
第４節 多様な保健医療対策の推進

１ 難病などの対策

原因が不明で､ かつ治療方法が確立していない､ いわゆる難病は､ 治療が極めて困難
であり､ 長期にわたる療養を要することから､ 保健・医療・福祉が連携した患者とその
家族に対する支援が求められています｡
そこで､ 難病のうち特定の疾患について､ 特定疾患治療研究事業を実施しています｡
また､ 原爆被爆者に対し､ 高齢化に対応した対策を充実することが必要です｡

【現状と課題】

１ 近年､ 特定疾患患者は増加傾向にあり､ 高齢患者も増加していることから､ 保健・
医療・福祉が連携した総合的対策の推進が必要です｡
２ 市町と連携し保健所による訪問相談事業､ 医療相談事業等を実施し､ 地域における
在宅ケアの推進を図っています｡
３ 早期治療と経済的負担の軽減を図るため､ 特定疾患治療研究事業として､ 51疾患
(国指定45疾患､ 県単独指定６疾患､ 平成15年７月現在) (表Ⅱ－２－４－(１) 参照) の医
療費の自己負担の軽減を図っています｡
４ 小児慢性特定疾患治療研究事業として､ 18歳未満の児童を対象に10疾患 (表Ⅱ－２－

４－(２) 参照) について､ 医療費の自己負担の軽減を図っています｡ (一部疾病につい
ては､ 20歳未満まで延長することができます｡)
５ 原爆被爆者の高齢化も進み､ 介護保険制度とも合わせた対策の充実を図ることが必
要です｡

【施策の方向】

１ 難病患者のもつ様々なニーズに対応したきめ細かな相談支援体制の整備に努めます｡
２ 地域における難病患者等の日常生活の支援体制の充実に努めます｡
３ 原爆被爆者に対する健康診断の実施など援護対策の実施に努めます｡

【具体的施策】

１ きめ細かな相談支援体制の整備
難病患者・家族等の療養上､ 生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに､ 電話
や面談等による相談､ 患者会などの交流促進､ 就労支援など､ 難病患者のもつ様々な
ニーズに対応したきめ細かな相談支援が行えるよう ｢香川県難病相談支援ネットワー
ク事業｣ の推進に努めます｡
２ 難病患者等の日常生活の支援体制の充実
地域における難病患者等の日常生活を支援することにより､ 難病患者等の自立と社
会参加を促進するため､ 市町における難病患者等居宅生活支援事業 (ホームヘルプサー
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ビス事業､ 短期入所事業､ 日常生活用具給付事業) などの整備､ 充実を図ります｡
３ 原爆被爆者に対する援護対策の実施
原爆被爆者に対して､ 国の行う医療の給付とともに､ 健康診断の実施､ 手当ての支
給など援護対策の実施に努めます｡

表Ⅱ－２－４－(１) 特定疾患治療研究事業の対象疾患

● ●

��� ���������������

94

区分 疾患
番号 疾 患 名 適 用 期 日

国

指

定

疾

患

１
２
３
４
５
６

ベーチェット病
多発性硬化症
重症筋無力症
全身性エリテマトーデス
スモン
再生不良性貧血

昭和48年４月１日

７
８
９
10

サルコイドーシス
筋萎縮性側索硬化症
強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎
特発性血小板減少性紫斑病

昭和49年10月１日

11
12
13
14
15

結節性動脈周囲炎
潰瘍性大腸炎
大動脈炎症候群
ビュルガー病
天疱瘡

昭和50年10月１日

16
17
18

脊髄小脳変性症
クローン病
難治性の肝炎のうち劇症肝炎

昭和51年10月１日

19 悪性関節リウマチ 昭和52年10月１日

20 パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺､ 大脳皮質
基底核変性症､ パーキンソン病)

平成15年10月１日 (パーキンソン病につ
いては昭和53年10月１日)

21 アミロイドーシス 昭和54年10月１日
22 後縦靭帯骨化症 昭和56年２月１日
23 ハンチントン病 昭和56年10月１日
24 モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症) 昭和57年10月１日
25 ウェゲナー肉芽腫症 昭和59年１月１日
26 特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症 昭和60年１月１日

