
 1

高知県地域医療再生計画 

（平成 24 年度補正予算） 

                             

                                     平成２５年８月 

                                     高  知  県 

 

Ⅰ 計画の概要 

（１）対象とする地域 

   本計画は、第６期高知県保健医療計画（平成２５年３月）で定める三次保健医療圏である高 

知県全体を対象地域とする。  

 

  《高知県の保健医療圏》   

 

 

 

高知県は１１市１７町６村で構成されているが、医療圏としては４つの２次医療圏を定めて

いる。 

このうち中央医療圏に多くの人口と医療機関が集中しており、特に県庁所在地である高知市

では人口の４５％、医療機関の約５０％を占めるなど、一極集中型の社会構造となっている。 

 

地勢的には、東西に広がる県土の約８４％が森林で可住地面積が少なく、長い海岸線と多く

の中山間地域を有しており、大きく立ち遅れている道路整備もあって、救急搬送をはじめとす

る地域医療にとってのハンディキャップは大きい。また、今後３０年以内の発生確率が６０％

程度である南海地震では、震度７の地震動と広範囲にわたる津波により多くの人的被害も想定

されているところである。            

県人口は昭和３０年の８８万３千人をピークとして減少が続き、第二次ベビーブーム等によ

る一時的な回復もあったが、再び減少傾向に転じ、平成２２年国勢調査では、７６万４千人と

なった。この減少傾向は今後も続き、平成４７年には６０万人を下回ることが予測されている。 
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一方で、年々高齢化が進行しており、平成２２年の高齢者人口の割合は２８．８%と、全国

平均の２３．０%を大きく上回り、全国第３位となっている。特に高知市を除くと３２．８％、

市町村によっては５０％を超えており、都市部以外の高齢化が急速に進んでいる。 

 

（２）本計画の基本的な考え方 

   本計画においては、後述する医療提供面の課題を解決するため、災害医療、救急医療、在宅

医療、がん医療の全県的レベルアップと、これら全てのベースとなる医師確保対策を強力に実

施し、本県全体の地域医療の向上を図るものとする。 

 

 （３）計画の期間 

   本計画は、平成２５年４月１日から平成２７年度末までを実施期間とする。 

 

 

 

Ⅱ 現状の分析 

１．医師確保 

 （１）医療提供施設 

・本県の病院数は１３３（平成２５年３月３１日現在）であるが、このうち公的病院が１５

（国２、県２、県･市１、市町村７、日本赤十字社１、厚生連１、全社連１）であり、９０％

近くが民間医療機関である。人口１０万人当たり施設数は１７．４と全国平均６．７（平

成２３年１０月 1 日現在）の２．６倍、全国１位となっているが、病院の７４．４％が中

央保健医療圏に、特に高知市内の割合が４９．６％と、県中央部への集中が著しい。 

・診療所数は５９５施設（平成２５年３月３１日現在）で人口１０万人当たり７７．８施設

と全国平均の７７．９施設とほぼ同じである。 

 

 （２）医師 

  （全体） 

・県内の医療施設で診療に従事する医師数は２，０９５人、人口１０万人当たり２７４．１

人である。全国平均は２１９．０人で、本県は全国第５位となっている。（平成２２年医師・

歯科医師・薬剤師調査） 

・平成１２年末における医師数２，０４１人と比較すると、平成２２年までの１０年間に５

４人増加しているが、増加率は２．６％と全国平均１５．３％を大きく下回っている。こ

れは、県中央部は医師が増加してもそれ以外の地域では減少し続けているという地域偏在

が存在し、とりわけ郡部の公立病院や民間の基幹的病院での医師不足が急速に進み、病院

機能の維持に支障が生じている状況である。 

・さらに、いずれの診療科も全国以上に減少しているが、特に産婦人科や麻酔科の医師の減

少が著しいという診療科偏在に加えて、若手医師の減少が著しく、今後の地域医療の維持

が極めて厳しい状況となっている。 

・平成２２年末の主たる診療科別の医師数は、多い順に、内科５７７人、整形外科１６９人、

外科１４３人、精神科１１８人、小児科１００人の順である。全国的に不足が問題化して

いる脳神経外科が６３人、産婦人科及び産科が４９人、麻酔科が５４人となっており、平

成１２年末と比較すると、産婦人科及び産科が２１人、麻酔科が１３人減少している。（内

科が１０６人減少しているが、循環器科や消化器科など内科が専門分化したことによるも

のと思われる。） 

・年齢が４０歳未満の医師数は、平成１２年末の７６２人から平成２２年末には５５１人に

減少している。減少率は２７．７％で全国ワースト２位である。この数値が県内の中核的
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な医療機関の疲弊を端的に表している。この若手医師の県内招聘・定着促進を図ることが

今後の県の医療を考えるうえで極めて重要である。 

・また、特殊な診療分野である小児救急専門医の減少が続いており、平成２１年から２２年

の１年間だけで中央保健医療圏の５つの小児二次救急輪番病院で４人が退職するなど、厳

しい状況が続いている。 

（精神科医師） 

・県内には、２４の精神科病院があるが、このうち３つの民間病院で医師数の充足に課題が

あり、また、現役の精神科医師においても高齢化が進んでいるため、今後更に深刻な医師

不足の状況に陥ることが懸念される。 

・発達障害などの診療を専門分野とする児童精神科の専門医も全県でわずか数名と極めて少

ない状況が続いている一方で、県立療育福祉センターにおける発達障害の受診者数は、  

１２年間で４倍に増加(平成１１年１，８１１人→２３年７，２０７人)しており、診断ま

での待機期間が長期化している。発達障害に係る医療ニーズは、今後も増大していくと考

えられる。また、専門医師は、高知市を中心とする中央保健医療圏に集中しており、高幡・

幡多保健医療圏では、身近な地域で発達障害に関する診断を受けることができず、早期発

見・早期治療の支援体制が確立されていない。 

   ・本県の自殺者は、近年減少傾向にあるものの、自殺死亡率は全国８位（平成２３年）と高

く、原因としてはうつ病が最も多くなっている。 

・全国に先駆けて高齢化が進む本県では、認知症患者が増加しており、早期診断と早期対応

により、在宅生活が継続できるよう精神科による専門医療とかかりつけ医との連携体制が

求められる。 

（病理医師） 

・病理医は、検査や手術で採取したがんなどの組織や細胞を調べ、病気の種類や性質、広が

りなどを最終診断する重要な役割を担っているが、県内における病理医（病理診断科と臨

床検査科の合計）の員数は１７名（平成２２年医師・歯科医師・薬剤師調査）、病理専門医

は１２名（平成２４年９月日本病理学会）と極めて少ない状況にある。 

・病理医は、がん医療の分野においても必要不可欠な存在であるが、現在、県内に５施設あ

るがん診療連携拠点病院（４施設）及びがん診療連携推進病院（１施設（県知事指定））で

勤務する病理専門医の合計は１２名となっている。うち高知大学医学部附属病院を除く４

施設では、病理専門医がそれぞれ１名しか勤務しておらず、将来のがん医療の質的・量的

な充実を見据えた時に大変心許ない状況にある。 

・他の診療科と同様に県の中央部に偏在しており、中央保健医療圏以外では県立幡多けんみ

ん病院の１名のみという状況である。 

・また、県内唯一の医師の養成機関であるとともに、有力な医師の派遣元である高知大学医

学部においても派遣余力に乏しい状況である。 

 

 （３）医師以外の医療従事者 

   ① 薬剤師 

・県内の薬局・医療施設で従事する薬剤師数は１，６４２人、人口１０万人当たり１７６．

１人で、全国平均の１５４．３人を上回っている。しかし、薬剤師の勤務地を医療圏別に

見ると、安芸医療圏１３１．９人、中央医療圏１９９．７人（高知市２１７．８人）、高幡

医療圏１０３．４人、幡多医療圏１１１．６人であり、高知市への集中が顕著となってい

る。(平成２２年医師・歯科医師・薬剤師調査) 

・病院では特に薬剤師の確保が難しく、病棟薬剤業務を十分に行えない、薬剤師の労働条件

が劣悪になるなどの事例が増加している。また、郡部の医療機関においては、医療法の人

員配置基準を満たすために必要な薬剤師の確保すら厳しい状況がみられる。 
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・県内の薬剤師の平均年齢は、平成２２年１２月時点で４７．８歳と全国平均の４４．５歳

を３．３歳上回り、４０歳未満の薬剤師が占める割合は３３．１％と全国平均の４２．８％

を大きく下回っている。 

・大学における薬学教育が４年制から６年制に改められたことから平成２２年度及び２３年

度の国家試験合格者数は極端に少なく、２４年度には初の６年制卒業生が輩出されたが、

合格者数は期待に大きく反する人数に止まった。このため、本県においては、２２年度以

降、薬剤師の地域偏在及び職域偏在が進んでいる。 

② 看護職員 

・県内の医療機関で就業する看護師は８，５２２人、就業准看護師は４，３１６人、就業助

産師は１６９人であり、平成２０年末と比較すると、就業看護師は５４６人、就業助産師

は２人とそれぞれ増加しているが、就業准看護師は１９８名の減少となっている。（平成２

２年医師・歯科医師・薬剤師調査） 

・就業看護師・准看護師を合わせた人口１０万人当たりの就業者数は１，６７９．４人と全

国平均の１，０３１．５人を大きく上回っている一方、病床１００床当たりの就業者数が

４８．２人と、全国平均の５２．９人を下回っており、病床数、特に療養病床が多いこと

が影響しているものと考えられる。（平成２２年病院報告） 

   

 

２．災害時の医療提供体制 

    

① 平成２２年度補正予算の地域医療再生計画策定時以降の主な状況の変化 

・H24.3.31 内閣府が「南海トラフの巨大地震による震度分

布・津波高について(第1次報告)」公表 

黒潮町に 34.4ｍの津波想定 

・H24.5.10 県が「南海トラフの巨大地震による津波浸水予

測について（高知県版第 1 弾）」を公表 

最終防潮施設なし、50ｍメッ

シュで推計 

・H24.8.29 内閣府が｢南海トラフの巨大地震による津波

高・浸水域等(第 2 次報告)及び被害想定(第 1

次報告)｣公表 

最大死者数：49,000 人 

最大負傷者数：47,000 人 

・H24.12.10 県が「南海トラフの巨大地震による震度分布・

津波浸水予測について（高知県版第 2 弾）」を

公表 

地形データや構造物データ

を反映した推計 

・H25.5.15 県が 12 月に公表した「南海トラフの巨大地震

による震度分布・津波浸水予測（高知県版第 2

弾）」に基づき被害想定を公表 

最大死者数：42,000 人 

最大負傷者数：36,000 人 

 

 

② 南海トラフの巨大地震による被害想定等 

・平成２５年５月１５日に、県の今後の対策の基本となる｢南海トラフの巨大地震による被害

想定｣を公表した。最悪のケースとして、高知県全体で死者４２，０００人、負傷者３６，

０００人の人的被害が生じると試算したが、同時に、耐震化や津波からの早期避難の徹底

といった減災対策を進めることにより、１，８００人まで死者を減少させられる、といっ

た試算も公表し、自助・共助の取組等の減災対策を強化することとしている。 

・本県では、最大３４ｍの津波予測をはじめ、沿岸１９市町村全てが１０ｍ以上、内１０市

町村が２０ｍ以上、３市町村が３０ｍ以上の予測となっている。 

・津波による浸水面積は１５，７８０ｈａで、全国で最大となっており、特に医療機関が集
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中する高知市では、地盤沈下による長期浸水も併せて懸念されている。 

