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第３節 保健・医療を適切に受けられる体制づくり

１ 保健医療体制及び連携体制の整備

現状
○管内の医療機関は平成 29年 10月 1日現在，病院 8施設，一般診療所 23施設，歯科診療
所 20施設である。

○人口 10万人当たりの病院数は，国・県平均を上回っているが，一般診療所数は，国平均
を上回り，県平均を下回っている。歯科診療所数は，国・県平均を下回っている。

○人口 10万人当たりの病床数は，病院，一般診療所ともに，国・県平均を上回っている。
○患者の大病院・専門医指向などにより，症状に関係なく大病院への受診傾向がある。
○多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療及び介護・福祉サービスの提供体制の構
築が求められている。

○地域連携クリティカルパス(*1)は，脳卒中，急性心筋梗塞，肺がんなどの分野において
既に運用が始まっているが，一部の医療機関に留まっている。

○医療機関の連携状況は，管内においては県立三好病院が，共同利用型病院(*2)として病
院の開放化を行っている。
○県立三好病院・市立三野病院・町立半田病院の間で診療科間の相互応援及び医療情報の
連携を実施している。

課題
○日ごろから身近な地域で住民の健康管理を行い，疾病に対する初期医療や継続的な管理
を担う「かかりつけ医(歯科医・薬局）」や訪問看護の普及・定着を一層推進する必要が
ある。

○住民が身近な地域で安心して医療や介護が受けられるよう，医療機関相互や，医療と福
祉・介護の更なる連携を進める必要がある。

○市町は医療や健康上の不安を持つ地域住民の一番身近な相談窓口として，また保健所は，
広域的・専門的・技術的な総合相談窓口としての機能を充実し，適切かつ迅速な対応が
求められている。

施策の方向
○地域の保健・医療・福祉・介護の各関係機関との連携調整に努め，地域連携クリティカ
ルパスの定着，普及を推進する。

○かかりつけ医(歯科医・薬局)を持つことの必要性について，地域住民に普及啓発を行う。
○地域医療に関する課題を理解し，課題解決に向けた支援活動を実践，支援する地域医療
支援リーダーを養成する。

目標値
①三好保健所地域保健医療福祉協議会の開催 H28 年度現状値 1 回

H35 年度末目標値 累計 6 回
②地域医療支援リーダーを養成する H28 年度現状値 45 人

H35年度末目標値 累計 180人

*１ 地域連携クリティカルパス：患者一人ひとりの治療開始から終了までの全体的な治療計画のことであり，急

性期から回復期を経て早期に帰宅できるよう作成した治療計画を，診療にあたる全医療機関が共有するととも

に，役割分担を含め，あらかじめ診療内容を患者に提示・説明することにより，患者が安心して医療を受ける

ことができるようにするもの

*２ 共同利用型病院：研修・研究の場の提供や高額医療機器の共同利用，またかかりつけ医への病床等の開放及

び共同診療を行う病院をいう。
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２ 血液の確保・適正使用対策

現状
○我が国の輸血用血液製剤は，国民の献血によって全てまかなわれている。
○血漿分画製剤については，全てを国内自給するには至っていない。
○県の血液事業は，全国の状況と同様に少子高齢社会の進展に伴う献血可能人口の減少，
若年層の献血離れ等により，献血者数は，毎年減少傾向にある。

課題
○ 400ｍＬ献血を推進し，安定的な血液製剤の確保に努める。
○今後，安定的な血液の確保の為には，若年層への積極的な普及啓発が必要である。

施策の方向
○安定的な血液を確保するために，管内の市町や企業及び事業所に献血推進に協力を得て，
献血協力団体の育成・強化を図り，献血を実施する。

○管内の高校に，啓発を推進し高校生献血への協力を依頼する。
○より安全で良質な血液製剤の安定供給を図るため，血小板成分献血・400 ｍＬ献血の推
進に努める。

○「愛の血液助け合い運動」月間，「はたちの献血」キャンペーンを展開する中で，マスメ
ディア，ポスター等各種広域媒体を活用し，献血事業の重要性について普及啓発を図る。