27 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症､ オリーブ橋小脳変性
症､ シャイ・ドレーガー症候群)

平成15年10月１日 (オリーブ橋小脳変性
症は昭和51年10月１日､ シャイ・ドレー
ガー症候群は昭和61年１月１日)

28 表皮水疱症 (接合部型及び栄養障害型) 昭和62年１月１日
29 膿疱性乾癬 昭和63年１月１日
30 広範脊柱管狭窄症 昭和64年１月１日
31 原発性胆汁性肝硬変 平成２年１月１日
32 重症急性膵炎 平成３年１月１日
33 特発性大腿骨頭壊死症 平成４年１月１日
34 混合性結合組織病 平成５年１月１日
35 原発性免疫不全症候群 平成６年１月１日
36 特発性間質性肺炎 平成７年１月１日
37 網膜色素変性症 平成８年１月１日

38 プリオン病 平成14年６月１日 (クロイツフェルト・
ヤコブ病は平成９年１月１日)

39 原発性肺高血圧症 平成10年１月１日
40 神経線維腫症 平成10年５月１日
41
42
43

亜急性硬化性全脳炎
バッド・キアリ (Budd-Chiari) 症候群
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)

平成10年12月１日

44 ライソゾーム病 平成13年５月１日 (ファブリー病につい
ては平成11年４月１日)

45 副腎白質ジストロフィー 平成12年４月１日



表Ⅱ－２－４－(２) 小児慢性特定疾患治療研究事業

○ 対象疾患

※ 対象疾病に含まれる具体的な疾病名については､ 厚生省児童家庭局母子衛生課長通
知 (昭和62年７月９日児母衛第22号) ｢小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾病に
ついて｣ の別紙 ｢小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾病一覧｣ の定めるところによ
る｡
○ 対象年齢
治療研究の対象となる者は､ 18歳未満の児童とする｡ ただし､ 悪性新生物・慢性腎
疾患・ぜんそく・慢性心疾患・内分泌疾患のうち成長ホルモン分泌不全性低身長症
(下垂体性小人症) ・膠原病・先天性代謝異常のうち軟骨異栄養症及び血友病等血液
疾患については､ 20歳未満まで延長することができる｡
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区分 疾患
番号 疾 患 名 適 用 期 日

県
単
独
指
定
疾
患

１ ネフローゼ症候群 (成人) 昭和53年７月１日
２ 慢性腎炎 (腎機能不全) (成人) 昭和54年６月１日
３ メニエール病 昭和55年６月１日
４ 突発性難聴 昭和57年６月１日
５ 進行性筋ジストロフィー症 昭和58年６月１日
６ 橋本病 昭和60年６月１日

対 象 疾 病 治 療 研 究 期 間 摘 要

悪 性 新 生 物 原則として１年以内とする｡ 入院及び通院

慢 性 腎 疾 患 原則として１年以内とする｡
(ただし､ １か月以上の入院を必要とす
るものに限る｡)

入院のみぜ ん そ く

慢 性 心 疾 患

内 分 泌 疾 患 原則として１年以内とする｡ 入院及び通院

膠 原 病
原則として１年以内とする｡
(ただし､ １か月以上の入院を必要とす
るものに限る｡)

入院のみ
ただし別に定めをすると
きは通院をも対象とする
ことができる

糖 尿 病

原則として１年以内とする｡ 入院及び通院先 天 性 代 謝 異 常

血友病等血液疾患

神 経 ・ 筋 疾 患
原則として１年以内とする｡
(ただし､ １か月以上の入院を必要とす
るものに限る｡)

入院のみ
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２ 心身障害児・者対策

障害のある人が､ 障害のない人とともに､ 地域社会の中で暮らし､ 社会に参画してい
くために､ 障害の特性を十分に踏まえた保健医療対策を充実していくことが重要です｡