・また、地震動は、県下３４市町村のうち、震度６強が４市町村、震度７が３０市町村と“揺

れ”への対策も重要である。 

 

③ 医療機関の状況 

《浸水状況》 

種  別 病院数 浸水想定区域にある病院数 割合 

災害拠点病院 １０ ４ ４０％ 

救護病院 ４９ １９ ３９％ 

一般病院 ７４ ３２ ４３％ 

計 １３３ ５５ ４１％ 

平成２５年３月３１日現在（高知県調査） 

《耐震状況》 

種  別 病院数 耐震施設数 割合 
備  考 

（Ｈ２５年度末の状況） 

災害拠点病院 １０ ８ ８０％ １０施設（１００％）予定 

救護病院 ４９ ３０ ６１％ ３７施設（７６％）予定 

一般病院 ７４ ３６ ４９％ ４５施設（６１％）予定 

計 １３３ ７４ ５６％ ９２施設（６９％）予定 

平成２５年３月３１日現在（高知県調査） 

 

・平成２４年６月補正で、それまで補助制度の対象外であったＩｓ値０．３～０．６の一般

病院を対象とした耐震化工事の補助制度を創設（国土交通省の社会資本整備総合交付金を活

用）した結果、２病院が耐震化工事に着手し、２５年度完了予定。（２１補正計画で対応） 

 

 

④ 医療機関アンケート調査の結果 

・県では、平成２４年５月の津波浸水想定の公表に伴い、同年７月に、病院と有床診療所を

対象に、県が作成した「医療機関における災害対応のポイント」を配布し、耐震化や備蓄、

医療従事者や入院患者の安全確保等に係る自己点検を促すとともに、地震動や津波浸水被

害の有無、自家発電機や衛星携帯電話の整備状況、防災計画の策定状況等に関するアンケ

ート調査を行った。特に、津波浸水想定区域に立地する災害拠点病院等へは、アンケート

調査結果をもとに防災計画等についてヒアリング調査を実施したが、その概要は以下のと

おりであった。 

 

※回答病院数：１０８ （回答率：８１％） 

（災害拠点病院；１０/１０、救護病院；３９/４９、一般病院；５９/７４） 



 6

・医療機関からは、電源確保（自家発電機の整備や備蓄燃料）、通信機器の整備、施設改修（発

電機の移設、保管倉庫の増設等）、医薬品・食料・水等の備蓄についての支援を求める声が

多く聞かれた。 

 

《新被害想定に基づく防災計画等の見直し状況》 

 

 

・平成２４年７月に医療機関に配布した「災害対応のポイント」をバージョンアップし、平

成２５年３月に作成した、ＢＣＰ作成方法をはじめ、事前対策や発災時の行動、早期の復

旧のための対策をまとめた「医療機関災害対策指針」（２２補正計画で対応）を活用し、平

成２５年度以降医療機関の防災計画の策定及び見直しを加速化する。 

 

《通信手段の確保状況》 

 
 

・上記のアンケート調査の結果を受け、平成２４年９月補正により緊急的な対策として、一

般病院までを対象に、衛星携帯電話及び自家発電機の整備についての補助制度を創設した

結果、２０病院（内４病院が新設）が自家発電機を、１５病院（１２病院が新設）が衛星

携帯電話を整備した。（２２補正計画で対応） 

 

見直し予定

あり

81%

策定（中）予定

10%

見直し予定なし

9%

新被害想定を受けた新被害想定を受けた新被害想定を受けた新被害想定を受けた

防災計画等の策定及び見直しについて防災計画等の策定及び見直しについて防災計画等の策定及び見直しについて防災計画等の策定及び見直しについて

32.7%

3.7%

20.6%

66.4%

21.5% 17.8%

（複数回答）
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《自家発電機への地震動等の影響》 

 
 

⑤ 高知県災害時医療救護計画の見直し 

・東日本大震災の教訓を踏まえ、平成２４年３月に「高知県災害時医療救護計画」を見直す

とともに、同計画に位置付けを行った医療本部（本庁）や医療支部（各福祉保健所）に配

置する災害医療コーディネータ及び災害薬事コーディネータを委嘱した。 

・新被害想定を受け、高知県災害医療対策本部会議の下部組織として、平成２４年度に医薬

品部会を設置し、医薬品の備蓄のあり方や適正供給について検討するとともに、平成２５

年度には、県内外の災害医療の有識者で構成する「高知県災害時医療救護計画見直し検討

部会」を設置し、歯科コーディネーターの設置や多数傷病者に対応する医療救護体制につ

いて検討する。 

 

⑥ 災害医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備 

・２２年度補正計画時点では、本県の日本ＤＭＡＴチームは９病院、１９チームであったが

平成２４年度末現在で、１２病院に２６チームが設置され、機動力や必要な資機材整備を

行った。 

・また、高知ＤＭＡＴ（ローカルＤＭＡＴ）を救護病院を中心に育成しており、平成２４年

度末で１５病院、２２チームとなった。 

 

⑦ 広域医療搬送への対応 

・本県では、新被害想定による地震動や津波により、沿岸部に整備されている基幹道路の寸

断等により孤立地域の発生が予想されている。現在、こうした孤立地域へのヒトとモノの

参集拠点として、県内８か所に「総合防災拠点」の整備が検討されている。この、総合防

災拠点には、広域医療搬送拠点として指定されている高知大学医学部及び宿毛市総合運動

場も含まれている。 

 

 

３．在宅医療 

     （全体） 

・本県は、これまで高齢化の先進県として歩み、一人暮らしや高齢者の夫婦だけの世帯が多

いことや、共働きなどで家庭の介護力が弱いことなどから、療養を要する高齢者への医療

提供は、特別養護老人ホームや、人口あたり全国 1 位の病床を持つ医療機関などの施設内

あり

70%

なし

28%

無回答

2%

自家発電機への地震・津波の影響自家発電機への地震・津波の影響自家発電機への地震・津波の影響自家発電機への地震・津波の影響
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でのサービスに頼ってきた。現在、県内では、要介護認定者のうちの約４人に一人が、介

護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設を利用している。 

・平成２３年の県民世論調査では、長期療養が必要になった場合に「自宅で暮らしながら、

訪問診療や訪問看護などにより在宅医療を受けることを希望する」と回答した者は２４．

４％と、「入院を希望する」２９．６％に次いで高くなっている。 

（訪問診療） 

・平成２４年の在宅医療実態調査によると、１か月間で訪問診療を受けている実患者数（ほ

ぼ在宅医療を受けている実患者数）は２，９９９人であり、うち７６歳以上の者が８５％

以上を占めている。２０歳以下の患者も全体の１％程度と少数ではあるが訪問診療を受け

ている。 

・在宅医療を推進する上で中心的な役割を果たす在宅療養支援診療所は、平成２５年４月現

在で県内に４６か所（安芸保健医療圏で６か所、中央保健医療圏で３１か所、高幡保健医

療圏で２か所、幡多保健医療圏で７か所）となっている。 

・訪問診療を実施している病院・診療所は県内に１５１か所あり、在宅療養支援診療所・病

院以外の「かかりつけ医」による訪問診療が広く実施されているが、訪問診療を実施して

いる診療所の８割以上では医師が１名で対応しており、自院のみでは休日や夜間も含めた

２４時間対応が難しい。 

（訪問看護） 

・在宅医療に重要な役割を果たす訪問看護ステーションは、平成２５年４月現在で県内に４

４事業所（安芸保健医療圏で３事業所、中央保健医療圏で３１事業所、高幡保健医療圏で

２事業所、幡多保健医療圏で８事業所）となっており、地域偏在が大きく、訪問看護サー

ビスが実施できない地域が旧市町村圏域で６か所ある。ステーション１事業所当たりの常

勤換算看護職員数（３．６人）は、全国平均（４．６人）と比較して少ない。 

（特に留意すべき事項） 

・在宅医療への医療・介護の多職種の参加はまだ十分でなく、先行地域の実例を他地域でも

実践できるような情報提供、人材の育成、連携の仕組みづくりが必要である。 

・過疎化の進行や、中山間地域が多く道路整備が十分でないことなどにより、訪問サービス

の効率が悪く、事業所の経営が成り立ちにくい地域特性がある。 

 

 

４．救急医療 

① 救急出場件数・搬送人員 

・平成２３年度の県内の消防機関の出場件数は３８，２２５件、搬送人員は３５，１７６人

であり年々増加している。また、人口１万人当たりの救急出場件数は５００件と、大阪府

（５８３件）、東京都（５５４件）に次いで全国３位となっている。 

 

  救急出場件数及び搬送人員の推移 

 H20 H21 H22 H23 

救急出場件数（件） 34,414 35,376 36,939 38,225 

搬送人員（人） 32,259 32,939 34,384 35,176 

 

② 第３次救急医療機関への集中 

・本県の救急医療は、県西部の幡多保健医療圏を除いて、高次救急医療機関が集中している

高知市を中心とする中央保健医療圏に依存しており、高知市内の３つの救命救急センター

に県全体の救急搬送の４割近く（平成２３年度：３８．９％）が集中している。 
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救命救急センター救急車搬送人員数と重篤患者数（平成２３年度） 

救命救急センター 救急車搬送人員数 重篤患者数 割合 

Ａ病院 3,340 人 968 人 29.0％ 

Ｂ病院 4,587 人 795 人 17.3％ 

Ｃ病院 5,359 人 377 人 7.0％ 

 

③ 救急車による傷病程度別搬送人員 

・平成２３年度の救急車による搬送人員のうち軽症者の割合は４７．３％（１６，６２２人）

と全体の約半数を占めている。 

 

④ 小児（救急）医療 

・平成２３年に救急車で搬送した１８歳未満の救急患者２，３２７人のうち１，７９２人（７

７．０％）が軽症者となっている。 
 

救急車による年齢区分・傷病程度別搬送人員 

  
新生児 

（生後28日未満） 

乳幼児（生後 28 日 

から 7歳未満） 

少年（7 歳から 

18 歳未満） 
計 

死亡※  1  2.8%     8  0.7%     3  0.2%    12   0.5% 

重症  7 19.4%    22  2.0%    43  3.5%    72   3.1% 

中等症 19 52.8%   203 18.9%   217 17.9%   439  18.9% 

軽症軽症軽症軽症     8 22.2%   838 77.9%   946 77.9% 1,792 77.0%77.0%77.0%77.0%    

その他  1  2.8%     5  0.5%     6  0.5%    12   0.5% 

計 36 
 

1,076 
 

1,215 
 

2,327 100.0% 
 

・高知市及び隣接する南国市の小児科がある公的５病院が、輪番により入院治療を必要とす

る重症患者に対する第２次救急医療を行っているが、受診者に占める入院患者の割合は約

８％で、軽症者の受診が多くなっている。 

・輪番病院で小児科輪番に対応する医師が減少傾向にあり、医師の高齢化も進んでいること

から、輪番制を維持することが大変困難な状況となっている。現在でも、輪番病院には１

日平均７．６人（深夜帯）の患者が受診しており、小児科医師の疲弊を招いている。 
 

輪番病院の当直医数（人） 

H20 H21 H22 H23 H24 

22 25 21 21 18 

 

・こうちこども救急ダイヤル（＃８０００）が、平成２５年４月１日より、３６５日対応可

能となった。 

年  度 H21 H22 H23 H24 

相談件数 1,785 1,508 1,660 2266 

相談日数 174 172 171 204※ 

1 日当たり相談件数 10.3  8.8  9.7  11.1 

 ※H24 年度は、８月より木曜日を相談日として追加 
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５．がん対策 