○献血実施計画を市町の広報誌，保健所のホームページに掲載する。
○採血実施予定事業所には，事前に開催日時を記載したポスターを配布し，採血行動促進
を図る。

目標値
①献血者の増加 H28 年度現状値 563 人

H35 年度末目標値 増加
②高校生献血の推進 H28 年度現状値 １校

H35 年度末目標値 高等学校で実施
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３ 救急医療体制の整備

現状

○管内の救急搬送人員は，平成28年に2,041人(平成18年の7.8％増) を数え，年々増加傾向
にある。その背景として，高齢化の進行，県民の意識の変化等が考えられる。

○傷病程度別搬送人員構成比は，平成28年で軽症が45.2％，中等症が42.6％，重症が10.1
％，死亡が2.1％となっており，軽症者の救急車利用が多い。このことは，救急搬送する
消防機関や救急医療機関に過分な負担をかけることのみならず，真に救急対応が必要な
方への救急医療に支障をきたすこととなる。

○開業医の高齢化により，在宅当番医制度に従事できる医師が減少しており，対応が難し
くなっている。

○平成28年に管内で発生した患者は，管内の医療機関に92.5％が搬送されており，管外へ
の搬送は少ない。一方，地理的な特性により，隣接県への搬送事例も見受けられる。

○西部圏域の小児救急医療体制については，町立半田病院及び県立三好病院が輪番制によ
り夜間及び休日の小児救急を担っている。

○西部圏域の精神科救急体制については，精神科救急医療施設病院群輪番型委託医療機関
である桜木病院，折野病院，秋田病院，ゆうあいホスピタルの4病院が平日5日の輪番制
で精神科救急を担っている。

○県立三好病院は，平成17年8月に救命救急センター（3次救急医療機関）に指定され，西
部圏域の救命救急医療を担っている。また，平成26年8月には新高層棟が開院し，ドクタ
ーヘリの運用が開始された。

○市立三野病院は，入院を要する救急医療（2 次救急医療）としての役割を担っている。
○三好市医師会は，在宅当番医制などで初期救急医療の役割を担っている。
○休日夜間における子どもの急な病気やけがに対応するため，「徳島こども救急電話相談
（♯ 8000）」が平成19年6月から開始されている。

課題
○医師の地域偏在，若年層の医師が減少するとともに，医師不足が進行している。
○救急車の適正利用等について啓発する必要がある。
○小児救急医療体制において，常時小児科医の診察が可能とはなっていない。
○精神科救急体制において，平日対応にとどまっている。
○県民への救急蘇生法や徳島子ども救急電話相談（＃8000）の普及を図る必要がある。

施策の方向
○救急医療対策連絡協議会等の開催により，関係機関との連携を強化し，救急医療連携体
制の充実を図る。

○住民に対して，かかりつけ医の普及，救急車等の適性利用や正しい医療機関のかかり方
等について普及啓発する。

○住民等への AED を含めた救急蘇生法の講習を実施し，応急手当の知識の普及を行う。
○「徳島こども救急電話相談（♯ 8000）」を周知し，利用促進を図る。

目標値
①救急医療対策連絡協議会の開催（年 1 回） H28 年度現状値 1 回

H35年度末目標値 累計 6回
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４ 災害医療体制の整備

現状
○津波の被害はないが，近い将来西部圏域は中央構造線・活断層による直下型地震の発生
が危惧されているところである。

○徳島県は一般災害対策と震災対策について「徳島県地域防災計画」を策定しており，医
療・薬務・保健衛生・介護福祉の 4 分野において，災害時コーディネーターを設置して
いる。

○災害時の救急対応に備えるため，県立三好病院は災害拠点病院（平成8年11月），三好市
立三野病院は災害医療支援病院（平成25年9月）に指定されている。

○管内は，災害急性期（発生後概ね４８時間以内）に迅速に被災地に出向き医療活動を行
う専門的な訓練を受けた災害派遣医療チーム（DMAT）が，三好病院に2チーム，市立三野
病院に1チームとなっている。また，災害派遣精神医療チーム（DPAT)が，秋田病院に1チ
ーム，ゆうあいホスピタルに1チームとなっている。

