
第１節 計画作成の趣旨

本県では､ 県民だれもが､ いつでも､ どこでも適切な医療が享受できる体制づくりを進
めるとともに､ 生涯を通じた健康の保持増進から疾病の予防､ 診断､ 治療､ リハビリテー
ションに至る一貫したきめ細やかな保健医療サービスを的確に提供できる保健医療システ
ムの構築を図るため､ 平成元年２月に医療法に基づく ｢香川県保健医療計画｣ を策定し､
その後､ 平成６年３月､ 平成11年３月に計画を見直し､ 本県における保健医療体制の整備
や各種施策の推進に努めてきました｡

しかしながら､ 近年､ 少子高齢化の急速な進展や社会・生活環境の変化に伴う生活習慣
病の増加など疾病構造の著しい変化は､ 県民の健康に対する意識を高め､ 保健医療に対す
るニーズをますます高度化､ 多様化させるとともに､ 地域医療と保健・福祉のあり方に多
大な影響を与えており､ さらに､ 平成12年度からの介護保険制度の導入は､ この傾向に一
層の拍車をかけています｡

本県では､ 平成12年６月に､ 西暦2010年を展望した新しい県政運営の指針である ｢香川
県新世紀基本構想－みどり・うるおい・にぎわい創造プラン｣ を策定し､ それに基づく分
野別の行動計画として､ ｢健やか香川21ヘルスプラン｣､ ｢香川県高齢者保健福祉計画｣､
｢新香川県子育て支援計画｣､ ｢かがわ障害者プラン｣ などを策定するとともに､ 平成14年
度から保健所と福祉事務所の統合を進めるなど､ 保健・医療・福祉が連携した質の高い総
合的なサービスが受けられるよう､ これら提供体制の整備・促進に努めています｡

一方､ 前の医療計画策定後､ 第３次医療法改正 (平成10年４月施行) 及び第４次医療法
改正 (平成13年３月施行) が行われ､ 病床区分が見直されたほか､ 医療計画については､
医療機能を考慮した医療提供体制の確立を目指す具体的な方策を記載することなどとされ
ました｡

このような状況を踏まえながら､ 今般､ ｢第三次香川県保健医療計画｣ の目標年次の到
来に伴い､ 同計画の必要な見直しを行い､ ｢第四次香川県保健医療計画｣ を策定するもの
です｡

なお､ 第４次医療法改正により､ これまで県の保健医療計画と併行して各二次保健医療
圏ごとに作成していた ｢地域保健医療計画｣ に記載する各二次保健医療圏の状況等の多く
が県の保健医療計画への必要的記載事項となり､ 従来の地域保健医療計画と内容が重複す
ることから､ 本計画については､ 保健医療計画と地域保健医療計画を包括した計画とする
こととしました｡
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第２節 計画の基本的方向

本県では､ ｢香川県新世紀基本構想｣ において ｢共助とやすらぎの実現｣ を重点推進プ
ランの一つに掲げ､ 保健・医療・福祉サービスの充実､ 生きがい対策､ 健康づくりなど､
ハード､ ソフト両面にわたり各種の健康福祉施策を総合的に推進しており､ 県民だれもが
健康で生きがいをもち､ 安心して暮らせる社会の実現を目指しています｡
本計画は､ これを基本理念として､ 社会・生活環境に対応した総合的な保健・医療サー
ビスの確立に向け ｢保健・医療の充実｣ を図ることを基本とします｡� 医療提供体制の整備・充実を推進します｡

すべての県民が､ いつでも､ どこでも適切な医療が受けられるよう､ 地域の実情に
即した医療施設の適正な配置を促進し､ 医療施設相互の機能分担と連携を図るととも
に､ へき地医療や救急医療の確保に努めるなど､ 地域医療のシステム化を推進します｡� 生涯を通じた保健医療対策を推進します｡

社会の高齢化が一層進展する中で､ 県民だれもが心身ともに健康で生きがいのある
長寿を享受できる ｢健康長寿かがわの実現｣ を目指し､ 生涯を通じた健康づくりを促
進します｡� 歯科保健医療の充実を図ります｡

歯科保健についての県民の知識と関心を高め､ 生活習慣として実践に移せるよう80
20 (ハチマル・ニイマル) 運動等を通じて普及啓発に努め､ 生涯を通じた歯科保健医
療対策を推進するとともに､ 多様な歯科医療のニーズに対応するための歯科保健医療
体制の整備を図ります｡� 安全で健康的な環境を整備します｡

県民が心豊かに健康で安心して暮らせるよう､ 総合的な医薬品の安全性の確保や血
液の安定供給等を図るとともに､ 食の安全を確保する体制の整備や身近な生活衛生水
準の確保など､ 安全で健康的な社会環境の整備を推進します｡� 保健医療従事者の養成・確保を推進します｡

県民一人ひとりに即したきめ細かい､ また､ より質の高い保健医療サービスの提供
ができるよう､ 医師､ 歯科医師､ 薬剤師､ 看護師をはじめとする保健医療従事者の養
成・確保を推進します｡
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第３節 計画の性格