・本県のがんによる死亡者数は、平成７年以来毎年２，０００人を超えており、死亡原因の

第１位となっている。 

・がんの早期発見のために重要ながん検診の受診率は、２２～３５%と低調で、特に、市町

村検診の胃がん検診が低調である。 

     

がん検診受診状況（H23 年度） 

 職場検診 市町村検診 合計 

肺がん検診 21.1％ 14.1％ 35.3％ 

胃がん検診 16.4％ 6.2％ 22.6％ 

大腸がん検診 16.0％ 8.5％ 24.5％ 

子宮がん検診 14.3％ 13.2％ 27.5％ 

乳がん検診 14.0％ 15.6％ 29.6％ 

                      （健康対策課調べ） 

 

 

 

Ⅲ 課題 

 

医師不足による地域医療の機能低下を防止するとともに、災害医療、救急医療、在宅医療、

がん医療等に係る地域格差を解消する必要がある。 

 

 

１．医療従事者確保対策の推進 

  ① 医師 

   （全体） 

医師の地域偏在・診療科偏在・年齢偏在により、緊急に医師を確保する必要がある医療機

関や診療科が多数存在している。 

平成２１年度に策定した地域医療再生計画で県立あき総合病院を拠点施設とする若手医

師の育成と本県への定着のための中長期的な視点での対策を進めるとともに、平成２２年度

補正予算の地域医療再生計画において、現に不足している医師を確保するための即効性のあ

る対策を進めてきた。 

これらの対策により、少しずつ成果が見え始めて来たが、本県における医師確保は、待っ

たなしの課題であるため、中長期的な医師確保対策の成果が大きく出始めるまでの数年間は

引き続き、これまでの取り組みを継続していく必要がある。 

   （精神科医師） 

様々な精神科ニーズに対応するため、今後は単なる量的な医師の確保だけでなく、質の向

上を同時に確保しつつ、精神科医師の増加を図り、精神科医療体制を向上させる必要がある。 

（病理医師） 

このまま病理医の増加（確保）が進まず、漸減傾向が続いた場合、がん診療の質的低下や

剖検数の減少による各種施設基準取得の遅滞などの影響が懸念されるが、病理医不足は本県

固有の課題でなく全国的な課題であるため、他県から招へいではなく、県内で病理を育成す

ることが求められる。そのため、県及び高知大学医学部、がん拠点病院など関係医療機関の

三者が連携した病理医増加対策に早急に着手する必要がある。 
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② 薬剤師 

      今後は毎年一定数の薬剤師国家試験合格者が出るが、薬剤師の需要が増加する中、地域

偏在および職域偏在に拍車がかかっており、郡部や病院に勤務する薬剤師や若い年代の薬

剤師の安定的な確保・定着に向けた取り組みが必要である。 

近年、医師不足を背景として、医療従事者間のスキルミックスの必要性が高まっている。

また、病院や薬局においては、これまでの調剤中心の業務から、患者の薬物療法への関与

に業務内容がシフトしており、これらの業務を的確に行い、地域連携を踏まえチーム医療

を支えることのできる薬剤師を育成する必要がある。 

 

 

２．災害医療救護体制の整備 

① 災害医療従事者の確保等 

南海トラフの巨大地震では、多数の傷病者の発生が想定されており、適切なトリアージや

応急措置等の災害医療に関するスキルを持った医療従事者の数的確保に加え、急性期以降は、

被災者の生活支援に必要な知識・技術を習得した医療従事者の確保が必要である。 

また、東日本大震災では、多くの感染症が発生し、総合的な感染症のマネジメントの必要

性と平時からの感染症対策の地域ネットワーク構築や、患者や家族と医療従事者間だけでは

なく、職員間のコンフリクト（認知の齟齬）を解消することが危機管理や医療安全対策には

重要であるとされており、これらの取組をさらに強化する必要がある。 

 

② 医薬品の安定供給体制の整備 

本県では、東日本大震災の教訓を受け、医薬品や輸血用血液等の備蓄、適正な供給体制の

整備を図ってきたが、傷病者の増加に伴い、市町村ごとの被害状況に応じた医薬品等の備蓄

の見直しが急務となっている。発災時に、薬剤師活動や医薬品供給に関する支援策の立案、

受援体制の整備を行う薬事コーディネータを中心に、傷病者数の増加や孤立の危険性のある

地域を想定し、県が広域的に設置する「総合防災拠点」の利活用を含め、新たな備蓄や供給

体制の整備が必要である。 

 

③ 災害時の医療救護体制の整備 

本県は、津波等により幹線道路が寸断され、多くの孤立地域の発生が懸念される。特に、

医療資源の乏しい地域での医療救護体制の確立が大きな課題となっている。こういった地域

に設置される総合防災拠点には、一定の医療機能を付加することも視野に入れながら、医療

救護体制の在り方について検討するとともに必要な資機材の整備が必要である。 

多数の傷病者に対応するためには、医療救護活動を迅速かつ円滑に行うことが求められて

おり、災害医療・薬事コーディネータが的確な判断を行うための状況把握や情報伝達方法、

また、搬送や医療連携、患者情報の把握等の手段としてＩＣＴの導入について検討・研究す

るとともに、ＥＭＩＳと連動した「こうち医療ネット」（広域災害・救急医療情報システム）

の改修が必要である。 

また、平成２５年度に整備する「お薬手帳の電子化」について機能強化を図るとともに、

災害時の活用方法等について検討する。 

 

④ 医療機関等の災害対応力向上のための施設・設備整備等 

平成２４年度に作成した「医療機関の災害対策指針」を活用し、医療機関の防災計画の見

直しとＢＣＰの作成を推進することとしており、防災計画の見直しの結果、必要となる耐震

化のための取組や、耐震化以外の必要な施設・設備を行うための支援制度が必要である。ま

た、訓練等を通じて、実施した対策を検証し、再度、対策を見直すといった「災害対応力向



 12

上のためのＰＤＣＡサイクル」を普及するための取組が必要である。 

また、医療機能の早急な復旧には、診療情報の回復が必須であることから、平成２５年度

には、津波浸水被害が予測される医療機関の診療情報を県外に保全する事業を行うこととし

ており、今後は参加する医療機関を増やすことはもとより、保全した診療情報の医療救護活

動への活用について検討・研究を行う必要がある。 

 

 

３．在宅医療の推進 

高齢者やがん患者などが可能な限り住み慣れた自宅や住まいで、その人らしい生活ができるよ

うに支えるため、以下の課題の解決を図り、保健、福祉と一体となって在宅医療を推進する必要

がある。 

① 在宅医療を担う医師、歯科医師、薬剤師、看護師の確保と資質向上 

② 在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションの機能強化 

③ 急性増悪等緊急時のスムーズな入院等を可能とする後方支援体制の拡充 

④ 地域に根ざした保健・医療・福祉のネットワーク及び多職種連携の強化 

⑤ 県民・医療関係者に対する在宅医療の啓発、情報提供 

⑥ 訪問診療を行う診療所等のグループ化による２４時間対応ができる体制づくり 

 

 

４．救急医療 

① 救急医療の適正利用 

・核家族化や高齢化に伴い、今後も救急搬送件数の増加が見込まれており、適正受診に対す

る一層の啓発の強化が必要である。 

・救急車で搬送した救急患者の傷病程度のうち約半数が軽症患者で占められるなど、本来緊

急輸送が役割である救急車や、重篤な患者を治療する救命救急センターを安易に利用する

者が多く、医師や消防機関の大きな負担となっていることから、引き続き、救急医療の現

状への県民理解を進めるとともに、高知県救急医療協議会と連携しながら、適正受診へと

行動変容につながる広報を行うことが必要である。 

② 小児救急医療体制 

・専門医志向や共働き世帯の増加により、診療時間外に受診する軽症患者が増加する中、限

られた小児科医師により救急医療が提供されるなど、勤務環境の改善による小児科医師の

負担軽減への対策が必要である。 

 

 

５．がん対策 

・がん検診、特に胃がん検診の受診率を向上させるには、1 日当たりの受診者数の拡大を図

る必要があるが、検診車の老朽化に伴い稼働台数が減少しており、市町村の配車要求に応

える事が厳しい状況にあることから、早急に検診車を整備する必要がある。 
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Ⅳ 目標 

 

本地域医療再生計画に基づく各事業を実施することにより、平成２５年度末までに本県地域

医療の最大の課題である医師確保による地域医療体制の確立と、災害医療、救急医療、在宅医

療、がん医療等に係る地域格差の解消と全体的なレベルアップを図る。 

 

   個別の数値目標を記載していない分野については、現在実施中の第６期高知県保健 

医療計画（平成２５年度から平成２９年度の５ヵ年計画）に掲げる当該分野の数値目 

標によることとする。    

 

      

 

１．医療従事者確保対策の推進 

  ① 医師 

  （全体） 

平成２１年度策定の高知県安芸保健医療圏地域医療再生計画及び高知県中央保健医療

圏・高幡保健医療圏地域医療再生計画に基づき実施している若手医師の育成・定着を中心と

する中長期的医師確保対策に加え、早期に本県地域医療に従事する医師を確保するための即

効性のある取り組みを進めることにより、本県の地域医療が現在必要とする即戦力としての

医師を確保する。 

   （精神科医師） 

    安定的に精神保健指定医を確保するシステムを研究するとともに、精神科医師を確保する

ための仕組みを構築する。 

小児神経精神医学的な疾患や障害を研究するとともに、小児精神科医師を確保するための

仕組みを構築する。 

（病理医師） 

安定的かつ持続的に病理医を確保するため、高知大学医学部とがん診療連携拠点病院等が

連携した若手病理医の指導育成体制を構築する。 

医学生や初期臨床研修医、更には女性医師を対象とした、病理医を志す医師を増やす仕組

みを構築する。 

 

② 薬剤師 

県内、特に薬剤師不足が深刻な地域や医療機関への薬剤師の就業を促進するとともに、多

様化するニーズに応えることができる薬剤師のキャリア形成環境を整備することにより、地

域のチーム医療の中で求められる役割を果たしていける薬剤師を確保・育成する。 

 

 

２．災害医療救護体制の整備 

【県の平成２７年度末の主な目標】 

病院の耐震化 ９０％以上 

（H25.4 時点 74/133 病院 56％） 

新被害想定を踏まえた病院における

防災計画の策定 
１００％ 

新被害想定を踏まえた市町村の災害

時医療救護計画の策定 
１００％ 
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ＤＭＡＴチームの育成 各災害拠点病院に２チーム以上 

（H25.4 時点 7/10 災害拠点病院）  

災害時医療従事者の確保 救護病院の５０％が高知ＤＭＡＴ研修を受講 

（H25.4 時点 10/49 病院 20％） 

通信手段の確保 全救護病院で一般電話回線以外の通信手段を確保 

（H25.4 衛星携帯電話整備率 36/49 病院 73％） 

広域医療搬送体制の確立 ＳＣＵ資機材整備（H25 年度整備予定） 

ＳＣＵの運用体制の確立 

 

 

