
第２節 医療施設の整備・充実

１ 機能別医療提供施設の整備・充実

特殊・高度な医療機能については､ 県下全域を範囲とする三次保健医療圏内で､ それ
以外の一般的な医療機能については､ 二次保健医療圏内で､ それぞれ確保できるよう医
療機能を考慮した医療施設の整備・充実が必要です｡

【現状と課題】

１ 県下全域を対象として整備するべき特殊・高度な医療機能については､ 概ね整備さ
れていますが､ これらの機能は､ 高松保健医療圏等に集中している状況にあります｡
２ 一般的な医療機能については､ 各二次保健医療圏において概ね整備されています｡
３ 県民の医療に対するニーズの多様化・高度化に対応できるよう､ 圏内の医療施設の
設備や機能を的確に把握し､ 医療施設の機能分担や連携を推進する必要があります｡
４ 県内病院に占める公的病院等 (注) の割合は､ 施設数で26.4％､ 病床数で47.2％と高
いことから､ 県内医療施設の整備・充実にあたっては､ 公的病院等の役割等を踏まえ
て行うことが重要です｡

表Ⅱ－１－２－(１) 公的病院等の状況 (下段 ( ) は､ 病院数全体に占める割合)

【施策の方向】

１ 医療機能を考慮した医療提供施設の整備・充実に努めます｡
２ 医療機関相互の機能分担と連携による医療機能の整備・充実に努めます｡
３ 地域における公的病院等の役割等を踏まえた医療機能の整備・充実に努めます｡

【具体的施策】

１ 医療機能を考慮した医療提供施設の整備・充実� 県内及び各二次保健医療圏における効率的な医療機能の整備・充実を図るため､
定期的に各医療機関の施設・設備等医療機能に関する調査を行い､ 整備の必要性等
を検討し､ 必要な医療機能の整備・充実の促進に努めます｡� 施設､ 設備整備に対する国の補助制度を活用し､ 地域で不足している医療機能の
整備に努めます｡
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区 分 大 川 小 豆 高 松 中 讃 三 豊 県全体

公的病院等の数
3

(42.9)
2

(50.0)
13

(31.0)
7

(18.9)
3

(18.8)
28

(26.4)

公的病院等病床数
726
(61.0)

326
(55.0)

4,461
(59.6)

1,690
(29.5)

868
(40.0)

8,071
(47.2)
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２ 医療機関相互の機能分担と連携による医療機能の整備・充実
医療機能情報を関係医療機関等に提供し医療機関相互の自主的な機能分担と連携を
支援することにより､ 地域における効率的な医療機能の整備・充実を図ります｡
３ 公的病院等の役割等を踏まえた医療機能の整備・連携
各保健医療圏に求められる医療機能等の整備については､ 公的病院等の役割やあり
方を踏まえ､ 民間病院と連携して医療機能を効率的・効果的に発揮できるような連携
体制の整備に努めます｡
なお､ 県立病院 (中央病院､ 丸亀病院､ 津田病院､ 白鳥病院､ がん検診センター)
については､ 現在､ 外部の専門家による県立病院経営改善評価委員会等の場で､ 地域
における医療提供体制の状況等を踏まえた県立病院としてのあり方や経営健全化につ
いての検討を行っています｡ 今後､ その検討結果を基に､ 県立病院としてふさわしい
体制の確立に取り組みます｡

(注) 公的病院等とは ⇒ この保健医療計画での公的病院等とは､ 次の者が開設する病院を指します｡ 国､

国の外郭団体､ 地方公共団体､ 国民健康保険組合､ 日本赤十字社､ 社会福祉法人恩賜財団済生会､ 厚生

農業協同組合連合会

２ 特殊・専門的医療提供体制の整備� 三大生活習慣病 (がん・心疾患・脳血管疾患) 医療体制

全国と同様に本県でも､ 死亡原因の上位は､ 悪性新生物 (がん)､ 心疾患､ 脳血管
疾患の順となっており､ この三大生活習慣病が死因の約６割を占めています｡ これら
の疾患については､ 生活習慣の改善による予防対策を推進するとともに､ 患者の状況
に応じた適切な医療を提供する体制の整備が必要です｡