○管内は，三好保健所管内災害時コーディネーター会議を開催し，地域災害拠点病院・災
害医療支援病院・三好市医師会・市町・消防等と協議をするとともに，災害時医療訓練
を行い，現地医療対策支部の設置を含めた具体的な対応について検討している。

○管内は，三好市医師会が災害時対応として，医療救護所の開設及び応援活動医を決めて，
市町と具体的な対応を協議している。
○医薬品等の確保及び運用については，医療機関・医師会・市町・薬剤師会などと協議
している。

課題
○地域災害拠点病院である三好病院を核とし，各関係機関と相互の連携により必要な医療
の確保が必要である。

○県内外からの受援体制の整備が重要である。
○災害時情報共有システムを活用する医療機関が少ない。
○災害時医療訓練を通して関係機関と課題を共有し，具体的な対応方法を検討する必要が
ある。

○急性期以降の要援護者に対する感染症やこころのケア等の保健活動について，災害時保
健衛生活動マニュアルを検証しつつ検討する必要がある。

施策の方向
○地域災害拠点病院である三好病院を核とし，各関係機関と相互の連携により必要な医療
が確保される体制整備を図る。

○県内外からの受援体制の整備を行う。
○災害時情報共有システムの啓発を行い活用する医療機関を増やす。
○災害時医療訓練を継続して行い，適宜マニュアルの改正を行うとともに，市町等の関係
機関と役割分担について協議を行う。

目標値
①災害時コーディネーター圏域調整会議の開催 H28年度現状値 3 回

H35年度末目標値 累計 6回
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５ へき地医療体制の整備

現状
○準無医地区(*1)，準無歯科医地区ともに，管内で１市１地区ある。
○準無医地区は，準無歯科医地区でもあり，地区人口 7人，高齢化率は 71.4％である。
○開業医の高齢化や後継者不在により医療機関が減少している。
○夜間・休日の医師不在による住民の不安は大きい。
○急峻な山間部で高齢者の多い地域では，遠方の医療機関に通うことが困難になっている。
○救急搬送時間が，1 時間を超える地域がある一方，ドクターヘリによる搬送も随時行わ
れている。

○へき地診療所(*2)として，東祖谷診療所，西祖谷山村診療所，大歩危診療所，大野診療
所及び東祖谷歯科診療所がある。また，西祖谷山村診療所には歯科診療用施設が併設さ
れており，徳島県歯科医師会三好支部の協力のもと，歯科診療が行われている。

○県立三好病院が，へき地医療拠点病院(*3)に指定されている。
○西祖谷山村診療所に対し，県及びへき地医療拠点病院（三好病院），社会医療法人（川島
会）から医師の派遣支援が行われている。

課題
○へき地医療に従事する医療関係者の確保が厳しい状況である。
○全国的に医師不足が深刻化しており，管内においても，医師の確保に苦慮している。
○へき地における在宅療養支援体制の構築が必要である。

施策の方向
○地域医療支援機構，へき地医療拠点病院の機能強化による支援体制の充実・強化を図る。
○へき地における住民の健康の保持増進を図るため，健康教育，健康相談等の保健活動を
充実する。

○関係機関相互の連携や医療と介護関係機関等との連携強化に努め，へき地における在宅
療養支援体制を整備する。

*１ 無医地区・無歯科医地区：無医地区とは，医療機関のない地域で，当該地域の中心的な場所を起点として概

ね半径 4Km の区域内に人口 50 人以上が居住している地域であって，かつ，容易に医療機関を利用できない地
区のことをいう。無歯科医地区は同様に歯科医療機関がない地域のことである。また，この要件を満たしてい

ないが，無医・無歯科医地区に準じた医療の確保が必要な地区であると，都道府県知事が判断した地区を，準

ずる地区という。

*２ へき地診療所：医療機関のない地域で中心地から半径 4Km の区域内に 1,000 人以上が居住し，容易に医療
機関を利用できない地区の住民の医療を確保するため都道府県や市町村によって設置された診療所をいう。