３． 在宅医療の推進 

地域に根ざした関係機関のネットワークの構築を進め、在宅医療提供機関のグループ化を促

進する。 

また、訪問看護ステーションの機能強化等により、訪問看護が提供できる地域を増やす。 
 

  （第６期高知県保健医療計画より抜粋） 

項 目 直近値 目標（平成２９年度） 

退院前カンファレンスを実施して

いる病院数 

５０か所 

（平成２３年） 
５７か所 

訪問診療可能な医療機関数 １５１か所 

（平成２４年） 
１７０か所 

急変時の受入可能病院・有床診療所

数 

４１か所 

（平成２４年） 
４６か所 

   ・在宅患者が、県内全圏域（旧市町村圏域）で訪問看護が受けられるとともに、訪問看護が

実施できる機関を増やす 
 
 

４．救急医療の確保 

小児救急勤務医の勤務意欲の向上を図ることにより、県全体での小児科医師の減少と小児救

急の崩壊を防止する。 
 

  （第６期高知県保健医療計画より抜粋） 

項 目 直近値 目標（平成２９年度） 

救急車による軽症患者の搬送割合 47.3％ 30％ 

小児救急搬送の軽症患者割合 77.0％ 70％以下 

小児科病院群輪番制  維 持 

 

 

５．がん対策 

胃がん検診車を早急に整備し、検診希望者の受診機会を拡大し、受診率の向上を目指す。 
     

 H23 受診率 H29 目標 

肺がん検診 35.3％ 50.0％ 

胃がん検診 22.6％ 40.0％ 

大腸がん検診 24.5％ 40.0％ 

子宮がん検診 27.5％ 50.0％ 

乳がん検診 29.6％ 50.0％ 
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Ⅴ 具体的な施策 

 

   本県地域医療の課題を解決しⅣに掲げる目標を達成するため、従来から県・市町村・関係団

体等が行っている取り組み並びに平成２１年度策定の高知県安芸保健医療圏地域医療再生計画

及び高知県中央保健医療圏・高幡保健医療圏地域医療再生計画、平成２３年度策定の高知県地

域医療再生計画に基づき実施してきた事業に加えて、平成２５年度末までの期間に、地域医療

再生基金を活用した次の事業に重点的に取り組んでいく。 

    

 

１．医師確保対策の推進  

 

総事業費 ２，０４７，９６８千円  

（基金負担分 1,069,933 千円、国庫補助負担分 175,032 千円、県負担分 803,003 千円） 

うち今回拡充分 ６７２，２４３千円  

（基金負担分 423,243 千円、国庫補助負担分 69,000 千円、県負担分 180,000 千円） 

 

（目的） 

 医師の地域偏在、診療科偏在及び若手医師の減少の解消に向けて、若手医師の県内定着を

促進するためのキャリア形成環境の整備や、現に不足している医師の県外からの招聘事業な

どを、高知医療再生機構、高知地域医療支援センター、大学等と連携して行う。 

平成２２年度の計画策定以降、それぞれの取組の成果が少しずつ見え始めているが、こう

した成果をさらに確実なものとしていくために、これまで実施してきた取組をさらに拡充す

るとともに、不足する財源を充当する。 

 

＜拡充する事業＞ 

【中長期的な医師【中長期的な医師【中長期的な医師【中長期的な医師確保対策】確保対策】確保対策】確保対策】    

（１）高知医療再生機構運営事業 

① 指導医の育成及び確保支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １５０，０００千円(基金負担分 150,000千円) 

（事業内容） 

新たに指導医資格を目指す専門医に対して、資格取得のための研修支援制度(要件：

指導医資格取得後、支援期間と同期間、県内の学会協力関連病院で後輩の育成に協力す

る)を設ける。併せて、既に指導医資格を持つ医師を招聘・確保し、指導医養成事業な

どを行う医療機関等を支援する。 

② 医学生・研修医の高知県内研修支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １５，０９０千円(基金負担分 15,090千円) 

（事業内容） 

 県外医学部生が高知県内で行われる地域医療研修等に参加したり、県外の研修医が高

知県内の地域医療研修を行ったりすることを促進・支援するとともに県内の臨床研修の

質及び量の向上を促進することを支援する。 
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③ 若手医師レベルアップ支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １０６，６３３千円(基金負担分 4,633千円、国庫補助負担分 46,064千円、 

県負担分 55,936千円) 

（事業内容） 

県内の医療機関に勤務する若手医師が国内外の先進的医療機関に短期又は長期留学 

することへの支援(要件：留学終了後、一定期間は県内医療機関で勤務することを要件と

する)や、大学や学会認定の研修病院の指導医的な立場にある医師が、若手医師の研修環

境を充実させ専門医資格の取得を支援する環境の整備に対する支援を行うことで、若手

医師の県内定着の増加を図る。また専門分野を同じくする医師が病院の枠組みを超えて、

若手医師のレベルアップのために行う研修セミナー・勉強会を支援する。 

④ コメディカル資質向上支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １０，０００千円(基金負担分 10,000千円) 

（事業内容） 

ともに医療を支えるコメディカルの資質向上を目的とする研修の開催や、研修へ参加

する旅費等について支援を行う。 

⑤ 医師招聘・派遣斡旋事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ８，５２０千円(基金負担分 8,520千円) 

（事業内容） 

県内の医療機関への就業を希望する医師の招聘・斡旋を行うとともに、県内医療機

関への医師の派遣調整等を実施する。 

⑥ 後期研修医の確保及び資質向上支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ２６，０００千円(基金負担分 15,610千円、県負担分 10,390千円) 

（事業内容） 

県内の医療機関で初期研修を修了した研修医が、引き続き高知県内で後期研修を行う

ことに対して奨励金を支給するとともに、県内医療機関の後期研修医の短期留学（研修）

や研修開催を支援する。 

⑦ 運営費 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ５３，８７４千円(県負担分 53,874千円) 

（事業内容） 

             一般社団法人高知医療再生機構を管理運営するための経費 

 

  （２）地域医療支援センター運営事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 ３５，８７４千円（基金負担分 17,938 千円、国庫補助負担分 17,936 千円） 

（事業内容） 
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高知大学医学部に設置した「高知地域医療支援センター」を運営し、県内の医師不足

の状況等の把握・分析や、医師のキャリア形成支援と一体的に医療環境の改善支援を行

うことで、本県の安全・安心の医療体制の創設を目指す。 

 

（３）精神科医養成事業 

 地域精神医療寄附講座 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ６２，５００千円（基金負担分 62,500 千円） 

（事業内容） 

県内で安定的に精神保健指定医を確保するシステムを研究するとともに、精神科医師

を確保するため、高知大学に寄附講座を設置する。 

 

  （４）薬剤師確保対策事業 ＜新規事業＞ 

    ・平成２５年度事業開始  

    ・総事業費 ３，９１２千円（基金負担分 3,912 千円） 

（事業内容） 

実態調査を実施し、薬剤師の就業状況や勤務環境を分析したうえで、安定的な薬剤師

確保が可能となる、短期的および中長期的な薬剤師確保策およびキャリア形成のあり方

等を、関係機関とともに検討する。 

高知県薬剤師会及び高知県病院薬剤師会と連携して、若手薬剤師の育成等を目的とし

た研修等実施する。 

 

 【即効性のある医師確保対策】【即効性のある医師確保対策】【即効性のある医師確保対策】【即効性のある医師確保対策】        

（１）高知医療再生機構運営事業 

                ① 県外医師情報収集強化事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １０，０４０千円(基金負担分 10,040千円) 

（事業内容） 

本県で勤務することに関心を持つ県外の医師や、本県出身の医師等のリストを作成し、 

本県医療機関への招聘に向けて情報提供や勧誘活動を行う。また、本県の医師確保対策

に協力いただける方を地域協力員として委嘱し、招聘活動にご協力いただくとともに、

医師の就職専門誌等への情報提供等を行うことにより、医師確保を加速させる。 

② 医師派遣事業 ＜継続事業＞ 

     ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 ３０，０００千円(基金負担分 30,000 千円) 

（事業内容） 

 高知医療再生機構が県外からの医師を雇用し、当該医師を地域の医療機関へ派遣する

ことにより、地域の医師不足を解消する。 

③ 県外私立大学連携医師招聘事業 ＜継続事業＞ 

     ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 ９０，０００千円（基金負担分 90,000 千円） 

（事業内容） 

 県と県外の私立大学との協定に基づき、県が当該私立大学に寄附講座を設置し、この

寄附講座の研究活動の一環として、当該大学所属医師による県内での研究・診療活動の

実施を実現する。 

④ 県外赴任医師勧誘・支援事業 ＜継続事業＞ 
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     ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 ５９，８００千円（県負担分 59,800 千円） 

（事業内容） 

県外から本県へ赴任する医師及び、高知市周辺から郡部へ赴任する医師に対する研修

修学金の支援を行い、地域の医療機関における医師を確保し、医師の地域偏在を解消す

る。 

⑤ 女性医師復職支援事業費 ＜継続事業＞ 

 ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 １０，０００千円（基金負担分 5,000 千円、国庫補助負担分 5,000 千円） 

（事業内容） 

出産、育児などによって診療の場から離れている女性医師が復職するための相談窓口

を設置し、再就業医療機関の情報収集及び情報提供を行うと共に、復帰に向けた研修の

受入調整を行い、女性医師が高知県で安心して就業できる環境を整える。 

 

 

＜参考 これまでの取組＞ 

 

医師確保対策事業（抜粋） 

＜平成２１年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【安芸医療圏】 

（２）高知医療再生機構運営事業［県全体で取り組む事業］ 

【事業期間】平成 22 年度から 25 年度 

【総事業費】866,551 千円 

（基金負担分 137,516 千円、国庫補助負担分 106,032 千円、県負担分 623,003 千円） 

【目的】 

若手医師の安定的かつ持続的な確保に向けて、指導医の育成及び確保支援を行う。 

   【事業内容】 

①指導医の育成及び確保支援事業 

       新たに指導医資格を目指す専門医に対して、資格取得のための研修を支援する。併せ

て、既に指導医資格を持つ医師を招聘・確保し、指導医養成事業を行う医療機関に補助

する。 

（参考 執行状況）                        （単位：千円） 

  
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  256,000 7,387 19,475 32,283 59,145 41,000 

基金負担分 0 0 0 0 0 0 

 

    ②医学生・研修医の高知県内研修支援事業 

     ・県内外に在学する本県の医師養成奨学貸付金の借受者等の県内で行われる地域医療実

習等への参加、県外の臨床研修医の県内臨床研修協力施設での地域医療研修、県外の

医学生又は研修医の県内基幹型臨床研修病院の見学を支援する。 

  ・県内の臨床研修協力施設で地域医療研修の指導にあたる医師の資質向上に向けた研修

会への参加や指導医間の情報交換等を支援する。 

  ・県内の基幹型臨床研修病院が、初期臨床研修医の資質向上のために実施する合同研修

会や臨床研修医の確保のための合同説明会等の開催を支援する。 
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（参考 執行状況）                        （単位：千円） 

  
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  51,200 5,615 8,852 11,329 25,796 16,100 

基金負担分 0 0 0 0 0 0 

 

    ③若手医師レベルアップ支援事業 

     県内の医療機関に勤務する若手医師が、国内外の先進的医療機関に留学することへの

支援や、大学や学会認定の研修病院の指導医的な立場にある医師が、若手医師の研修環

境を充実させ、専門医資格の取得を支援する環境整備を支援する。   

（参考 執行状況）                        （単位：千円） 

  
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  430,000 67,638 84,987 117,091 269,716 166,000 

基金負担分 0 0 0 0 0 0 

   