【現状と課題】

１ 地域がん診療拠点病院の整備
二次保健医療圏を基本として全人的な質の高いがん医療の提供体制を確保するため､
地域がん診療拠点病院の整備を進めています｡
地域がん診療拠点病院の指定は､ 県の推薦に基づき厚生労働大臣が行います｡ 本県
では､ 三豊保健医療圏域で三豊総合病院が指定を受けており､ 今後､ その他の圏域で
の早期の整備が求められています｡
２ 心疾患・脳血管疾患患者の救急医療
脳卒中､ 心筋梗塞等の救急患者については､ 速やかに専門医療を受けることが重要
です｡ 本県では､ ２か所の救命救急センターが24時間体制で対応していますが､ さら
に､ 救急患者の受入体制の充実強化に努める必要があります｡
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３ 心疾患・脳血管疾患患者のリハビリ医療
発症後の患者の回復状況に応じたリハビリテーションが必要であり､ 本県では､ 平
成14年度から ｢地域リハビリテーション支援体制整備推進事業｣ を実施しています｡
(44ページ；リハビリテーション医療体制参照)
４ 心疾患・脳血管疾患患者の在宅医療
寝たきりになる可能性の高い脳卒中患者について､ 退院後も保健・医療・福祉の適
切なサービスを受けられるよう ｢脳卒中情報システム事業｣ (注) を実施しています｡

【施策の方向】

１ 地域がん診療拠点病院の整備充実を図り､ 日常の生活圏域の中で､ 質の高い医療が
受けられる体制の確保に努めます｡
２ 心疾患・脳血管疾患患者の救急医療からリハビリ､ 在宅医療までの体系的な整備に
努めます｡

【具体的施策】

１ 地域がん診療拠点病院の整備による地域がん医療の充実
すべての二次保健医療圏 (医療圏内に適当な病院がない場合は､ 隣接する医療圏)
において､ 早期に地域がん診療拠点病院が指定されるよう関係医療機関に働きかけ､
拠点病院を核として各地域で以下の充実が図れるよう努めます｡� 緩和ケア医療を含めたがん医療の充実� 地域のがん診療に携わる医師等に対する研修の充実� 地域の医療機関及び患者からの相談体制の充実� その他がん診療に関する各種情報の収集・提供体制の充実

２ 心疾患・脳血管疾患の体系的な医療体制の整備� 心疾患・脳血管疾患患者の救急医療
関係医療機関の理解を得て､ 冠動脈疾患集中治療病床､ 脳疾患集中治療病床など
の各保健医療圏での適正な配置を促進し､ 各疾患発生時に適切な救急医療が提供さ
れるよう体制の整備に努めます｡� 医療機関相互の連携によるリハビリ､ 在宅医療の充実
心疾患・脳血管疾患患者の初期医療を担う救急救命センター等の救急医療施設と
回復期のリハビリ医療を担う医療施設との連携を促進し､ 発病後早期のうちから患
者が質の高い医療を確保できるよう努めます｡ また､ 退院後も保健・医療・福祉の
適切なサービスを受けられるよう脳卒中情報システム事業の充実に努めます｡

(注) 脳卒中情報システム事業とは ⇒ 医療機関からの情報により､ 脳卒中患者を早期に把握し､ 適切な県

や市町村の保健福祉サービスが受けられるよう体制を整備し､ 脳卒中の再発及び寝たきりの防止を図る

ことを目的とする事業です｡
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� 終末期医療 (ターミナルケア) 体制

末期状態のがん患者等に対しては､ 単なる延命治療ではなく､ 患者の身体的苦痛や
精神的不安をできる限り取り除き､ 質の高い生活を維持しながら人生を全うできるよ
うに配慮した終末期医療 (ターミナルケア) を行う体制の整備を図ることが重要です｡

【現状と課題】

１ ターミナルケアを担う緩和ケア病床の整備が進められており､ 現在､ 全国に117施
設 (2,229床) が設置されており､ 本県では､ 三豊総合病院に12床の緩和ケア病床が
設置されています｡
２ 平成14年度から､ 緩和ケアに係る専従のチームによる診察を促進するため､ 診療報
酬に緩和ケア診療加算が新設されており､ 県内医療機関での取組みが求められていま
す｡
３ 質の高い生活を維持するためには､ 在宅でのターミナルケアを支えるため､ かかり
つけ医等による医学的管理に加え､ 患者やその家族に対する保健､ 福祉の各種サービ
スを提供することが必要です｡

