
1

2

国費 県費 事業者 合計

1
救急医療対策事
業

小児救命救急セ
ンター運営事業

小児救命救急センターの運
営を支援することにより、重篤
な小児救急患者の医療の確
保を図る。

四国こどもとおとなの医療
センター

35,162 - 112,921 148,083 100%

小児救命救急センターに
対し、その運営に必要な経
費を補助した。
・小児救命救急センター運
用病床10床
・小児集中治療室専用病床
８床

県内全域の小児救急患者
を、診療科領域を問わず２４
時 間 体 制 で 受 入 れ る こ と
で、小児救急医療の充実が
図られた。

2 〃
救急救命士病院
実習受入促進事
業

医療機関において、救急救
命士の資格を有する救急隊員
の行う心肺蘇生等の救急救命
処置の実習を行うための体制
整備を促進することにより、資
格を有する救急隊員の業務の
高度化と資質の向上を図る。

四国こどもとおとなの医療
センター

286 286 82 654 100%
気管挿管・就業前教育の

実習を行った。

様々な実習を行うことによ
り救急救命士の技術の向上
が図られた。

3 〃
自動体外式除細
動器（ A E D） 普
及啓発事業

ＡＥＤを含む救命処置の県
民等への周知及び設置事業
者等に対する適正管理を啓発
する。

香川県 - - - 0 -

ＡＥＤを含む救命救急講習
会を開催予定であったが、
新型コロナウイルス感染症の
影響で実施せず。

引き続き救命措置講習会
を通じ、ＡＥＤを含む心肺蘇
生の知識などを多くの県民
が習得できるよう努める。

4 〃

救急医療情報セ
ンター（広域災害・
救急医療情報シ
ステム）運営事業

救急医療の関係機関をネッ
トワーク化し、必要な情報の収
集・提供を実施する。

(株)ＮＴＴデータ 7,602 15,205 - 22,807 100%

各消防機関に計53台の携
帯端末を配布し、救急搬送
時に、他の救急搬送の状況
を確認できるようにし、また医
療機関側では事前に傷病者
情報を確認できるよう整備し
ている。

スマートフォン等の活用に
より、傷病者の迅速な救急
搬送や円滑な治療が図られ
た。
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5 〃
救急患者退院
コーディネーター
事業

急性期を脱した救急患者の
円滑な転床・転院を促進す
る。

回生病院、高松赤十字病
院、県立白鳥病院、県立
中央病院、高松市立みん
なの病院

15,637 - 73,190 88,827 100%

地域の実情に精通した救
急 患 者 退 院 コー デ ィ ネー
ターを配置し、急性期を脱し
た救急患者の転床・転院を
円滑に行った。

令和３年度は、転床5,197
人、転院167人であった。

病院内外の調整を行い、
救急医療用病床の有効化
が図られた。

6
周産期医療対策
事業等

周産期医療対策
事業

妊娠、出産から新生児に至
る高度専門的な医療を効果的
に提供する。

香川県 593 1,189 - 1,782 100%

総合周産期母子医療セン
ターにおいて地域従事者研
修会を開催するなど体制整
備に努めた。

総合周産期母子医療セン
ターと地域医療機関等との
連携が図られ、周産期の患
者に対する適切な医療の提
供が行われた。

7 〃
周産期母子医療
センター運営事業

周産期母子医療センターの
運営を支援することにより、妊
娠、出産から新生児に至る高
度専門的な医療を効果的に
提供する。

香川大学医学部附属病
院、四国こどもとおとなの
医療センター、高松赤十
字病院

15,336 - 1,263,803 1,279,139 100%

周産期母子医療センター
の運営を支援し、妊娠、出産
から新生児に至る高度専門
的な医療を効果的に提供し
た。

周産期母子医療センター
の安定した運営に寄与し、
周産期母子医療センターを
中心とした周産期医療体制
の整備が図られた。

8 〃
NICU等長期入院
児支援事業

重症患児の在宅療養支援を
行うことにより、NICU等長期入
院患児の早期退院、在宅療
養を支援する。

四国こどもとおとなの医療
センター、香川大学医学
部附属病院

6,528 - 24,074 30,602 100%

前年度に引き続き重症患
児のための乳幼児レスパイト
事業を実施した。
・専用病床を２床確保
・利用希望登録患者14名

重症患児の在宅療養体制
を整備することにより、長期
入院傾向にあるＮＩＣＵ等入
院患児の早期退院支援が
図れた。

9
看護職員確保対
策事業

助産師出向支援
導入事業

助産師就業の偏在把握や
助産師出向の検討等を行い、
助産師就業の偏在解消、助
産実践能力の向上及び強化
等を図る。

（公社）香川県看護協会 1,809 - - 1,809 100%

　事業の運営・企画を実施す
るための協議会を２回開催。
コーディネーターによる施設
間のマッチング・調整等を実
施し、助産師の出向・受け入
れを行った。
･出向元医療機関：３か所
･受入れ先医療機関:２か所