④コメディカル資質向上支援事業 

     ・医療機関等による、認定看護師資格取得のための派遣研修を支援する。 

・医療機関等に勤務する看護職員等が高度な技術を有する資格（認定看護師を除く。）を

取得するための先進的な医療機関等での研修を支援する。 

  ・看護職員等が職種間協働や、チーム医療等を促進させるための研修会の開催を支援す

る。 

（参考 執行状況）                        （単位：千円） 

  
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  60,000 8,716 13,361 9,670 31,747 15,000 

基金負担分 0 0 0 0 0 0 

 

    ⑤医師招聘・派遣斡旋事業 

    ・県内の医療機関への就業を希望する医師を、訪問あるいは県内へ招待し、県内の医療

状況や生活環境等に関する情報提供、医師のキャリアアップ支援策等の紹介を行い、

県内での就業を促す。 

 ・医学生や若手医師の地域医療への理解・関心を深めるため講演会を開催するとともに、

医師・医学生対象の専門誌を活用して機構の支援策等を周知する。 

（参考 執行状況）                        （単位：千円） 

  
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  20,000 5,374 3,649 7,021 16,044 11,667 

基金負担分 0 0 0 0 0 0 

     

 

⑥運営事業（基金活用額：152,000 千円） 

    ①～⑤を実施する高知医療再生機構の運営を行う。 
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（参考 執行状況）                        （単位：千円） 

  
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  202,400 51,150 34,004 36,814 121,967 37,445 

基金負担分 152,000 43,392 19,866 36,814 100,071 37,445 

 

⑦女性医師復職支援事業 

      出産、育児などによって診療の場から離れている女性医師が復職するための相談窓口

を設置し、再就業医療機関の情報収集及び情報提供を行うと共に、復帰に向けた研修の

受入調整を行う。 

        （参考 執行状況）                    （単位：千円） 

  
計画額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  － － 4,219 4,219 5,700 

基金負担分 － － 0 0 0 

 

 

（３）高知地域医療支援センター運営事業［県全体で取り組む事業］ 

【事業期間】平成 23 年度から 25 年度 

【総事業費】45,005 千円（国庫補助負担分 23,504 千円、県負担分 22,501 千円） 

【目的】 

医師の確保及び医師の地域偏在の解消を図る。 

   【事業内容】 

     高知大学医学部に設置した高知地域医療支援センターにおいて、県内の医療機関ごとの

医師不足の状況を把握分析に基づく医師の適正配置の調整や、若手医師が県内の医療機関

を循環しながらキャリア形成を行うためのプログラムの作成などを行う。  

（参考 執行状況）                        （単位：千円） 

  
計画額 

22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  － － 10,267 16,801 27,068 17,937 

基金負担分 － － 0 0 0 0 

 

 

 

＜平成２２年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【三次医療圏】 

（１）医師確保対策の推進 

【事業期間】平成 23 年度から 25 年度 

【総事業費】509,174 千円（基金負担分 509,174 千円） 

【目的】 

     本県の地域医療が現在必要とする即戦力としての医師を確保する。 

  【事業内容】 

    ①県外医師情報収集強化事業（基金活用額：26,119 千円） 
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本県で勤務することに関心を持つ県外の医師や、本県出身の医師等のリストを作成し、

本県医療機関への招聘に向けて情報提供や勧誘活動を行う。 

また、本県の医師確保対策に協力いただける方を地域協力員として委嘱し、招聘活動

にご協力いただくとともに、医師の就職専門誌等への情報提供等を行うことにより、医

師確保を加速させる。 

（参考 執行状況）                    （単位：千円） 

  
計画額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  47,508 4,746 8,839 13,585 12,534 

基金負担分 47,508 4,746 8,839 13,585 12,534 

  

②医師派遣事業（基金活用額：80,327 千円） 

      本県での勤務を希望する医師を、一定期間機構が雇用し、医師の希望する医療機関へ

派遣する。派遣医師の処遇改善、専任職員によるフォローアップを実施し、派遣期間終

了後の定着を図る。 

（参考 執行状況）                    （単位：千円） 

  
計画額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  105,000 15,203 25,196 40,399 39,928 

基金負担分 105,000 15,203 25,196 40,399 39,928 

 

③県外私立大学連携医師招聘事業（基金活用額：43,000 千円） 

      県と県外私立大学との協定に基づき、県が当該私立大学に寄附講座を設置し、この寄

附講座の研究活動の一環として、当該大学所属医師による県内での研究・診療活動を実

施する。 

（参考 執行状況）                    （単位：千円） 

  
計画額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  60,000 3,000 20,000 23,000 20,000 

基金負担分 60,000 3,000 20,000 23,000 20,000 

 

④県外赴任医師勧誘・支援事業（基金活用額：237,050 千円） 

      県外から本県へ赴任する医師及び、高知市周辺から郡部へ赴任する医師に対する研修

修学金の貸与を行い、地域の医療機関における医師を確保し、医師の地域偏在を解消す

る。 

（参考 執行状況）                    （単位：千円） 

  
計画額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  225,000 92,500 69,550 162,050 75,000 

基金負担分 117,000 92,500 69,550 162,050 75,000 

 

⑤海外児童精神科専門医招聘事業（基金活用額：8,471 千円） 

      児童精神医学分野の世界的権威であるスウェーデンのヨーテボリ大学のギルバーグ教

授を本県に招聘し、県内医師に対する講演会を開催するとともに、小児科医・精神科医

を対象とする診断・治療の最先端技術に関する学習会を定期的に開催することにより、
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発達障害専門医の養成を行う。 

 

（参考 執行状況）                    （単位：千円） 

  
計画額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総 事 業 費  6,333 974 4,062 5,036 3,435 

基金負担分 6,333 974 4,062 5,036 3,435 

  

    ⑥県立病院医師公舎建設事業（基金活用額：114,207 千円） 

      （中略） 

       

             

 

 

２．災害医療救護体制の整備 

 

総事業費 ２，７１１，３１１千円  

（基金負担分 1,309,438 千円、国庫補助負担分 210,207 千円、県負担分 29,462 千円、 

 事業者負担分 1,162,204 千円） 

うち今回拡充分 １，５０３，４６９千円 

（基金負担分 598,383 千円、国庫補助負担分 143,444 千円、事業者負担分 761,642 千円） 

 

（目的） 

    多数の傷病者の発生が想定される南海トラフ巨大地震に備え、一般病院までを対象として、

医療機関の災害対応力の向上を図るための耐震化や必要な施設・設備整備を進め、入院患者

はもとより医療従事者の安全を確保する。また、研修等により医療従事者の災害医療に関す

るスキルアップを図るとともに、ＩＣＴ等の活用により、新たな被害想定に対応できる医療

救護体制を整備する。 

 

 ＜拡充する事業＞ 

 【災害医療救護体制強化事業】【災害医療救護体制強化事業】【災害医療救護体制強化事業】【災害医療救護体制強化事業】    

（１） 医療従事者確保事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １０８，６３５千円（基金負担分 91,183 千円 事業者負担分 17,452 千円） 

（事業内容） 

災害時の医療従事者を確保するため、ＤＭＡＴチームの育成等の充実強化を図ると

ともに、医療従事者のスキルアップ、各医療支部の機能強化のために以下の研修等を

実施する 

・医療従事者等研修（高知ＤＭＡＴ研修、災害医療図上訓練、ＭＣＬＳ研修等） 

・医療支部（各福祉保健所管内）等で行う災害時の医療救護体制を強化するための研修 

・日本ＤＭＡＴ研修への参加支援とＤＭＡＴチームの装備や機動力の充実強化 

・医療従事者団体等が行う研修（災害支援ナースの育成等） 

・広域医療搬送訓練等 

 

（２） 医薬品安定供給体制整備事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 
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・総事業費 １０，００６千円（基金負担分 10,006 千円） 

（事業内容） 

        新被害想定を受け、災害医療対策本部会議の下部組織として医薬品部会を設置し、

医薬品や血液製剤等の備蓄、流通等の見直しを行い、必要な設備整備等を行う。また、   

平成２４年度に配置した災害薬事コーディネータのスキルアップと増員を図る。 

・医薬品等の備蓄の見直しを行うための検討会の設置と備蓄用の設備整備 

・薬事コーディネータ研修等の実施 

 

（３） 災害時医療救護体制整備事業 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ２７４，４００千円（基金負担分 274,400 千円） 

 （事業内容） 

新被害想定を受け、総合防災拠点への医療機能の付加等、想定される孤立地域の医療

救護体制の整備を図るとともに、多数の発生が予想される傷病者への対応や、災害時に

迅速な医療機関選定と救急搬送を行う災害・救急医療連携体制の整備を図るため以下の

事業を行う。 

① 総合防災拠点等医療機能強化事業 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １６２，９８９千円（基金負担分 162,989 千円） 

（事業内容） 

本県では、平成２５年度に、新被害想定を受け、災害時の医療救護の在り方を再検

討することとしている。その際、孤立地域等の医療救護の強化を図るため、県下８

か所にヒトとモノの参集拠点として整備予定の総合防災拠点の医療機能の在り方に

ついても検討することとしており、総合防災拠点を含め地域の医療救護活動に必要

な医療資器材等の整備を図る。 

② ＩＣＴを活用した災害・救急医療体制整備事業 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １１１，４１１千円（基金負担分 111,411 千円） 

（事業内容） 

平成２５年度に導入予定の電子お薬手帳の災害時の有効活用方法等を検討し、必要

な機能強化を図るとともに、多数の傷病者の発生が想定されることから、円滑な医

療救護活動を行うためのツールとして、トリアージや、患者、医療機関等の情報伝

達・収集へのＩＣＴを活用するとともに、併せて、ＥＭＩＳ（広域災害・救急医療

情報システム）と連動した「こうち医療ネット」の必要な改修を行う。 

 

【医療機関等災害対策支援事業】【医療機関等災害対策支援事業】【医療機関等災害対策支援事業】【医療機関等災害対策支援事業】    

（１） 医療機関耐震化等促進事業 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １２６，０５４千円 

（基金負担分 22,296 千円、国庫補助負担分 22,296 千円、事業者負担分 81,462 千円） 

・補助率 ２３％（国 1/2、県 1/2） 

（事業内容） 

国土交通省所管の社会資本整備総合交付金を活用し、医療機関が行う耐震工事、耐震

診断、耐震設計を促進する。 

平成２６年度に１病院、平成２７年度に１病院が耐震化予定である。 
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（２） 医療機関等災害対応力向上事業 

① 医療機関施設・設備等支援事業 

・平成２５年度 

・総事業費 ３１６，４１６千円 

（基金負担分 150,740 千円、事業者負担分 165,406 千円） 

     ・補助基準額 

       施設整備 40,000 千円、設備整備 10,000 千円、備品整備 2,000 千円 

・補助率 施設整備：2/3、設備・備品整備：1/2 

（事業内容） 

医療機関等が、「災害対策指針」を活用して行うＢＣＰの作成や新被害想定に基づく

防災計画の見直し（Ｐ）、その見直しに伴い防災計画等に位置付けをして実施する施

設・設備整備（Ｄ）、各訓練等を通じて実施した対策の実効性の検証（Ｃ）、さらなる

対策（Ａ）といった、ＰＤＣＡサイクルによる医療機関の災害対応力向上を支援する。 

例）病院を対象に、屋上への避難場所の設置、自家発電機や配電設備の上層階への

移設、備蓄スペースの確保等の施設整備や、防災対策にかかる設備整備等を支

援するとともに、市町村が指定した医療救護所となる診療所を対象に、医療救

護活動に必要な備品等（簡易ベッド、テント等）の整備を支援する。 

② 診療情報バックアップ事業 

         ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 ３０，９４０千円（基金負担分 19,470 千円、事業者負担分 11,470 千円） 