【施策の方向】

１ ターミナルケアを行う医療機関の整備を促進します｡
２ 在宅ターミナルケアの支援体制の整備を促進します｡

【具体的施策】

１ ターミナルケアを行う医療機関の整備・促進
地域がん診療拠点病院の指定にあたっては緩和ケア病棟､ 又は緩和ケア診療の整備
を条件とし､ 各医療圏域での緩和ケア医療体制の整備を促進します｡
また､ 拠点病院を核として､ 緩和ケアを推進する医療従事者の養成及び研修を行い､
地域における緩和ケア医療の充実に努めます｡
２ 在宅ターミナルケアの支援体制の整備・促進
かかりつけ医等による医学的管理に加えて､ 介護や患者とその家族に対するサポー
トなど多岐にわたる支援が不可欠であることから､ 地域がん診療拠点病院を核とした､
地域における支援体制づくりの促進に努めます｡� 周産期医療体制

少子化が進行する中､ 子どもを安心して生み育てられる環境づくりのため､ 妊娠､
出産から新生児期に至る高度専門的な医療を効果的に提供する総合的な周産期医療
(注１) 体制を整備することが重要です｡
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【現状と課題】

１ 医療技術の進歩により新生児死亡率 (注２) ・周産期死亡率 (注３) は低下していま
すが､ 一方で出産年齢の高齢化による低出生体重児 (注４) の増加や不妊治療の普及
による複産 (多胎妊娠) の増加の可能性など､ 周産期医療の重要性はむしろ増大して
います｡ (図Ⅱ－１－２－(１) 参照)

２ これに対し､ 医療機関における周産期医療体制については､ 人員配置や検査能力の
較差があり､ また､ 平日と夜間・休日の較差が大きいこと､ 未熟児等への対応能力の
向上や母子の救急搬送体制の充実が必要であることなどの課題があります｡
３ 本県の周産期医療については､ 医療機関での新生児集中治療管理室 (ＮＩＣＵ)
(注５)や母体・胎児集中治療管理室 (ＭＦＩＣＵ) (注６) などの施設整備及び医療スタッ
フのマンパワーが十分ではなく､ また､ 地域の産科及び小児科と周産期医療を実施す
る医療機関との搬送体制システムなどの連携や情報の伝達が必ずしも十分ではなく､
これら医療機関をネットワーク化した全県的な周産期医療体制についての整備が必要
です｡
４ 周産期医療体制の基本的な方向としては､ 香川県周産期保健医療検討委員会報告書
(平成13年６月) において､ 周産期医療の中核施設として１又は２か所の総合周産期
母子医療センター (注７) を整備するとともに､ 現在ある周産期施設の一部を複数の
地域周産期母子医療センター (注８) として整備することとしています｡
本県では､ 平成15年12月に国立療養所香川小児病院を総合周産期母子医療センター
に指定しています｡

図Ⅱ－１－２－(１) 新生児死亡率､ 周産期死亡率､ 低出生体重児の出生数の推移
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【施策の方向】

１ 総合的な周産期医療体制の整備を図ります｡
２ 医療機関における周産期医療施設の整備促進を図ります｡
３ 周産期医療に関する情報ネットワークの整備を図ります｡

図Ⅱ－１－２－(２) 周産期医療体制イメージ図

【具体的施策】

１ 総合的な周産期医療体制の整備 (図Ⅱ－１－２－(２) 参照)� 24時間体制で母体が危険な妊産婦や低出生体重児に高度な周産期医療を提供する
ために､ 既存の総合周産期母子医療センターの充実を図るとともに､ もう１か所の
総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターの整備について検討し､
周産期母子医療センターの適切な整備を図ります｡� 産科等を有する地域の医療機関と総合周産期母子医療センターや地域周産期母子
医療センターとの緊密な連携を図り､ 母体搬送が迅速にできる体制の整備を図りま
す｡� ハイリスク妊婦等に対するこころのケアが重要であることから､ 周産期医療機関
と連携して､ 保健所等の訪問指導による未熟児等への早期支援と母親へのこころの
ケアに努めるなど､ 継続的な看護体制の充実を図ります｡� 総合周産期母子医療センターにおいて､ 地域の医療機関等の医師､ 助産師､ 看護
師等に対し､ 周産期医療に必要な専門的・基礎的知識､ 技術等を習得させるための
研修を行います｡
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２ 医療機関における周産期医療施設の整備促進
周産期医療機関の機能に応じた適切な医療が供給されるよう､ 医療機関の協力を得
て､ ＮＩＣＵやＭＦＩＣＵ等の施設の整備促進に努めます｡
３ 周産期医療情報ネットワークの整備
総合周産期母子医療センターを中心として､ 空床情報等の提供をはじめ､ 患者情報
の転送や治療の指導等を行える周産期医療情報ネットワークについて､ かがわ救急医
療情報ネットワーク等を活用し整備します｡