また、助産師実践能力向
上や院内助産の普及啓発
為、研修会（2回）や事業報
告会（1回）、香川県助産師
出向支援導入事業10周年
記念講演会を行った。

協議会による検討や助産
師出向に関する意向調査等
の実施により、事業実施医
療機関の連携強化が図られ
た。

新型コロナウイルス感染症
の影響により、助産師の出
向・受入れのマッチング数
は減少したが、研修会等の
実施により助産師の実践能
力の向上及び強化が図られ
た。

2 



国費 県費 事業者 合計
事業の目的

施設の名称又は
事業の委託先

事業の支出状況（単位;千円） 事業の
進捗状況

事業計画 実施状況

実施結果 評価
事業分類 事業区分

10 〃
外国人看護師候
補者就労研修支
援事業

経済連携協定（EPA）により、
入国する外国人看護師候補
者の日本語習得及び受入並
びに施設の研修支援体制の
充実を図る

― - - - 0 -

香川県に対し、国からの外
国人看護師候補者の受入れ
要請がなかったため、実施な
し。

国 か らの受入 れ要 請が
あった際に対応できるよう、
引き続き調整を行う。

11
地域医療対策事
業

医療連携体制推
進事業

主要事業（脳卒中、救急）の
医療連携体制を構築する。

香川県、高松・東讃地域
シームレスケア研究会

984 985 - 1,969 100%

　急性心筋梗塞医療連携パ
スの改訂を行うとともに、周
知・啓発等を行った。
　また、脳卒中診療に関わる
多職種を対象とした研究会・
講演会を開催した。

心筋梗塞患者や脳卒中患
者に関る予防から在宅まで
の医療連携体制の向上が
図られた。

12
医療提供体制設
備整備事業

病院群輪番制病
院及び共同利用
型病院設備整備
事業

病院群輪番制に参加してい
る病院等に係る設備整備への
補助を行う。

高松市（屋島総合病院） 7,824 7,824 11,280 26,928 100%
屋島総合病院に、超音波

画像診断装置及び心電図
検査装置を整備した。

病院群輪番制参加病院に
係る機器整備が図られた。

13 〃
地域災害拠点病
院設備整備事業

災害医療支援機能を有し、
24時間対応可能な救急体制
を確保する災害拠点病院とし
て、必要な診療設備等の整備
に対して補助し、災害時の医
療を確保する。

回生病院 881 881 54,338 56,100 100%
　回生病院の全身用Ｘ線ＣＴ
80列装置の整備を補助し
た。

　災害拠点病院として、必要
な診療設備等が整備され、
災害時の医療の確保が図ら
れた。

14 〃
航空搬送拠点臨
時医療施設設備
整備事業

大規模災害時において高松
空港に設置予定のＳＣＵ（航
空搬送拠点臨時医療施設）に
必要な資機材を整備する

香川県 - - - 0 -

　毎年実施している機器の
定期メンテナンスの結果、令
和３年度での機器の更新は
不要と判断し、実施を見送っ
た。

　引き続き機器の定期メンテ
ナンス等を実施し、必要に
応じSCU資機材の更新を実
施する。

15
アスベスト対策事
業

アスベスト除去等
整備促進事業

アスベスト等含有保温材等
が施工されているおそれがあ
る場所を有する病院に対し、
アスベスト含有保温材等の使
用状況等の調査にかかる費用
を補助し、アスベスト等の除去
等の措置を推進する。

高松市民病院塩江分院 231 - - 231 100%
　高松市民病院塩江分院へ
調査に係る費用を補助した。

　アスベスト等の除去等の措
置が推進された。
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国費 県費 事業者 合計

1
施設環境等の改
善に関する事業

アスベスト除去等
整備事業

　アスベスト等のばく露のおそ
れのある場所を有する病院に
対し、アスベスト等の除去、囲
い込み、封じ込め等にかかる
費用を補助する。

医療法人社団光風会三光
病院

111 - 243 354 100%

　医療法人社団光風会三
光病院において、アスベ
ストの封じ込め工事を
行った。

　アスベスト等の除去等の
措置が推進された。

2
施設環境等の改
善に関する事業

医療施設近代化
施設整備事業

　医療施設における患者の療
養環境、医療従事者の職場
環境、衛生環境の改善を図る
ため、医療機関が行う施設整
備事業に要する経費に対して
補助する。

医療法人社団以和貴会い
わき病院

- - - 0 -

　病棟の建替えを検討し
ていたが、令和３年度中
の事業の開始が困難と
なったため、実施を見
送った。

　令和４年度から令和５年度
の２箇年で、事業を実施で
きるよう努める。

3

【令和２年度から
の繰越分】

施設環境等の改
善に関する事業

医療施設浸水対
策事業

　洪水等の発生時においても
必要な医療が受けられる体制
を確保するために、医療機関
が行う浸水対策について、経
費の一部を補助する。

医療法人社団せとうち
クリニック

125 - 2075 2,200 100%
　医療法人社団せとうちクリ
ニックにおいて、止水板の設
置を行った。

　洪水等の発生時において
も、必要な医療が受けられ
る体制の確保が推進され
た。

事業計画 実施状況

実施結果 評価事業の支出状況（千円） 事業の進
捗状況

事業分類 事業区分 事業の目的
施設の名称又は
事業の委託先
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