*３ へき地医療拠点病院：無医地区及び無医地区に準じる地区を対象として，へき地医療支援機構の指導・調整

の下に巡回診療，へき地診療所等への医師派遣，へき地診療所の医師等の休暇時等における代替医師等の派遣

等，へき地における医療活動を継続的に実施できると認められる病院として都道府県知事が指定した病院をい

う。
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６ 在宅医療体制の整備

現状
○県における死因の上位は悪性新生物，心疾患，肺炎，脳血管疾患となっているが，在宅
医療を受けている患者の主たる疾患は，居住場所が自宅の患者では，脳血管疾患が18.5%
で最も多く，次いで認知症13.0%，骨・関節疾患12.7%，悪性新生物は 8.3％となってい
る。居住系施設の患者では，認知症が49.1%で最も多く，次いで脳血管疾患13.5％，骨・
関節疾患7.7%となっている。

○在宅医療を受けた平成26年の全国患者数は平成23年より41.3％増加している。また，平
成28年6月の在宅患者訪問診療算定件数の対象のうち，96.1％が65歳以上の高齢者である。

○かかりつけ医について，県民意識調査で 59.4 ％が持っていると答えている。かかりつけ
医からの紹介入院の場合，病院主治医と情報交換がスムーズであり，在宅医療への移行
も円滑である。

○管内の在宅医療を提供する医療機関数は，診療所が 8箇所（医療機関数に占める割合 33.3
％），病院が 2 箇所（医療機関数に占める割合 25.0 ％）である。在宅医療を提供してい
る多くの診療所が医師 1名の小規模な診療所であり，24時間体制の確保は難しい。

○管内の訪問看護ステーション設置数は 4箇所，うち 24時間対応体制加算施設 2箇所である。
○疾病構造の変化や高齢化，QOL向上を重視した医療への期待などにより，在宅医療のニー
ズは増加し，多様化している。一方で，「可能であれば自宅で療養したい」と希望しなが
ら，在宅療養環境が整わず，在宅医療を受けることが叶わない患者もいる。

○管内の高齢化率は，三好市，東みよし町がそれぞれ平成27年(2015年)の41.4％，33.5％
から平成37年(2020年)には45.3％，37.5％，平成37年(2025年)には48.7％，40.4％にな
ると予想されている。65歳以上の人口でみると，三好市は平成17年(2005年)をピークに
減少に転じ，東みよし町は平成42年(2030年)をピークに減少に転じると予想されている。

○徳島県では，入院医療機関から在宅医療・介護に係る機関で患者情報を共有する「徳島
県退院支援(医療と介護の連携)の手引き」を平成 28年 3月から実施し，円滑な在宅への
移行を行っている。介護支援専門員が把握している退院件数の内，退院の際に入院医療
機関から連絡があった割合を示す退院支援実施率は，平成 28 年 6 月時点で管内 62.5 ％
(県全体 70.5％)，同年 12月時点では管内 78.3％(県全体 76.5％)となっている。

課題
○入院医療機関と在宅医療機関等との円滑な連携により，切れ目のない継続的な，在宅医
療・介護連携が必要である。

○退院に伴って生じる患者や家族の不安を解消するため，退院支援担当者の配置，多職種
による退院前カンファレンスの実施，退院支援の手引きの活用など，円滑な在宅移行を
支援する体制が求められている。

○住み慣れた地域で自分らしく療養を続けるためには，地域に密着した医療・介護サービ
スが提供される多職種連携による包括ケアシステムの構築が求められている。

施策の方向
○患者や家族の不安を解消し，在宅療養へ円滑に移行するため入院機関と在宅医療に係る
機関の連携体制を構築し，多職種協働による退院前カンファレンスの実施や退院支援ル
ールの運用を促進する。

○住民や在宅医療・介護関係者に対し，在宅医療に関する知識の普及啓発を行い，在宅医
療への理解を深める。

○市町が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組みについて，医療に係る専門
的・技術的な対応が必要な「切れ目のない在宅医療と在宅介護の供給体制の構築推進」
や広域的視点が必要な「在宅・介護連携に関する関係市町の連携」等について支援する。

○入院・在宅医療機関，歯科診療所，薬局，訪問看護ステーション，在宅介護支援センタ
ー，地域包括支援センター等の多職種・他機関連携による包括的なサービス提供体制を
推進する。