(注１) 周産期医療とは ⇒ 周産期とは､ 妊娠満22週から生後１週未満までの期間をいう｡ この期間は､ 母

子ともに異常を生じやすく､ 突発的な緊急事態に備えて､ 産科・小児科双方からの一貫した総合的な

医療体制が必要であることから､ 特に周産期医療と表現されている｡

(注２) 新生児死亡率とは ⇒ 生後４週未満の乳児死亡の出生千人当たりの割合である｡

(注３) 周産期死亡率とは ⇒ 妊娠満22週以後の死産に生後１週未満の早期新生児死亡を加えた周産期死亡

の出産 (生産＋死産) 千人当たりの割合である｡

(注４) 低出生体重児とは ⇒ 出生時の体重が2,500�未満の児をいう｡
(注５) 新生児集中治療管理室 (ＮＩＣＵ) とは ⇒ 身体の機能が未熟なまま生まれた児や､ 先天性の障害

などにより集中治療を必要とする新生児のために､ 保育器､ 人工呼吸器､ 微量輸血ポンプ､ 呼吸循環

モニター､ 経皮酸素分圧モニターなどの機器を備え､ 主として新生児を専門とするスタッフが24時間

体制で治療を行う場である｡

(注６) 母体・胎児集中治療管理室 (ＭＦＩＣＵ) とは ⇒ 重症妊娠中毒症､ 合併症妊娠､ 胎児異常等､ 母

体または胎児におけるハイリスク妊娠に対応するため､ 分娩監視装置､ 呼吸循環モニター､ 超音波診

断装置､ 人工呼吸器などの機器を備え､ 主として産科のスタッフが24時間体制で治療を行う場である｡

(注７) 総合周産期母子医療センターとは ⇒ 国の周産期医療対策事業実施要綱に定められた周産期母子医

療センターであって､ 原則として三次医療圏に１か所整備するものと定められている｡ 病床数は､ Ｎ

ＩＣＵ病床が９床以上､ ＭＦＩＣＵ病床が６床以上と定められている｡

(注８) 地域周産期母子医療センターとは ⇒ 国の周産期医療対策事業実施要綱に定められた周産期母子医

療センターであって､ 総合周産期母子医療センター１か所に対して数か所の割合で設けるものとし､

一つ又は複数の二次医療圏に１か所ないし必要に応じそれ以上設けることが望ましいと定められてい

る｡� 臓器移植医療体制等

重い心臓病や腎臓病などの患者にとって､ 臓器移植は有効な治療法です｡ 平成９年
10月に ｢臓器の移植に関する法律｣ (臓器移植法) が施行され､ 脳死下での臓器 (心
臓､ 肺､ 肝臓､ 腎臓､ 膵臓､ 小腸及び眼球) の移植が可能となりました｡ 臓器移植が
円滑に行われるためには､ 広く県民に対して ｢臓器提供意思表示カード｣ 等の普及を
図るなど､ 普及啓発活動が重要です｡
また､ 慢性骨髄性白血病､ 急性白血病などの病気に侵された骨髄幹細胞を健康なも
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のと入れ替えるための骨髄移植や臍帯血移植についても､ その促進を図ることが重要
です｡

【現状と課題】

１ 臓器移植について� 他の臓器に比べて一番移植希望者の多い腎臓の県内の移植希望者は､ 平成15年３
月末現在で152人となっていますが､ 臓器移植法施行後､ 心停止後の臓器提供によ
る腎臓移植が減少傾向にあります｡� 県内のほとんどの腎臓移植は､ 他県からの提供に頼っている状況です｡ 平成14年
１月に､ レシピエント (移植希望者) 選択基準が見直され､ 同じ県内の移植希望者
が優先されることとなり､ 腎臓移植を取り巻く状況はより厳しくなっており､ 臓器
移植の環境整備の取組みが一層強く求められています｡� 本県においても､ �香川いのちのリレー財団に臓器移植コーディネーター (注１)

を配置し､ 県民や医療従事者への臓器移植についての普及啓発を進める一方､ 関係
機関との連絡調整や臓器移植ワーキンググループ (注２) の設置､ また､ 院内コー
ディネーター (注３) の委嘱を行う等､ 臓器移植体制の整備充実を図っています｡� 眼球については､ �香川県眼球銀行により眼球の提供登録やあっせんが行われて
いますが､ さらに眼球提供についての普及啓発活動の積極的な推進を図る必要があ
ります｡

