
第１節 医療関係施設相互の機能分担と連携

１ 地域医療連携の推進

医療の高度化・専門化の進展､ 急速な高齢化や疾病構造の変化､ 県民の健康に対する
関心の高まり､ 医療保険制度の厳しい財政状況など､ 医療を取り巻く環境は大きく変化
しています｡
こうした変化の中で､ 県民がいつでも､ どこでも適切な医療を享受できる体制を確保
するためには､ 病院と病院､ 病院と診療所が有機的に連携し､ 補完しあいながら､ それ
ぞれの機能を発揮することが重要です｡
そのためには､ プライマリ・ケア (注) を担う地域の診療所､ これを支援する役割を

担う地域医療支援病院など二次医療を担う病院､ 高度な医療サービスの提供や高度な医
療技術の開発などの三次医療を担う特定機能病院､ また､ 長期療養を必要とする患者を
対象とする療養病床を持つ医療機関など､ 各医療施設において､ 効率的・効果的な機能
分担と連携を進める必要があります｡

【現状と課題】

１ 本県の医療施設の状況は､ 平成13年10月１日現在で､ 病院が108施設 (17,430床)､
一般診療所が780施設 (3,388床)､ 歯科診療所が428施設となっています｡
２ 県民医療を的確かつ効率的に確保していくためには､ 限られた医療資源を有効に活
用し､ 病院､ 診療所､ 薬局等の医療関係施設間の機能分担と連携を図りつつ､ 住民の
日常的な傷病を対象とする一次医療から､ 比較的専門性の高い外来医療や一般的な入
院医療を対象とする二次医療､ さらに､ 高度､ 特殊､ 専門的な医療を対象とする三次
医療にいたる､ 地域医療のシステム化を推進する必要があります｡
３ 高齢化の進展により､ 慢性疾患や軽度の疾患など､ 必ずしも大病院の診療を必要と
しない患者が増加する一方で､ 医療施設の規模や設備などに対する不安からか､ 大病
院志向が依然として根強くみられます｡ このため､ プライマリ・ケアを担う ｢かかり
つけ医｣ ｢かかりつけ歯科医｣ の普及・定着を推進することが重要です｡
４ 現在のところ､ 地域医療連携室を設置するなど地域連携に積極的に取り組む病院は､
全体の２割程度です｡ また､ かかりつけ医等を支援することなどを役割とする ｢地域
医療支援病院｣ については､ その承認要件として患者紹介率が80％以上であるなど条
件が厳しいことから､ 要件を満たす病院はなく､ その整備が課題となっています｡
５ 平成12年の医療法改正により､ 病院の病床を従来の ｢その他の病床｣ から ｢療養病
床｣ と ｢一般病床｣ のいずれかに区分することとなりました｡ 平成15年９月１日現在
の本県における療養病床の割合は､ 21.4％と全国平均 (27.3％) に比べて低い状況に
あります｡ 今後､ 急性期の治療を行う医療機関と慢性期の治療を行う医療機関との間
で患者を円滑に引き継いで治療していけるよう､ 医療機関相互の連携がこれまで以上
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に必要となります｡

表Ⅱ－１－１－(１) 地域連携の取組状況 (実施病院数)

表Ⅱ－１－１－(２) 療養病床と一般病床の状況 (病院使用許可病床数)

【施策の方向】

１ 一次保健医療圏において､ ｢かかりつけ医｣､ ｢かかりつけ歯科医｣ の普及定着を促
進します｡
２ 二次保健医療圏において､ プライマリ・ケアを支援するとともに､ 地域医療連携の
積極的な推進を図るための仕組みづくりを検討します｡
３ 地域における機能分担と連携を踏まえた療養病床と一般病床の適正配置に努めます｡
４ 地域の中核的役割を果たす病院における地域医療支援病院の整備を促進します｡
５ 地域連携を推進するため､ かがわ遠隔医療ネットワークの普及を促進します｡

【具体的施策】

１ かかりつけ医､ かかりつけ歯科医の普及定着� かかりつけ医､ かかりつけ歯科医を持つことの必要性や意義について､ 地域の関
係機関等の協力を得て､ 県民への普及啓発に努めます｡� 地域におけるプライマリ・ケアの充実を図るため､ 医師会等の協力を得て､ かか
りつけ医､ かかりつけ歯科医を対象とした研修機会の拡大､ 研修内容の充実に努め
ます｡

２ 地域医療連携の仕組みづくり� かがわ救急医療情報ネットワーク等を活用し各医療機関の医療機能情報を関係機
関が共有できるよう努めるなどにより､ 医療機関相互の自主的な地域連携の推進を
支援します｡� 地域の関係機関等の協力を得て､ 患者紹介や施設・設備の開放・共同利用など､
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区 分 大 川 小 豆 高 松 中 讃 三 豊
県 全 体

病院数 実施率
地域医療連携室の設置 1 0 9 6 4 20 18.9
開放病床の設置 0 0 9 3 0 12 11.3
地域への医療機器の開放 0 0 8 4 5 17 16.0

資料�平成15年度香川県医療機能調査､ 平成15年６月１日現在
区 分 大 川 小 豆 高 松 中 讃 三 豊 県全体

一般病床数ａ 640 234 5,186 2,942 1,145 10,147
療養病床数ｂ 289 171 652 972 686 2,770
療養病床率ｂ/ (ａ＋ｂ) 31.1 42.2 11,2 24.8 37.5 21.4

