくりが課題となっています｡

【施策の方向】

１ 介護予防の推進
後遺症により生活の質の低下をもたらす重大な生活習慣病を予防するため老人保

健事業等健診の継続や一次予防の推進､ 転倒予防､ 痴呆予防などの教室､ 地域リハビ
リテーション事業などについて社会資源を活用し推進していきます｡
２ 高齢者の生きがいづくりの促進
高齢者のひきこもりを防止するため､ 高齢者が利用しやすい身近な憩いの場等の整
備を促進します｡

３ 母と子の健康づくり対策

【現状と課題】

様々な理由から育児困難な状況にある家庭の存在が顕在化しており､ 虐待に発展す
る可能性について関係機関からの相談が増える傾向にあります｡ 虐待事例の関係者会
や虐待予防の取組みを推進するため､ 関係機関の連携協力体制を強化する必要があり
ます｡ また､ 発達の遅れがある子どもの専門療育機関が遠隔地にあり継続的な利用が
困難なため､ 島内での早期療育・訓練が課題となっています｡

【施策の方向】

１ 児童虐待防止ネットワークの整備
子育て支援に重点をおいた母子保健事業や愛育会等地区組織活動への支援を実施し
ます｡ 乳幼児健診等を通して虐待の早期発見や予防に努めるとともに､ 虐待とその予
備軍に対して､ 子ども女性相談センターや学校､ 幼稚園､ 保育所､ 青少年育成センター､
町､ 児童委員など関係者が必要に応じてケース検討会を開催できるようネットワーク
を形成し､ 関係機関が連携して家族の抱える問題解決に向けて支援します｡
２ 地域療育の推進
発達の遅れや障害について早期発見・早期療育を島内で受けられるよう､ 島外の専
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門機関から協力を得てスタートした発達支援・相談センター ｢すくすく教室｣ を充実
させるなど､ 島内で障害児が受けられるサービスの新設・拡大を図っていきます｡

４ 歯の健康づくり対策

【現状と課題】

圏域の平成14年度の幼児むし歯保有率は､ １歳６か月児健康診査4.1％､ ３歳児健
康診査52.5％です｡ 各々改善傾向にあるものの３歳児のむし歯保有率は依然高率です｡
また､ 障害児の歯科治療は高度の技術と設備が必要であり､ 島内での専門医療が課題
です｡
歯科領域に問題のある高齢者に対し､ 訪問歯科診療や保健指導を実施するなど口腔
の自己管理能力を向上させるよう支援体制の整備が求められています｡

【施策の方向】

１ 母子歯科保健事業の充実
乳幼児歯科検診等においてフッ素塗布やブラッシング指導を強化するとともに､ 妊
娠中から歯科衛生に関する意識啓発に努めます｡ 障害児歯科診療の充実のため､ 定期
的な巡回診療班の派遣を図ります｡
２ 8020運動の推進
高齢者の健全なかむ機能維持を目的に､ 訪問歯科診療や歯周疾患検診を推進すると
ともに､ 離島への巡回診療班の派遣等､ へき地歯科保健対策の実施に努めます｡

５ こころの健康づくり対策

【現状と課題】

社会環境の複雑化・多様化に伴い､ 思春期の子どもたちの健康なこころの発達がそ
こなわれており､ いじめ・不登校・摂食障害・ひきこもり等の問題が顕在化・長期化
しています｡ 圏域には思春期の専門医療機関等の社会資源が乏しく､ 増加傾向にある
思春期の諸問題に対し専門相談の確保やこころの健康づくりに関する普及啓発が急務
です｡

【施策の方向】

１ 思春期保健対策の推進
月１回の思春期相談事業や家族教室等を引き続き継続し､ よりきめ細かな支援を行
うため､ 今後さらに専門相談や関係者会を充実させ問題解決に努めます｡
２ こころの健康づくりの普及啓発
こころの健康に関するライフステージごとの課題について､ その普及啓発に努めま
す｡ また､ 身近な人のこころの変化に気を配り､ 声かけをするなど､ こころの健康保
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持に努める気運を高めるとともに､ こころを開放できる居場所づくりなども推進して
いきます｡

６ 難病対策

【現状と課題】

特定疾患研究事業の対象者は､ 平成14年度は約220名であり､ そのうち神経難病が
約26％を占めています｡ 圏域には専門の医療機関がないため､ 島外への通院治療の継
続が負担となっています｡ 在宅患者の高齢化や疾病の重症化等の課題に対し､ 専門医
と主治医の連携など保健・医療・福祉の連携による在宅支援の充実が求められていま
す｡

【施策の方向】

専門医を含む療養支援チームによる医療相談・訪問診療・訪問相談事業・関係者会
等地域における在宅療養支援の総合的な推進に努めます｡

● ●

�������

160