２ 骨髄移植について� 骨髄移植は､ 白血病､ 再生不良性貧血､ 先天性免疫不全症などの血液難病に対す
る有効な治療法です｡ しかし､ 骨髄移植は患者と骨髄提供者 (ドナー) の白血球の
型 (ＨＬＡ型) が一致しなければ行えません｡ 数百人から数万人に１人しか白血球
の型が一致しないことから､ 一人でも多くの方にドナー登録をしてもらうために､�骨髄移植推進財団が中心となり､ 骨髄バンク事業を行っています｡� 平成15年３月末現在で､ 本県におけるドナー登録者は1,074人､ 全国では168,413
人となっています｡ 今後､ ドナー登録者数30万人の目標に向けてさらに普及啓発活
動を強力に展開し､ 提供登録者の増加と骨髄移植の一層の推進を図る必要がありま
す｡

３ 臍帯血移植について
出産後のへその緒や胎盤に含まれている臍帯血を用いる臍帯血移植については､ 骨
髄移植を補完するものとして､ 今後推進整備を図る必要があります｡ なお､ 臍帯血移
植は､ 中国四国臍帯血バンクにより行われており､ 県内では香川大学医学部附属病院
で移植ができます｡
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【施策の方向】

１ 臓器移植体制の整備充実を図ります｡
２ 骨髄移植体制の充実強化を図ります｡
３ 臍帯血移植の推進に努めます

【具体的施策】

１ 臓器移植体制の整備充実� ｢臓器提供意思表示カード｣ を有効に配布するとともに､ 各種の広報活動や臓器
移植コーディネーターによる出張講座などを通して知識の普及に努め､ 脳死又は心
停止後の臓器提供について､ 意思表示カードや家族の意思に基づいた､ 円滑な臓器
提供が行われる環境整備を図ります｡� 臓器移植ワーキンググループ会議の開催により臓器提供の問題点や対策を検討し､
院内コーディネーターを中心とした関係機関との情報交換等の連絡調整により､ 臓
器移植体制の強化に努めます｡

２ 骨髄移植体制の充実強化�骨髄移植推進財団や香川県赤十字血液センターと連携を図りながら､ 骨髄ドナー
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登録会 (献血併行型骨髄ドナー登録会 (注４) を含む) を開催するなど登録者の確保
を図ります｡
３ 臍帯血移植の推進
中国四国臍帯血バンク等関係機関との連携を深めながら､ 臍帯血移植の推進に努め
ます｡

(注１) 臓器移植コーディネーターとは ⇒ 県民や医療従事者に対して臓器移植に関する普及啓発活動を行

い､ 臓器提供発生時には臓器移植のあっせん業務を行う人物｡

(注２) 臓器移植ワーキンググループとは ⇒ 関係医療機関 (臓器提供・移植施設､ 二次救急医療機関等)

の移植医・救急部門の医師・看護師､ いのちのリレー財団等で構成し､ 臓器移植にかかわる医療従事

者の臓器移植に対する認識を強めるため､ 臓器移植をめぐる問題について相互に情報提供・検討を行

う組織｡

(注３) 院内コーディネーターとは ⇒ 医療機関において臓器移植に関する普及啓発や連絡調整の中心とな

る医療従事者を知事から委嘱し､ 院内医療従事者の臓器移植に対する認識を深め､ 臓器提供発生時の

適切な対応を促す人物｡

(注４) 献血併行型骨髄ドナー登録会とは ⇒ 骨髄ドナー登録を献血会場で同時に行うこと｡ 登録者への針

刺しが余分にかからないため負担が少ないなどのメリットがある｡

３ リハビリテーション医療体制

脳疾患や交通事故等による障害発生時においては､ 患者の症状が許す限り速やかにリ
ハビリテーションを開始することが､ 早期の機能回復や二次的機能障害の防止に結びつ
きます｡ また､ その後の患者の回復状況に応じたリハビリテーションを地域医療機関等
が連携し提供することにより､ 高齢者が寝たきり状態になることを防止することが重要
です｡