資料�県医務国保課調べ､ 平成15年９月１日現在



地域の医療機関が連携する仕組みづくりを進めます｡
３ 療養病床と一般病床の適正配置
地域の関係機関等の協力を得て､ 地域における機能分担と連携についての認識を深
め､ 療養病床と一般病床の適正配置に努めます｡
４ 地域医療支援病院の整備促進
地域の中核的病院等に対して､ 地域医療機関からの紹介患者に対する医療の提供､
病床､ 高額医療機器の共同利用及び地域の医療従事者の資質向上のための研修など､
地域医療連携の推進を働きかけながら､ 地域医療支援病院が整備されるよう努めます｡
５ かがわ遠隔医療ネットワークの普及促進
ががわ遠隔医療ネットワークを活用して､ 県内の医療水準の一層の向上と迅速で効
率的な医療の提供が図れるよう､ 医師会等の協力を得て､ 各種広報､ 説明会の実施に
努め､ 未参加医療機関に対するネットワークへの参加を促進するなど､ システムの整
備・充実に努めます｡

(注) プライマリ・ケアとは ⇒ 個人や家族に最初に接する保健医療システムで､ 一般的にかかりつけ医､

歯科医がこの役割を担い､ 次の５つの理念に基づき行われることが求められています｡ ①地理的､ 時間

的に容易に受療できること｡ ②予防から治療､ リハビリまでの全科的・全人的医療を提供すること｡ ③

専門医との密接な関係や社会的医療資源の活用を図ること｡ ④患者の生涯を通し､ 健康な時も病気の時

も対応すること｡ ⑤医療内容を確認し､ 患者に十分説明すること｡

２ 在宅医療の推進

寝たきりや痴呆等の在宅療養者の増加に加え､ 患者の生活の質 (ＱＯＬ) を重視する
観点から､ 在宅療養者への総合的な支援を行う在宅ケアの充実が求められています｡
このためには､ かかりつけ医､ かかりつけ歯科医による在宅医療の推進はじめ､ 生活
機能を回復するための機能訓練を基本とした在宅看護・介護等の支援などが必要であり､
在宅医療を核とした保健・医療・福祉の連携体制の整備・充実が重要です｡

【現状と課題】

１ 高齢化の進展や慢性疾患中心の疾病構造への変化により､ 長期にわたる療養や介護
を必要とする高齢者の増加が見込まれています｡
２ 在宅ケアとしては､ かかりつけ医・歯科医による急性期の在宅患者への短期的な対
応である ｢往診｣ のほか､ 近年､ 慢性疾患の患者や介護を要する高齢者への継続的な
対応である ｢訪問診療｣ ｢訪問看護｣ などの医療サービスが行われています｡ また､
平成12年度からは､ 介護保険制度が施行され､ 患者や家族の状況に応じた様々な居宅
サービスの提供体制が推進されています｡
３ 患者・家族が在宅での療養を望み､ その選択ができるためには､ かかりつけ医､ か
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かりつけ歯科医の普及定着や病状急変等に速やかに対応できる支援体制の整備が必要
です｡ また､ 在宅医療と合わせ､ 訪問看護ステーションや居宅サービス事業者等から､
日常の看護や介護サービス等の提供を適切に受けることが必要であり､ 保健・医療・
福祉の連携による在宅ケアの支援体制が求められています｡
４ 在宅療養者等のうち処遇困難な高齢者や障害者等に対し保健・医療・福祉の連携に
よる総合的なサービスを提供するため ｢香川県保健・医療・福祉サービス調整推進事
業｣ (注) を実施しています｡

【施策の方向】

１ 訪問診療や往診において重要な役割を果たすかかりつけ医､ かかりつけ歯科医の普
及定着を図ります｡
２ 地域の医療機関を核とした保健・医療・福祉の連携と総合的なサービスの提供に努
めます｡

【具体的施策】

１ かかりつけ医､ かかりつけ歯科医の普及定着� かかりつけ医､ かかりつけ歯科医を持つことの必要性や意義について､ 地域の関
係機関等の協力を得て､ 県民への普及啓発に努めます｡� 医師会等の協力を得て､ かかりつけ医､ かかりつけ歯科医を対象とした研修機会
の拡大､ 研修内容の充実に努めます｡

２ 在宅医療支援の総合的なサービスの提供� 保健所､ 市町保健センター等において､ 患者やその家族からの医療や福祉等に関
する相談体制の整備・充実を推進し､ 病院や施設から在宅生活に移行する退院・退
所の前に保健福祉関係者等がかかわり､ 医療機関､ 居宅サービス事業者等と連携し
た個々の患者の状態に応じた総合的な在宅サービスの計画・提供が行われるよう努
めます｡� 在宅療養者等のうち処遇困難な高齢者や障害者等の在宅ケアを支援するため､ 香
川県保健・医療・福祉サービス調整推進事業の充実・強化に努めながら､ 関係機関
が連携し総合的な在宅ケア等を推進するための地域ネットワーク体制の整備・拡充
を推進します｡

(注) 香川県保健・医療・福祉サービス調整推進事業とは ⇒ 各保健福祉事務所において管内の行政､ 保健

福祉施設､ 医療施設等の関係者で構成する保健医療福祉サービス調整推進会議を設置しています｡ 会議

では､ 処遇困難な在宅療養者に対し保健・医療・福祉等の関係者の連携強化による個別の支援を行うな

ど､ 在宅ケア等のための地域ネットワーク体制の整備を推進しています｡
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