      （事業内容） 

        災害時に早期の医療機関の復旧を目的として、平成２５年度に、高知県へき地医療

ネットワークに接続している医療機関の診療情報を、県外に保存するシステムを開発

することとしており、システムへの接続等について支援する。 

      

【医療提供体制施設設備交付金の【医療提供体制施設設備交付金の【医療提供体制施設設備交付金の【医療提供体制施設設備交付金の補填補填補填補填】】】】    

（１）医療施設近代化施設整備事業 

・平成２５年度事業開始    

・総事業費 ５５７，２８８千円 

（基金負担分 22,688 千円、国庫補助負担分 90,748 千円、事業者負担分 443,852 千円） 

・補助率 国 1/3 

（事業内容） 

基幹的精神病院が行う近代化施設整備（施設の改築）に対する国庫補助の減額分を補

填し、耐震化を推進する（１病院が予定） 

 

（２）医療施設耐震整備事業 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ８０，０００千円 

（基金負担分 7,600 千円、国庫補助負担分 30,400 千円、事業者負担分 42,000 千円） 

・補助率 国 475/1000 

（事業内容） 

Ｉｓ値 0.3 未満の５病院が行う耐震化工事に対する国庫補助の減額分を補填し、医療

機関の耐震化を推進する。 
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＜参考 これまでの取組＞ 

 

災害対策事業（抜粋） 

＜平成２１年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【中央・高幡保健医療圏】 

（１） 救急医療及び災害医療の確保・充実 

【総事業費】 459,984 千円（基金負担分 164,939 千円、国庫補助負担分 66,763 千円、 

県負担分 29,462 千円、事業者負担分 198,820 千円） 

  【目的】 

    南海トラフ巨大地震では、県内の広範囲で甚大な人的被害が予想されることから、発災時

から迅速かつ円滑に医療救護活動を行うため医療救護体制を強化する。 

  【事業内容】 

 (1)-2-(3) 救急・災害医療機関へのドクターカー・患者搬送車の導入及び設備整備 

  【事業期間】平成 24年度から平成 25 年度 

  【総事業費】59,459 千円（基金負担分 25,221 千円、事業者負担分 34,238 千円） 

  【目的】 

    南海トラフ巨大地震発生時に迅速な医療救護活動を行う。 

  【事業内容】 

    日本ＤＭＡＴチームを有する医療機関への機動力(ＤＭＡＴカー)の整備に補助（基準額は、

4,000 千円）し支援を行う。（補助率は 1/2） 

(参考 執行状況)                         （単位:千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 52,000 0 0 27,459 27,459 32,000 

基金負担分 26,000 0 0 9,221 9,221 16,000 

 

(1)-5 災害医療救護体制強化事業 

【事業期間】平成 22 年度から平成 25 年度 

【総事業費】204,021 千円（国庫補助負担分 47,762 千円、事業者負担分 6,083 千円、 

基金負担分 139,718 千円、県負担額 10,458 千円） 

【目的】 

    医療関係者・消防関係者・行政関係者を対象に研修や訓練を通して、災害医療に関するス

キルアップを図るとともに、ローカルＤＭＡＴの育成等により災害時の医療救護体制を強化

する。 

  【事業内容】 

    高知ＤＭＡＴ協議会等と連携し、医療救護活動に関する研修・訓練を実施し災害発生時の

対応能力の向上を図るとともに、ＤＭＡＴの育成支援やＤＭＡＴを設置する災害時に拠点と

なる医療機関に必要な資機材を整備する。また、日本ＤＭＡＴ研修への参加を支援する。 

（参考 執行状況）                                                （単位:千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 247,539 107,182 29,356 35,880 172,418 31,603 

基金負担分 134,015 60,902 17,062 30,877 108,841 30,877 
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(1)-6 医療施設耐震化促進事業 

 【事業期間】平成 23年度から平成 25年度 

【総事業費】196,504 千円（国庫補助負担分 19,001 千円、事業者負担分 158,499 千円、 

県負担分 19,004 千円） 

  【目的】 

    中央及び高幡保健医療圏の未耐震の医療施設が行う耐震診断、耐震設計及び耐震工事に係

る経費の一部を支援し、医療機関の耐震化を促進し、災害から医療機関、入院患者及び医療

従事者を守ることにより医療機能を維持する。 

  【事業内容】 

    国土交通省の社会資本整備総合交付金を活用して、Ｉｓ値 0.6 未満の２医療施設を対象と

して耐震化を図る。 

   ・耐震診断 国庫補助金及び基金で基準額の 2/3 を補助 

   ・耐震設計 国庫補助金及び基金で基準額の 2/3 を補助 

   ・耐震工事 国庫補助金及び基金で基準額の 23％を補助 

     （参考 執行状況）                                                   （単位:千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 933,247 － － 196,504 196,504 0 

基金負担分 146,364 － － 0 0 0 

 

 

 

＜平成２２年度補正予算による地域医療再生計画＞ 

【３次保健医療圏】 

（３） 災害医療の充実 

  【総事業費】 747,858 千円（基金負担分 546,116 千円、事業者負担分 201,742 千円） 

  【目的】 

    南海トラフ巨大地震では、県内の広範囲で甚大な人的被害が予想されることから、発災時

から迅速かつ円滑に医療救護活動を行うため医療救護体制を強化する。 

  【事業内容】  

① 広域医療搬送拠点施設設備整備事業 

【事業期間】 平成 25年度 

    【総事業費】 269,822 千円(基金負担分 269,822 千円) 

    【目的】 

      県内の３か所（１か所は代替拠点）に設置する広域医療搬送拠点に展開するＳＣＵ（航

空搬送拠点臨時医療施設）に必要な医療資機材（搬送用モニター、人工呼吸器等の日本

ＤＭＡＴ検討委員会が定めた標準装備）を整備し、南海トラフ巨大地震発生時における

重症患者の被災地外への航空搬送能力を向上させる。 

    【事業内容】 

      広域医療搬送拠点である高知大学医学部付属病院、宿毛市総合運動公園、安芸市総合

運動場（代替拠点）に展開するＳＣＵに必要な医療資機材等を、広域医療搬送拠点及び

ＳＣＵ管理協力病院（高知災医学部付属病院、幡多けんみん病院、あき総合病院）に配

備する。 
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     （参考 執行状況）                        （単位:千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 146,196 0 0 0 0 269,822 

基金負担分 146,196 0 0 0 0 269,822 

 

② 災害拠点病院ヘリポート整備事業 

【事業期間】 平成 24年度 

    【総事業費】 167,048 千円(基金負担分 83,524 千円、事業者負担分 83,524 千円) 

     【目的】 

広域的災害拠点病院にヘリポートを整備し、南海トラフ巨大地震等による重症患者の

被災地内外への搬送能力を向上させる。 

    【事業内容】 

      広域的災害拠点病院である高知大学医学部付属病院にヘリポートを設置する。 

（参考 執行状況）                                                （単位:千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 150,000 0 0 0 0 167,048 

基金負担分 75,000 0 0 0 0 83,524 

 

③ 医療施設耐震化促進事業 

【事業期間】 平成 24年度 

    【事業総額】 実績なし 

    【目的】 

      安芸及び幡多保健医療圏の未耐震の医療施設が行う耐震診断、耐震設計及び耐震工事

に係る経費の一部を支援し、医療機関の耐震化を促進し、災害から医療機関、入院患者

及び医療従事者を守ることにより医療機能を維持する。 

【事業内容】 

      国土交通省の社会資本整備総合交付金を活用して、Ｉｓ値 0.6 未満の２医療施設を対

象として耐震化等を図る。 

・耐震診断 国庫補助金及び基金で基準額の 2/3 を補助 

      ・耐震設計 国庫補助金及び基金で基準額の 2/3 を補助 

      ・耐震工事 国庫補助金及び基金で基準額の 23％を補助 

（参考 執行状況）                                                （単位:千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 139,919 0 0 0 0 0 

基金負担分 22,671 0 0 0 0 0 

                 ※県負担は一般財源で対応 

 

④ 医療施設等災害対策支援事業(軽微変更事業) 

【事業期間】 平成 24年度から平成 25年度 

    【総事業費】 301,093 千円（基金負担分 182,875 千円、事業者負担分 118,218 千円） 
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【目的】 

      インフラ設備整備による医療機関の災害対応力の向上と、診療情報の保全や医薬品の

安定供給による医療救護活動の強化を図り、多数の傷病者に対応できる医療救護体制の

確立を目指す。 

    【事業内容】 

（ア）医療機関等災害対応力向上事業（医療機関への衛星携帯電話及び自家発電機等の

設備整備のための支援） 

・衛星携帯電話 基準額 802 千円（補助率 1/2） 

・自家発電機  基準額 10,000 千円（補助率 1/2） 

（イ）医療機関のための災害対策指針の作成 

（ウ）ＥＭＩＳと連動している「こうち医療ネット」の改修を含めた見直し 

（エ）お薬手帳の電子化 

（オ）医薬品を適正に供給するための備蓄等の検討 

（参考 執行状況）                        （単位:千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 267,198 － － 43,166 43,166 257,927 

基金負担分 165,552 － － 24,948 24,948 157,927 

   

⑤ 災害時在宅医療推進事業 

【事業期間】 平成25年度  

【総事業費】 9,895千円（基金負担分 9,895千円）  

※地域医療再生計画の変更により事業を追加（軽微な変更）。  

【事業内容】  

地域の多職種にわたる医療・介護関係者が協働して、災害時対応も含めて包括的かつ継

続的な支援を提供することができる連携体制を構築する。  

（参考 執行状況）    （単位:千円） 

 
計画額 

25年度 

予定額 

総事業費 9,895 9,895 

基金負担分 9,895 9,895 

 

 

 

 

３．在宅医療の推進 

 

総事業費 ３７２，３０６千円  

（基金負担分 280,727 千円、国庫補助負担分 52,662 千円、県負担分 5,656 千円、 

事業者負担分 33,261 千円） 

うち今回拡充分 １６３，９７０千円 

（基金負担分 123,086 千円、国庫補助負担分 14,648 千円、県負担分 5,656 千円、 

事業者負担分 20,580 千円） 
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（目的） 

在宅医療を選択できる環境づくりを進めるため、在宅医療を提供する機関の機能強化を図

るとともに、在宅医療を担う多職種の医療関係者の確保と資質向上、県民及び医療関係者へ

の看取りを含めた在宅医療に関する情報の提供、医療と介護が連携した地域における包括的

かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を目指す。 

    なお、平成２５年度からの保健医療計画策定に向けて県内の在宅医療提供体制、訪問看護

のニーズ調査を行い、在宅医療体制検討会議において必要な対策の検討を行った結果、既存

事業として取り組んできた専門的口腔ケア実施体制の整備、在宅医療従事者等のレベルアッ

プ、在宅医療（訪問看護含む）の普及啓発についても、引き続き今期の保健医療計画期間中

に対策を講じる必要があるとされたため、これらの事業については地域医療再生基金を活用

して今期保健医療計画の中間年度である平成２７年度まで継続するために不足する財源を充

当する。 

 

＜拡充する事業＞ 

【【【【施設・設備整備事業施設・設備整備事業施設・設備整備事業施設・設備整備事業】】】】    （専門的口腔ケア実施体制の整備）（専門的口腔ケア実施体制の整備）（専門的口腔ケア実施体制の整備）（専門的口腔ケア実施体制の整備）    