【現状と課題】

１ 平成14年度末で､ 県内の身体障害者手帳所持者は44,691人であり､ 肢体不自由､ 内
部障害が増加する傾向にあるほか､ 65歳以上の人の率は､ 61.5％となっています｡ ま
た､ 療育手帳所持者は4,879人となっています｡
２ 障害による影響を軽減するためには､ 障害の早期発見や傷病治療の継続のほかリハ
ビリテーションにより､ 心身機能の維持・回復に努めることが肝要です｡ しかし､ 障
害のある人が心身の状態が不安定のまま放置されると､ さらに二次障害を引き起こす
などにより障害が重複・重度化する場合が見られます｡
このため､ 保健・医療だけでなく福祉と連携を密にして障害児・者への援助などの
取組みが重要となります｡

図Ⅱ－２－４－(１) 身体障害者数 (身体障害者手帳交付者数) の推移

(障害別)

(程度別)
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平成４年度
(37,275人)

平成９年度
(40,124人)

平成14年度
(44,691人)

肢体 内部 視覚
音声言語

聴覚

20,587 5,824 5,004 5,497

363

413

5,3034,4138,31121,684

457

4,9404,10211,50523,687

7,446 6,386 6,475 7,762 4,485 4,721

9,119 6,690 7,385 8,642 3,958 4,330

11,372 7,252 8,199 10,560 3,432 3,876

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
平成４年度
(37,275人)

平成９年度
(40,124人)

平成14年度
(44,691人)



表Ⅱ－２－４－(３) 年齢別 (身体障害者) (平成14年度末現在 単位�人)
図Ⅱ－２－４－(２) 知的障害児・者 (療育手帳交付数) の推移

表Ⅱ－２－４－(４) 年齢別知的障害者 (各年度末現在 単位�人)
【施策の方向】

１ 心身障害の発生予防並びに早期発見による障害の軽減を図り､ 周産期､ 乳幼児期を
はじめとする各ライフステージにおける医療対策の充実を図ります｡
２ 障害児・者の地域生活や自立の支援のために､ 保健・医療・福祉・教育・労働等各
分野の連携を進めるとともに､ 地域リハビリテーションなど保健・医療及び福祉での
取組みの充実を図ります｡
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平成４年度
(3,565人)

平成９年度
(4,218人)

平成14年度
(4,879人)

視 覚 聴 覚 音声言語 肢 体 内 部 合 計

18歳未満 41 125 39 537 151 893

18歳以上65歳未満 1,368 1,275 234 9,407 4,028 16,312

65歳以上 2,693 3,540 184 13,743 7,326 27,486

計 4,102 4,940 457 23,687 11,505 44,691� Ａ � Ｂ

745 1,008 1,276 536

1,494

1,611

1,154

1,283

846

981

724

1,004

程 度 Ａ Ａ Ｂ Ｂ 合 計

年 度 ４ 14 ４ 14 ４ 14 ４ 14 ４ 14

18歳未満 206 197 232 296 301 310 130 240 869 1,043

18～65歳未満 524 744 706 845 933 1,165 399 746 2,562 3,500

65歳以上 15 40 70 142 42 136 7 18 134 336

計 745 981 1,008 1,283 1,276 1,611 536 1,004 3,565 4,879



【具体的施策】

１ 障害の発生予防� 周産期における対策
未熟児等での出生を予防するための母性保護に関する知識及び妊婦の健康意識な
どの向上に資するよう努め､ 障害の原因となる疾病への対応として､ 周産期医療に
関する関係機関のネットワークを構築し､ 適切な医療サービスが提供できるように
努めます｡� 脳血管疾患の予防対策
身体の機能障害が残る脳血管疾患・生活習慣病等の予防のため､ 健康教室､ 健康
診査の充実や指導の強化を推進するとともに退院患者の連絡など医療機関との連携
に努めます｡

２ 早期対応による発達支援の推進� 早期発見により可能な限り早期に支援を開始するため､ 市町が行う乳幼児健康診
査に対する支援を行うとともに､ 先天性代謝異常等検査を継続し､ 早期治療の指導
等のほか早期療育につなげます｡� 発達に不安がある子どもについては､ 障害児・者地域療育等支援事業の実施､ 児
童デイサービスの療育､ 保健所母子保健連絡調整会議の運営等により､ 療育にかか
わる保健・医療・福祉・教育等の地域の関係機関が連携し､ 日常的な生活支援や発
達支援のための相談に応じ､ 具体的な支援につなげるとともに､ 香川型の発達支援・
地域支援システムを検討します｡