【現状と課題】

１ リハビリテーション
リハビリテーションは､ 患者の症状 (急性期､ 回復期､ 維持期､ 予防期) に応じた
各期において､ 適切に行うことが効果的であり､ 主に急性期､ 回復期のリハビリテー
ションは医療保険で医療機関にて､ 維持期のリハビリテーションは介護保険制度で通
所・訪問リハ等として､ また､ 維持期・予防期のリハビリテーションは老人保健法の
市町における機能訓練事業として行われています｡
２ 地域リハビリテーション支援体制
患者の状況に応じた各期におけるリハビリテーション事業が適切かつ円滑に提供さ
れるよう平成14年度から ｢地域リハビリテーション支援体制整備推進事業｣ を実施し､
次のとおり体系的な支援体制の強化に努めています｡(図Ⅱ－１－２－ (３) 参照)
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� 保健・医療・福祉の関係者で構成される ｢香川県リハビリテーション協議会｣ を
設置し､ 医療機関と保健､ 福祉の担当機関との円滑な連携確保のための指針を作成
しています｡� 県身体障害者総合リハビリテーションセンターを県の中核施設として ｢県支援セ
ンター｣ に指定し､ 各二次保健医療圏に１か所指定している ｢地域支援センター｣
に対して､ 人的支援､ リハビリテーション技術の研修､ 地域における実施体制等の
調査・研究を実施することとしています｡� 各二次保健医療圏の ｢地域支援センター｣ を拠点とし､ 地域における関係機関の
役割分担や人材育成､ 相談体制の連携強化等を図り､ 地域に密着したリハビリテー
ションが提供できるネットワークづくりに努めることとしています｡� 地域リハビリテーション支援体制の整備には､ 高齢者等に対するリハビリテーショ
ン効果を高めるため､ 歯科医師と連携のもと歯科健康診査を推進し､ 専門的口腔ケ
ア (図Ⅱ－３－２ (115ページ) 参照) の充実を図ることが必要です｡

３ リハビリテーション医療体制
診療報酬上の施設基準として総合リハビリテーション施設､ 回復期リハビリテーショ
ン病棟の基準を満たす病院は､ それぞれ６施設ありますが､ 大川及び小豆保健医療圏
では未整備の状況です｡
また､ 病院の約半数の51施設に専用の理学療法室が整備され､ 約３分の２の70施設
に理学療法士が配置されており､ 一般的なリハビリテーション医療については､ 各保
健医療圏において整備されていると認められます｡

【施策の方向】

１ 地域リハビリテーション支援体制の充実強化に努めます｡
２ 急性期､ 回復期リハビリテーション医療施設の整備促進に努めます｡
３ リハビリテーション従事者の確保と資質の向上に努めます｡

表Ⅱ－１－２－(２) 病院におけるリハビリテーションの状況 (単位�病院数)
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区 分 大 川 小 豆 高 松 中 讃 三 豊 県全体

施設基準
総合リハ施設 0 0 1 3 2 6

回復期リハ病棟 0 0 3 1 2 6

専用室

理学療法室 6 0 23 13 9 51

作業療法室 4 1 9 8 5 27

言語聴覚室 1 0 8 3 4 16

職員配置

理学療法士 7 3 30 19 11 70

作業療法士 5 2 15 14 8 44

言語聴覚士 3 0 10 5 6 24

資料�平成15年度香川県医療機能調査



【具体的施策】

１ 地域リハビリテーション支援体制の推進
一次保健医療圏では住民に身近な地域のかかりつけ医を中心としたリハビリテーショ
ン､ 二次保健医療圏では専門機関による急性期・回復期のリハビリテーション､ 三次
保健医療圏では特殊・高度なリハビリテーションを行えるよう ｢地域リハビリテーショ
ン支援体制整備推進事業｣ の推進に努めます｡
２ 急性期､ 回復期リハビリテーション医療施設等の整備促進
急性期から回復期リハビリテーションへの円滑な移行が行われるよう､ すべての二
次保健医療圏において総合リハビリテーション施設､ 回復期リハビリテーション病棟
などの施設基準を満たす病院の整備に努めます｡
３ リハビリテーション従事者の確保と資質の向上
リハビリテーション体制を推進するためには､ 理学療法士､ 作業療法士､ 言語聴覚
士などの専門職員を確保する必要があります｡ このため､ 関係養成機関との連携を密
にし､ 養成確保に努めるとともに､ 技術の高度化・専門化に対応できるよう研修への
参加を進めるなど､ その資質の向上に努めます｡ また､ 言語聴覚士養成機関の県内に
おける設置を促進します｡
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図Ⅱ－１－２－(３) 香川県地域リハビリテーション支援体制図
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