誤嚥性肺炎予防などに配慮した総合的な口腔機能評価に基づき、歯科医師及び歯科衛生士

が専門的口腔ケア（歯科治療、歯科保健指導、専門的口腔清掃、摂食機能訓練を含む）を実

施するための体制の充実に必要な機材を整備する。 

（１） 在宅歯科診療設備整備事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ４０，７４０千円（基金負担分 13,580 千円、国庫補助負担分 13,580 千円、 

事業者負担分 13,580 千円） 

（事業内容） 

寝たきり等で通院による歯科受診が困難な患者の口腔機能の維持・向上を図るため、

在宅歯科医療に必要な診療機器を整備する。 

 

（２） 在宅歯科医療連携推進事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １４，０００千円（基金負担分 7,000 千円、事業者負担分 7,000 千円） 

（事業内容） 

         高知県歯科医師会に整備した在宅歯科医療連携室を拠点とする在宅歯科医療のネッ

トワークを構築する。 

    

（３）在宅歯科医療機器貸与事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １，１６６千円（基金負担分 1,166 千円） 

（事業内容） 

在宅歯科医療を推進するため、県が歯科診療所に貸し出すための訪問歯科診療用機器

を整備する。 

 

【医療従事者等レベルアップ事業】【医療従事者等レベルアップ事業】【医療従事者等レベルアップ事業】【医療従事者等レベルアップ事業】    

・(社)高知県医師会、(社)高知県歯科医師会、(社)高知県薬剤師会、(社)高知県看護協会（以

下、関係４団体）等と連携して、在宅医療に関わる意思のある医師等医療従事者を対象に、

「24時間対応」、「自宅での看取りを可能とする」、「重症者や障害のある高齢者の在宅医療

を可能とする」ことを重視した研修を実施する。 

・病院等における急性期医療と在宅医療の連携を促進することを目的に、病院管理者等が在
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宅医療の現状を理解するための研修を実施する。 

・医療提供体制の強化に向け、医療関係者の資質向上と連携強化を図るための研修を実施す

る。 

・入院と在宅のシームレスな医療提供及び薬学的な管理の一層の充実を図るため、地域の薬

局と医療機関の連携を強化し、地域で適正な薬物療法を受けられる体制を構築する。 

 

（１） 訪問薬剤師養成研修事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ３，６０６千円（基金負担分 3,606 千円） 

（事業内容） 

在宅で療養する患者が薬の副作用に関する確認や服薬状況改善支援を受け、地域で

適正な薬物療法を受けることができるよう、訪問薬剤師の確保と資質向上を図るため

の研修を行う。 

 

（２） 在宅歯科人材育成事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １０，３３０千円（基金負担分 3,606 千円、国庫補助負担分 1,068 千円、 

                県負担分 5,656 千円） 

（事業内容） 

        在宅患者の歯周病対策や義歯管理及び誤嚥性肺炎予防などを目的とした口腔機能の

維持・向上を図るため、在宅歯科診療を担う人材の育成を行う。 

 

（３） 在宅医療に係る医療従事者団体研修体制強化事業 ＜新規事業＞＞＞＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ２，３８２千円（基金負担分 2,382 千円） 

（事業内容） 

在宅医療提供体制の強化を目的に、在宅医療に係る多職種の医療従事者団体が会員

の資質向上と連携強化を図るための研修を実施する。 

    

【【【【訪問看護事業強化事業訪問看護事業強化事業訪問看護事業強化事業訪問看護事業強化事業】】】】    

訪問看護ステーション数の増加及びサービスの質の向上、訪問看護師の確保及び質の向上、

施設から在宅への移行支援の強化等を目的に、(社)高知県看護協会等と連携して事業を実施

する。    

（１） 訪問看護師育成研修・訪問看護ステーション管理者研修事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ２，８３４千円（基金負担分 2,834 千円） 

（事業内容） 

訪問看護師の確保及び資質の向上、訪問看護ステーションの機能強化を図るための

研修を実施する。 

 

（２） 訪問看護相談支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ４，１２４千円（基金負担分 4,124 千円） 

（事業内容） 

大学病院の専門医療チームによる、訪問看護ステーション等の在宅医療・訪問看護

技術、アセスメント能力向上のための研修を行う。 
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（３） 訪問看護普及啓発事業 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ５，０００千円（基金負担分 5,000 千円） 

（事業内容） 

在宅で療養する患者及び家族、保健・医療・福祉関係者に訪問看護についての認知

を高めることを通じて訪問看護の利用の定着を促進することにより、訪問看護事業の

基盤強化を図る。 

 

（４） 中山間地域訪問看護提供体制強化事業 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 １１，２１２千円（基金負担分 11,212 千円） 

（事業内容） 

        訪問看護事業者団体と連携して、中山間地域等、人口の集積が少なく採算面から訪問 

看護ステーションの経営が困難な地域においても訪問看護が提供できる仕組みを構築

する。 

 

（５） 安芸地域訪問看護提供体制強化事業＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 １７，６３２千円（基金負担分 17,632 千円） 

（事業内容） 

     訪問看護の潜在ニーズがある一方で、地理的条件等により訪問看護提供体制が脆弱

な安芸保健医療圏において、市町村及び地域医師会、関係団体と連携して以下の事項

に取り組むことにより、地域において訪問看護資源を充実させ、在宅医療が選択でき

る地域づくりを推進する。 

〇地域の医療・介護関係機関による訪問看護供給方策の協議の場の運営、課題の抽

出・対応策の検討 

〇訪問看護ニーズに対応するためのサービス供給の調整支援 

〇訪問診療・訪問看護を実施及び検討している医療機関へのコンサルテーションや

研修の実施 

〇在宅療養支援ネットワークの構築 

     〇在宅医療・訪問看護に関する地域における普及啓発活動 

   

【【【【普及啓発事業普及啓発事業普及啓発事業普及啓発事業】】】】    

・県民、医療・福祉関係者、学生等を対象としたシンポジウム等の開催 

・啓発用資材の作成・配布 

・県民及び医療・福祉関係者に対する情報提供 

・地域の救急医療、小児医療等を守るための自主的な活動を行なう住民組織を支援し、住民、

医療・保健・福祉関係者、行政が連携し地域が一体となった取組を促進する。 

 

（１） 地域医療フォーラム開催事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ２，３８０千円（基金負担分 2,380 千円） 

（事業内容） 

          在宅医療の推進に向けた医療・介護・福祉等の関係者の連携強化及び県民への情報
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提供を目的とするフォーラムを開催する。 

 

（２） 在宅医療普及啓発事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ２，５４０千円（基金負担分 2,540 千円） 

（事業内容） 

在宅医療を選択できる環境づくりには、在宅医療に関する県民及び医療従事者の理

解を深めることが欠かせないため、講演会や普及啓発資料の作成・配布、出前講座等

により、看取りも含めた在宅医療に関する情報提供を行う。 

 

（３） 薬物療法連携推進事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 １，２２４千円（基金負担分 1,224 千円） 

（事業内容） 

薬物療法を中心とした多職種の連携を強化し、県民が地域で適正な薬物療法を受け

ることのできる体制を構築することを目的に、関係者による協議の場を設けるととも

に、地域の医療機関等と連携したモデル的な取組の促進、医療関係者や県民を対象と

した研修会・イベントの実施、薬剤師の地域における役割の普及啓発のための資材の

作成・配布等を行う。 

 

【【【【在宅在宅在宅在宅医療医療医療医療連携連携連携連携体制構築支援体制構築支援体制構築支援体制構築支援事業事業事業事業】】】】（新規事業）（新規事業）（新規事業）（新規事業）    

   在宅医療が選択できる地域を拡げていくため、市町村・県及び郡市医師会等と連携し、多

職種にわたる医療・介護関係者が協働して地域の実情に応じた包括的かつ継続的な支援を提

供できる体制を構築する。 

（１） 在宅医療連携体制構築支援事業 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ４４，８００千円（基金負担分 44,800 千円） 

（事業内容） 

以下の事項に取り組むことにより、当該地域における医療・介護の多職種の関係者

が連携して在宅療養患者を支える体制を構築する。 

〇地域の医療・介護・福祉資源の状況の把握 

〇地域の医療・介護関係機関による協議の場の運営、在宅医療における連携上の課

題の抽出・対応策の検討 

〇地域の医療・介護従事者を対象とする研修の実施 

〇２４時間３６５日在宅医療提供体制の検討 

〇在宅チーム医療を提供するための情報共有方策の検討 

     〇在宅医療に関する地域における普及啓発活動 

    

    

＜参考 これまでの取組＞ 

 

在宅医療（抜粋） 

＜平成２１年度補正予算による地域医療再生計画＞  

【中央・高幡医療圏】  

（３）在宅医療の推進(地域医療提供体制の強化を含む)    

【事業期間】平成 22 年度から平成 25 年度 
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【総事業費】 483,875 千円 

（国庫負担額 9,440 千円、事業者負担額 156,715 千円、基金負担額 317,720 千円） 

【目的】 

在宅医療を担う人材の確保と資質向上、有床診療所等と連携した後方支援体制の充実、

多職種による連携や医療・福祉・保健のネットワークづくり、在宅医療に関する普及啓発

及び情報提供活動の推進等により、地域医療及び地域包括ケア提供体制の充実、中山間地

域のプライマリケアの維持を図る。 

 

●施設・設備整備にかかる事業 

(3)-1 施設･設備整備事業（基金活用額：22,000 千円） 

在宅医療を推進するために行う次の事業に必要な施設･設備の整備を支援する。    

①後方支援を行う医療機関の整備    

②訪問看護事業のサテライト化及び多機能化    

③専門的口腔ケア実施体制の整備     

④薬局における在宅医療推進体制の整備    

（参考 執行状況）                                      （単位:千円） 

 
計画額 

22年度 

支出済額 

23年度 

支出済額 

24年度 

支出済額 
小計 

25年度 

予定額 

総事業費 44,000 4,825 15,410 12,779 33,014 56,275 

基金負担分 22,000 2,413 4,514 6,623 13,550 37,358 

 

 

●施設･設備の整備にかかる事業 

(3)-2 ＩＣＴネットワーク構築促進事業（基金活用額：68,588 千円）  

①医療機関のＩＣＴネットワークへの参加支援 

②へき地医療機関等へのウェブ型電子カルテ導入 

（中略） 

    

    

●運営にかかる事業 

(3)-3 医療従事者等レベルアップ事業（基金活用額：22,128 千円） 

①在宅医療に関わる意思のある医師等医療従事者を対象に、「24 時間対応」、「自宅での

看取りを可能とする」、「重症者や障害のある高齢者の在宅医療を可能とする」ことを

重視した研修 

②病院等における急性期医療と在宅医療の連携を促進することを目的に、病院管理者等

が在宅医療の現状を理解するための研修 

③医療提供体制の強化に向け、医療関係者の資質向上と連携強化を図るための研修 

（参考 執行状況）                                                （単位:千円） 

 
計画額 

22年度 

支出済額 

23年度 

支出済額 

24年度 

支出済額 
小計 

25年度 

予定額 

総事業費 31,568 8,498 6,281 4,222 19,001 8,984 

基金負担分 22,128 3,670 2,549 2,256 8,475 7,018 

    