３ 医療� リハビリテーション等の推進
脳卒中､ 事故等による傷病の治療後における障害状態の軽減や機能回復､ 障害児・
者の心身機能の低下や障害状態の悪化防止 (二次障害の予防) 等を目指し､ 専門的
なリハビリテーションから身近なものまで地域において適切なリハビリテーション
が提供されるよう､ 地域リハビリテーション体制の構築を推進します｡� 育成医療・更生医療・特定疾患治療研究事業等の継続
心身に障害のある児・者や慢性疾患児・者に対する育成医療・更生医療・特定疾
患治療研究事業等の公費負担制度を継続するとともに､ 障害者の医療費負担の軽減
を図るため､ 重度の心身障害児・者に対し医療費自己負担分の給付を行います｡� 在宅障害児・者の医療確保
在宅の心身障害児・者の疾病の予防及び治療のため､ 地域の医療機関などでの受
診しやすい体制について検討を進めるとともに､ 地域における歯科診療体制の整備
を推進します｡ さらに､ 地域での生活がしやすくなるように､ 地域生活支援システ
ムの推進に努めます｡
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４ 自立支援� 機能訓練事業の充実を図ります｡� 通所による作業活動・生活訓練施設､ グループホームなどの整備・充実を促進し
ます｡� 障害児・者の利用しやすい施設等､ 環境の整備をはじめ障害者の自立と社会経済
活動への参加の促進に努めます｡

３ 精神保健福祉対策

社会環境の急速な変化に伴うストレスの増大などにより､ こころの健康問題は年齢や
立場を問わず深刻化しており､ こころの健康づくりをはじめとして､ 相談支援体制の整
備､ 適切な精神医療の確保など､ 精神保健福祉施策はますます重要になっています｡
また障害者の施策が地域を中心としたケアへと移行する中､ 平成14年度からは市町に
おいて精神障害者の在宅福祉サービスが実施されており､ 今後さらに精神障害者の自立
と社会参加の促進を図るため､ 社会復帰施設の整備などとともに､ 関係機関や関係者が
連携して地域での支援体制を整備することが求められています｡

【現状と課題】

１ ここ数年､ 精神科病院の入院数は横ばいからやや減少傾向で､ 平成14年度末は3,717
人ですが､ 精神障害者通院医療費公費負担制度の利用者は年々増加しており､ 平成14
年度末は5,798人です｡ こころの健康問題を持つ人が増えていることがうかがわれ､
こころの健康づくりやこころの健康問題の予防､ 早期発見・早期治療が重要となって
います｡
２ 精神障害者が､ 安心して地域で日常生活を送るために､ 在宅支援体制の充実・強化
が必要です｡
３ 本県では精神科を標榜する医療機関は､ 平成15年９月１日現在50施設あり､ そのう
ち精神病床を有する病院は21施設 (4,080床) です｡ 入院中の精神障害者の人権に配
慮した適切な医療の確保と､ 条件が整えば退院可能な状態にある精神障害者の社会復
帰への支援施策が必要です｡

表Ⅱ－２－４－(５) 入院患者の年次推移 (各年度とも６月30日現在)

● ●99

年度
入院形態

８ 10 12 14 15

患者数 構成割合(％) 患者数 構成割合(％) 患者数 構成割合(％) 患者数 構成割合(％) 患者数 構成割合(％)

措 置 入 院 18 0.5 6 0.2 5 0.1 4 0.1 6 0.2

医療保護入院 752 19.0 610 15.7 662 17.6 628 16.5 573 15.3

任 意 入 院 3,144 79.3 3,227 83.3 3,093 82.2 3,164 83.4 3,172 84.5

そ の 他 49 1.2 31 0.8 2 0.1 0 0.0 1 0.0

計 3,963 100.0 3,874 100.0 3,762 100.0 3,796 100.0 3,752 100.0



図Ⅱ－２－４－(３) 通院医療費公費負担患者数
(各年度末現在)

【施策の方向】

１ 県民のこころの健康づくりを推進するとともに､ 相談体制の整備に努めます｡
２ 精神障害者の自立と社会参加を促進するため､ 支援体制の充実を図ります｡
３ 適切な医療提供体制の確保に努めます｡