本計画は次の性格を有しています｡� 医療法第30条の３第１項の規定に基づく医療計画です｡� 県民の高い健康水準の確保を目指し､ 高齢化社会に対応した長期的､ 包括的な保健
医療体制の整備を推進するための基本指針となる計画であり､ 県の保健医療行政運営
の基本となる計画です｡� 市町に対しては､ 保健医療行政の計画的な運営のための指針となり､ また､ 県民及
び関係機関・団体等に対しては､ ともに協力し､ この計画に沿った活発な活動が自主
的に展開されるよう促進するためのものです｡

第４節 計画の期間

この計画の期間は､ 公示した日から５年間とします｡
ただし､ 社会状況の変化や保健医療をめぐる環境の変化などに応じて､ 必要があると認
めるときにはこれを変更するものとします｡

第５節 計画の推進方法

１ 推進のための協力・連携

本計画の推進にあたっては､ 市町や関係機関等はもとより広く県民に対し計画を周知
し､ 県民の理解と協力のもとに､ 県､ 市町､ 関係機関等が相互に連携し､ 総合的に推進
するよう努めます｡
また､ 各施策の実施にあたっては､ 県民の意見の収集・反映に努めながら推進を図る
とともに､ 必要に応じ香川県医療審議会等の場において協議・検討をいただき､ 計画を
適切かつ効果的に推進するよう努めます｡

２ 計画の進行管理

本計画のうち､ 医療法の規定に基づき計画に記載すべき医療提供体制の整備・充実等
についての進行管理は､ その主要施策を次頁に ｢第四次香川県保健医療計画 (医療提供
体制) 整備目標一覧｣ として示し､ 香川県医療審議会等の場に報告し､ 推進方策等につ
いて意見を求めるなど､ 進捗状況を継続的に点検します｡
その他の保健関係の施策については､ ｢健やか香川21ヘルスプラン｣､ ｢香川県高齢者

保健福祉計画｣､ ｢新香川県子育て支援計画｣､ ｢かがわ障害者プラン｣ 等において既に整
備目標とその期間等が定められておりますので､ 各計画の中で進行管理を行います｡
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第四次香川県保健医療計画 (医療提供体制) 整備目標一覧 (№１)

施策 項 目 現 在 整備目標
目 標
年 次

施策掲載
ページ

地
域
医
療
連
携

かかりつけ医 (歯科医) の普及定着
県民への
啓発

県民への
啓発

－ 31～33

地域医療支援病院 － 3病院 平成20年 〃

地域医療連携室の設置 20病院 46病院 平成20年 〃

開放病床の設置 12病院 23病院 平成20年 〃

地域への医療機器の開放 17病院 46病院 平成20年 〃

特

殊

専

門

医

療

地域がん診療拠点病院 1病院 4病院 平成17年 36､ 37

緩和ケア病床 12床 24床 平成20年 36～38

冠動脈疾患集中治療病床
(整備医療圏)

2医療圏 5医療圏 平成20年 36､ 37

脳疾患集中治療病床
(整備医療圏)

－ 3医療圏 平成20年 〃

総合周産期母子医療センター 1病院 2病院 平成20年 38～41

地域周産期母子医療センター
(整備医療圏)

－ 5医療圏 平成20年 〃

新生児集中治療管理室 (ＮＩＣＵ) 18床 24床 平成20年 〃

母体・胎児集中治療管理室
(ＭＦＩＣＵ)

6床 12床 平成20年 〃

第一種感染症指定病床 － 2床 平成20年 102～104

リ
ハ
ビ
リ

医

療

総合リハビリテーション施設
(整備医療圏)

3医療圏 5医療圏 平成20年 44～47

回復期リハビリテーション病棟
(整備医療圏)

3医療圏 5医療圏 平成20年 〃

医
療

安
全 医療事故防止対策の充実

すべての
医療機関

すべての
医療機関

－ 49､ 50



施策 項 目 現 在 整備目標
目 標
年 次

施策掲載
ページ

医

療

安

全

院内感染防止対策の充実
すべての
医療機関

すべての
医療機関

－ 49､ 50

患者相談窓口の設置 29病院 全病院 平成20年 50､ 51

書面を利用したインフォームド・
コンセント

50病院 全病院 平成20年 51～53

クリティカルパスの導入 31病院 全病院 平成20年 〃

カルテの開示 36病院 全病院 平成16年 〃

救

急

医

療

救命救急センター 2病院 3病院 平成20年 56､ 57

夜間初期救急医療体制 (整備医療圏) 1医療圏 2医療圏 平成20年 〃

救急告示医療機関の役割 初期救急
初期救急
二次救急

平成18年 〃

夜間小児救急医療体制 (整備医療圏) 4医療圏 5医療圏 平成20年 63､ 64

小児救急医療電話相談事業 － 実施 平成16年 〃

かがわ救急医療情報センター
(情報提供体制)

無人 有人 平成20年 56､ 57

へ
き
地
医
療

へき地医療支援機構専任医師 1名 2名 平成20年 69､ 70

へき地巡回診療実施地区 5地区 7地区 平成20年 〃

歯
科
医
療

障害者等歯科医療研修 (受講者数) － 90名 平成20年 114､ 115

へき地巡回歯科健診・診療実施地区 1地区 5地区 平成20年 70､116

Ｉ
Ｔ
医
療

電子カルテの導入 3病院 46病院 平成20年 75､ 76

遠隔医療ネットワーク参加医療機関 35施設 100施設 平成20年 76､ 77
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(注) この整備目標中の ｢医療圏｣ は二次保健医療圏 (第３章26ページ参照) を指します｡