【具体的施策】

１ こころの健康づくりの推進と相談体制の整備� 精神保健福祉センター､ 保健所､ 市町等を中心に､ こころの健康づくりに関する
各種の普及啓発活動を推進します｡� 各ライフステージにおけるこころの健康問題やうつ病､ アルコール関連問題など､
多様なこころの悩みに対応するため､ 関係機関と連携を図り､ 気軽に相談できるよ
うな相談体制の整備に努めます｡

２ 精神障害者の自立と社会参加の促進� 精神障害者の地域での暮らしを支えるために､ 相談機能の充実や在宅福祉サービ
スの普及とともに､ 保健・医療・福祉・民間団体等の関係者のネットワーク化の推
進を図ります｡� 精神障害者の就労や社会的自立を図るため､ 社会適応訓練事業を推進します｡� 精神障害者が安心して地域で日常生活を送るために､ 精神科救急医療システムの
整備を進めます｡� 精神障害者が地域で様々な活動に参加できるよう､ 自助グループや精神保健ボラ
ンティアグループ等の活動支援に努めます｡� 退院可能な状態にある精神障害者の地域生活への移行を促進するための基盤づく
りを推進します｡

３ 適切な医療提供体制の確保
精神科病院の機能分化や療養環境の改善､ 開放処遇の促進等を通じて､ 精神障害者
の人権に配慮した適切な医療の確保に努めます｡
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４ 結核・感染症対策� 結核対策

かつて ｢国民病｣ と言われた結核も平成９年までは年々減少していましたが､ 平成
10年､ 11年と逆に増加に転じたことにより国が平成12年に ｢結核緊急事態宣言｣ を発
令しました｡ これにより､ 平成12年から再び減少に転じていますが､ 今でも年間３万
５千人余りの新規患者が発生するわが国最大の感染症です｡ 県民一人ひとりが結核の
正しい知識を身につけ､ 今後､ 気を緩めることなく適正な予防対策・医療を推進する
必要があります｡

【現状と課題】

１ 国民病と言われた結核も各種予防対策の推進や医療技術の進歩により､ めざましい
改善が図られ､ 昭和20年代の高まん延期と比べると､ 現在の結核り患者数は､ 15分の
１､ 登録患者数は60分の１に減少しています｡
２ 平成14年の香川県における新規患者数は271人で､ 人口10万人当たりの新規患者発
生数は26.5人で全国平均の状態です｡
３ 結核がなかなか減少しないことの要因は､ 人口の高齢化､ り患率地域格差､ 集団感
染の増加､ 多剤耐性菌の出現などです｡
４ 厚生労働省では､ これまでの集団的､ 一律的な予防対策から､ ハイリスクグループ
を中心とした予防対策へ方向転換しようとしているところですが､ まず､ 平成15年４
月から､ 学校でのツ反・ＢＣＧ接種が廃止され､ 個別対応に変更されました｡
５ 高齢者の発病する割合が増え､ 新規患者全体の７割を占めている現状を考え､ その
対策を推進する必要があります｡
６ 精神性疾患や老人性痴呆を合併した結核患者に対する入院病室の確保を図り適正な
医療を推進する必要があります｡
７ 感染の拡大を防止するため､ 接触者健診など定期外健康診断を積極的に実施してい
く必要があります｡
８ 患者自身の人権への配慮と周囲の者の ｢感染から守られる｣ 権利の重要性の両立が
求められています｡

【施策の方向】

１ 早期発見・早期治療を目指し､ 普及啓発活動の充実強化を図ります｡
２ 家族検診等の定期外健康診断を強化して､ 感染の拡大防止を図ります｡
３ 学校､ 事業所､ 病院､ 福祉施設等での集団感染の拡大防止を図ります｡
４ 精神性疾患や老人性痴呆を合併した結核患者の医療体制の確保を図ります｡
５ 検診等の精度管理､ 教育・研修の拡充強化及び適正医療の普及を図ります｡
６ 結核予防体制及び患者管理の充実強化を図ります｡
７ 人権に配慮した患者支援を行います｡

● ●101



【具体的施策】

１ 普及啓発活動の充実強化� 結核患者の高齢化を踏まえて､ 高齢者に対する講習会の開催などにより､ 早期発
見・早期受診が図れるよう啓発活動を行います｡� 学校でのＢＣＧ接種が廃止されたことに伴い､ 乳幼児期のＢＣＧ接種の重要性が
増しました｡ 小児結核は重症化しやすいので､ 乳幼児期に必ず受けるよう周知しま
す｡� 適正医療の普及に努めます｡

２ ｢定期外健康診断ガイドライン｣ の徹底を図り､ 感染の拡大を未然に防止に努めます｡
３ 検診等による早期発見で学校､ 事業所､ 病院､ 福祉施設等での集団感染の拡大防止
に努めます｡
４ 精神性疾患や老人性痴呆を合併した結核患者入院可能病院の整備・充実に努めます｡
５ 検診従事者､ 医療従事者に対する研修等を実施し､ 結核対策の推進に必要な医療関
係者の資質向上を図るとともに､ 検診精度の向上及び結核医療の基準に沿った薬剤の
適正な使用など､ 適正医療に努める｡
６ 結核予防体制及び患者管理の充実強化� 結核発生動向調査システムを有効活用し､ 結核患者の発生状況を迅速かつ適確に
把握し､ 結核予防体制の充実に努めます｡� 管理検診､ 保健指導等による患者管理の充実強化を図ります｡

７ 人権に配慮した患者支援
患者自身の人権への配慮をしながらＤＯＴＳ (服薬を直接確認する短期療法) によ
る患者支援を行い､ 治療の脱落防止を図ります｡� 感染症対策

近年､ 感染症を取り巻く状況は､ ＳＡＲＳ (注１)､ ウエストナイル熱､ エボラ出血
熱やエイズ等の新興感染症､ マラリア等の再興感染症の出現､ 医学・医療の進歩､ 公
衆衛生水準の向上､ 国際交流の活発化等により著しく変化しています｡ ＳＡＲＳなど
の未知の感染症の発生時やエボラ出血熱等の致死率が高い感染症が発生した場合の感
染拡大の防止や､ 良質で適切な医療の提供が図れるよう､ 感染症対策を積極的に推進
する必要があります｡

【現状と課題】

１ 感染症対策においては､ 基本的には感染症が発生してから防疫措置を講ずるといっ
た事後型の対応となるが､ 感染症発生動向調査体制を強化するなど､ 普段から感染症
の流行状況を把握し､ 感染症の発生・拡大を防止していく事前対応型の行政に転換し
ていく必要があります｡
２ エイズについては､ 既に世界的な広がりを見せており､ 日本でも特に若者の間で確
実に感染者が増えている状況です｡ 正しい知識の普及啓発､ 相談・検査体制の充実､
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診療体制の整備及び感染者・患者に対するカウンセリング体制の整備等についてさら
に強力に推進していく必要があります｡
３ 予防接種率の向上を図り､ 麻しん等の感染症のまん延を防止するため､ 平成15年４
月１日から､ 県内において､ 居住地外でも定期予防接種 (注２) が受けられる体制を
整備しました｡
４ インフルエンザは､ 特に高齢者や子供を中心とした人々の健康と生命にかかわり､
その防止は社会的に重要な課題です｡

図Ⅱ－２－４－(４) 感染症発生動向調査事業の概要

【施策の方向】

１ 感染症の発生時の防疫体制の強化と医療体制の整備を図ります｡
２ エイズについての正しい知識の普及・啓発､ 検査・相談体制の整備等について一層
の充実を図ります｡
３ 広域予防接種システムを一層強化し､ 麻しん､ インフルエンザ等の予防接種率の向
上を図ります｡
４ 感染症の発生状況や予防法に関する情報の周知を図ります｡

【具体的施策】

１ 感染症患者発生に備えた十分な病床数の確保� ＳＡＲＳ患者等が安心して入院できる体制を整備するため､ 空気感染を防ぐこと
ができる十分な病床数の確保に努めます｡� １類感染症 (注３)・新感染症患者発生時に良質で適切な医療を提供するため､ 第
一種感染症指定医療機関 (注４) の指定に努めます｡

２ エイズ予防対策の充実� 感染者等の人権に配慮しながら､ 保健所等におけるエイズに関する相談・検査体
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制の強化及びエイズの診療体制の充実に努めます｡� エイズに対する正しい知識の普及・啓発を通じ､ 感染予防に努めます｡
３ 広域予防接種システムの強化
居住地外での定期予防接種を希望する者が､ より安心して､ 簡易に受けられる体制
を整備することで､ 予防接種率の向上を図り､ 麻しん等重篤な感染症のまん延の防止
に努めます｡
４ インフルエンザ予防体制の強化� 患者数を迅速に把握し､ 流行期のまん延拡大防止対策として報道機関・インター
ネットを通じた情報提供に努めます｡� インフルエンザ対策会議の開催により関係機関による総合的対策を実施し､ ワク
チンの確保等に努めます｡

(注１) ＳＡＲＳとは ⇒ 重症急性呼吸器症候群の略で､ 平成15年に世界的に流行した１類感染症｡

(注２) 定期予防接種とは ⇒ 予防接種法に基づいて市町村が公費負担で実施する予防接種｡

(注３) １類感染症とは ⇒ ｢感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律｣ (以後､ 感染症法

という｡) で感染症が１～５類に分類されており､ １類感染症とは感染力や罹患した場合の症状が最

も重篤な感染症 (エボラ出血熱等) のこと｡

(注４) 第一種感染症指定医療機関とは ⇒ 感染症法により､ 新感染症及び１類感染症患者を入院させる医

療機関のことで､ 都道府県知事が指定することになっている｡

● ●

��� ���������������

104

平成15年～16年冬場のＳＡＲＳ対策

○ ＳＡＲＳ受診対応10病院・入院可能４病院 (最大22床) の確保

●●１白鳥病院 ②内海病院 ●●３高松赤十字病院 ④高松市民病院 ⑤県立中央病院

⑥屋島総合病院 ⑦香川大学医学部付属病院 ⑧国立善通寺病院

●●９国立療養所香川小児病院 ●●10三豊総合病院 (白抜数字 入院可能病院)

○ 相談体制の確保

①小豆総合事務所 ②東讃保健福祉事務所 ③中讃保健所坂出支所

④中讃保健所 ⑤中讃保健所琴平支所 ⑥西讃保健福祉事務所

⑦薬務感染症対策課

○ 県・市町広報誌による啓発

○ ＳＡＲＳ医療機関等に対する研修会の開催

○ ＳＡＲＳ対策合同訓練の実施



� ハンセン病対策

ハンセン病は､ らい菌によって発病する感染症ですが､ その感染力は極めて弱いも
のです｡ また､ かつては､ 遺伝する病気と誤って考えられたことがあります｡ このた
め､ 患者・元患者やその家族は､ 長い間､ このような誤解や偏見により､ 精神的苦痛
を強いられており､ ハンセン病についての正しい知識の普及啓発と患者等に対する支
援が必要です｡

【現状と課題】

１ 平成８年の ｢らい予防法｣ 廃止､ 平成13年の熊本地裁判決を受けて､ 補償金の支給
に関する法律の制定､ 退所者給付金制度の創設など､ 解決にむけて前進しています｡
２ 社会復帰しやすい条件は整ってきましたが､ 入所者は､ 平均年齢が76歳と高齢化し
ており､ 社会復帰が難しい状況になっています｡
３ 社会に残る偏見・差別が完全に払拭されたわけではありません｡

【施策の方向】

１ 正しい知識の普及啓発活動の充実強化を図ります｡
２ ハンセン病療養所入所者の福利厚生の充実を図ります｡

【具体的施策】

１ 正しく知ってもらうための普及啓発活動の充実強化� リーフレットや広報媒体によって正しい知識の周知を行います｡� 啓発パネル展や入所者作品展を行います｡� 回顧録を活用した啓発を行います｡� 地域住民と入所者の交流会を実施します｡
２ ハンセン病療養所入所者の福利厚生の充実� 郷里に帰れない入所者のために里帰り事業や郷土名産品の送付などを行います｡� ハンセン病の専用電話で､ 相談を受けます｡� 社会復帰支援のため､ 療養所退所者に対する医療・介護費の助成を行います｡
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