(3)-4 訪問看護事業強化事業（基金活用額：29,433 千円） 

訪問看護ステーション数の増加及びサービスの質の向上、訪問看護師の確保及び質の向



 34

上、施設から在宅への移行支援の強化等を目的に、(社)高知県看護協会等と連携して事業

を実施する。 

 ①訪問看護相談支援事業（訪問看護ステーションの開設･運営等の支援） 

②訪問看護師に対する教育 

③訪問看護に関する普及啓発 

④訪問看護の質の向上のための調査・研究 

（参考 執行状況）                                      （単位:千円） 

 
計画額 

22年度 

支出済額 

23年度 

支出済額 

24年度 

支出済額 
小計 

25年度 

予定額 

総事業費 29,433 4,914 3,173 3,694 11,781 3,479 

基金負担分 29,433 4,914 3,173 3,694 11,781 3,479 

    

(3)-5 地域医療提供体制強化事業 

（中略） 

 

(3)-6 嶺北地域医療再生事業 

 （中略） 

 

(3)-7 中央西地域包括ケアシステム構築事業（基金活用額：45,257 千円） 

中央西地域（中央西福祉保健所管内）における病病連携、病診連携の推進と医療施設の

高齢者ケアの質の向上を図り、在宅医療を支える医療体制を構築する。 

     〈主な機能〉 

        在宅療養支援ネットワークの構築、施設支援・指導、人材育成、地域課題等の情報収集

ケースカンファレンスの開催、退院支援プログラムの普及、連携パスの導入支援 

（参考 執行状況）                                                （単位:千円） 

 
計画額 

22年度 

支出済額 

23年度 

支出済額 

24年度 

支出済額 
小計 

25年度 

予定額 

総事業費 45,257 7,921 13,942 13,909 35,772 16,637 

基金負担分 45,257 7,920 13,941 13,909 35,770 16,637 

    

(3)-8 普及啓発事業〈在宅医療等〉（基金活用額：7,789 千円） 

・県民、医療・福祉関係者、学生等を対象としたシンポジウム等の開催 

・啓発用資材の作成・配布 

・県民及び医療・福祉関係者に対する情報提供 

     ・地域の救急医療、小児医療等を守るための自主的な活動を行う住民組織を支援し、住民、

医療・保健・福祉関係者、行政が連携し地域が一体となった取組を促進する。 

（参考 執行状況）                                    （単位:千円） 

 
計画額 

22年度 

支出済額 

23年度 

支出済額 

24年度 

支出済額 
小計 

25年度 

予定額 

総事業費   7,789 1,370 1,999 4,095 7,464 4,148 

基金負担分 7,789 1,370 1,999 4,095 7,464 4,148 

 

(3)-9 モデル研究事業 

       （中略） 
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４．救急医療の確保 

 

総事業費 ８８，４８５千円  

（基金負担分 78,630 千円、事業者負担分 9,855 千円） 

  うち今回拡充分 ２８，９４８千円 

（基金負担分 28,090 千円、事業者負担分 4,348 千円） 

 

＜拡充する事業＞ 

     【救急医療体制強化事業】【救急医療体制強化事業】【救急医療体制強化事業】【救急医療体制強化事業】    

（１） 救急医療啓発事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ９，６７４千円（基金負担分 9,674 千円） 

（事業内容） 

救急車や救命救急センター本来の役割を確保するため、救急医療についての正しい

知識をＴＶＣＭ、新聞広告により救急車の適正な利用と救急病院の適正受診について

県民理解の促進を図るとともに、小児の急病時の対応等についてとりまとめたＤＶＤ

を作成し、保育所等に配布することにより、家庭内での対応力の強化を図る。 

 

（２） 小児救急勤務医確保事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ９，７２０千円（基金負担分 9,720 千円） 

（事業内容） 

小児科病院群輪番制病院に勤務する医師に対する当直手当の支給を支援することに

より、医師の小児救急離れを防止し、小児救急輪番体制を維持する。 

 

（３） 小児救急トリアージ担当看護師設置支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １３，０４４千円（基金負担分 8,696 千円 事業者負担分 4,348 千円） 

     （事業内容） 

小児科医師の負担を軽減するために、小児科病院群輪番制病院に小児救急患者のト

リアージを行う看護師を設置する医療機関の支援を行う。 

    

    

＜参考 これまでの取組＞ 

    

救急医療（抜粋） 

平成２１年度補正予算による地域医療再生計画  

【中央・高幡医療圏】  

  (1)-4 普及啓発事業（救急医療）   

【事業期間】 平成22年度から平成25年度  

【総事業費】 30,099千円（基金負担分 30,099千円）  

【目的】 

    県民の救急医療の現状への認識を高め、救急医療の適正受診について行動変容を促すことを

目的とする。 

【事業内容】  

 県民を対象に、救急医療の適切な利用等について、ＴＶＣＭ、新聞広告等を利用して普及啓
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発を行う。 

 

（参考 執行状況）                                                 (単位：千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 31,279 1.573 9,430 9,474 20,477 9,622 

基金負担分 31,279 1.573 9,430 9,474 20,477 9,622 

 

(2)-2 小児救急医療確保事業  

 (1)トリアージ担当看護師設置支援事業 

【事業期間】平成22年度から平成25年度  

【総事業費】16,548千円（基金負担分 11,111千円、事業者負担分 5,437千円）  

【目的】 

       小児救急輪番病院に、小児救急患者のトリアージを行う看護師を配置し、小児科医師の負担

軽減を図り、小児救急医療体制を維持する。  

【事業内容】  

 小児科医師の負担を軽減するために小児救急輪番病院に小児救急患者のトリアージを行う

看護師を置く場合に、看護師雇い上げを支援する。 

・基準単価 13,421円／日 

       ・補助率 2/3 

（参考 執行状況）                                                 (単位：千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 19,596 3,722 3,675 4,253 11,650 4,898 

基金負担分 13,064 2,561 2,450 2,835 7,846 3,265 

 

 

＜平成２２年度補正予算による地域医療再生計画＞  

【三次保健医療圏】  

(2) 救急医療の確保・充実 

①小児救急勤務医師確保事業 

【事業期間】 平成23年度から平成25年度  

【総事業費】 9,400千円（基金負担分 9,330千円、事業者負担分 70千円）  

【目的】 

中央保健医療圏の小児科病院群輪番制病院が行う救急勤務医師に対する手当の支給を支援

することなどにより、医師の小児救急離れを防止し、小児救急輪番体制を維持する。  

【事業内容】 

小児救急輪番病院に勤務する医師に対する当直手当を創設し支給する。 

・基準額 10千円／回（休日等は2人分支給） 

・補助率 10/10  

（参考 執行状況）                                                 (単位：千円） 

 計画額 
22 年度 

支出済額 

23 年度 

支出済額 

24 年度 

支出済額 
小計 

25 年度 

予定額 

総事業費 30,000 0 810 3,730 4,540 4,860 

基金負担分 30,000 0 810 3,660 4,470 4,860 
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５．がん対策 

 

総事業費 ６０，５００千円  

（基金負担分 30,250 千円 事業者負担分 30,250 千円） 

 

（１）胃がん検診車整備事業 ＜新規事業＞ 

    ・平成２５年度 

    ・総事業費 ６０，５００千円 (基金負担分 30,250 千円 事業者負担分 30,250 千円) 

     （事業内容） 

住民検診の利便性を向上させ、受診率向上を図るため、がん検診の受診率が特に低

い胃がん検診車を高知県内の全市町村から受託している、公益財団法人高知県総合保

健協会に新たに１台整備する。 

    

    

    

    

Ⅵ 期待される効果 

 

１．医師確保対策の推進 

・県内の基幹型臨床研修病院において、初期臨床研修を開始する医師を６０人とする。 

・１年間に高知大学医学部に採用される医師数を４０人とする。 

・安定的に精神保健指定医を確保するシステムを研究するとともに、精神科医師を確保するた

めの仕組みを構築する。 

・４０歳未満の薬剤師数が直近の数値を上回る。（平成２２年時点で５４４名） 

 

 

２． 災害医療救護体制の整備 

（１） 災害医療救護体制強化事業 

① 医療従事者確保事業 

・日本ＤＭＡＴ３チーム／年×３年（２５～２７年度）育成 

・高知ＤＭＡＴ５チーム（救護病院）／年×３年（２５～２７年度）育成 

・災害支援ナース１５０名／年×３年（２５～２７年度）⇒４５０名育成 

・災害医療コーディネータ１８名（平成２４年度末現在）のスキルアップ 

・各医療支部（福祉保健所単位）での感染症等の医療安全地域ネットワークの構築 

② 医薬品安定供給体制整備事業 

・災害薬事コーディネータ３７名（平成２４年度末現在）のスキルアップ 

・新被害想定に基づく、医薬品及び輸血用血液等の適正備蓄と供給体制の確立 

③ 災害時医療救護体制整備事業 

・医療資源の少ない地域における医療救護活動拠点の整備による災害医療過疎地域の解消 

・ＩＣＴを導入した多数傷病者に対応する医療救護体制の構築 

 

（２） 医療機関等災害対策支援事業 

① 医療機関耐震化等促進事業 

・病院の耐震化は、２６年度に３病院、２７年度に８病院が予定しており、耐震化率は、

７７．４％（１０３施設）となる見込み。 
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② 医療機関等災害対応力向上事業 

・アンケート結果から、９０％以上の病院が新被害想定を踏まえた防災計画の見直し等を

予定しており、「災害対策指針」を活用し、新被害想定に基づく見直しやＢＣＰの策定、

ＰＤＣＡサイクルによる医療機関の防災力の向上が期待できる。なお、防災計画の見直し

等には専門家を派遣する事業（県単独事業）も実施する。 

・備蓄倉庫を兼ねた医療従事者宿舎の建設や自家発電機、配電装置の上層階への設置等に

よる医療機関の災害対応力の向上が見込まれる。 

 

 

３． 在宅医療の推進 

・地域に根ざした医療・介護・福祉の関係機関のネットワークが構築され、在宅医療提供機関

のグループ化により２４時間３６５日在宅医療提供体制のある地域が増えている。 

  ・訪問看護ステーションのサービスが提供できる地域の拡大や訪問看護を提供できる医療機関

の増加により、県内全地域（旧市町村圏域）で訪問看護が提供されている。 

 

 

４．救急医療の確保 

（１） 救急医療の適正利用 

県民に対する継続した救急医療の適正利用等に関する広報により、救急医療の現状を認識す

るとともに、適正受診への行動変容につなげる。 

（２） 小児救急医療体制 

小児科病院群輪番制の維持 

 

 

５．がん対策 

１日６０人×２５０日稼働＝１５，０００人程度の受診が可能となり、がんの早期発見に大 

いに貢献する。（災害時における検診バスによる住民のがん検診の利便性向上） 

 

 

 

 

Ⅶ 地域医療再生計画終了後に実施する事業 

 

１．医師確保対策の推進 

中長期的医師確保対策及び即効性のある医師確保対策を継続する。個別事業の継続につい 

ては平成２７年度までの成果を踏まえて別途検討する。 

 

２．災害時の医療提供体制確保 

（１） 医療従事者確保事業 

・ＤＭＡＴの育成や医療従事者のスキルアップや技能維持のための研修・訓練は継続する 

（２） 医療機関等災害対応力向上事業 

・医療機関等の施設、設備等の整備については、整備状況も確認の上検討する。なお、耐震

化については、工事中の代替え地の確保等に一定の期間を要することから、医療機関の意向

や国の補助制度の動向も踏まえ検討する。 

（３） 医療救護体制整備に関する事業 

・高知県災害時医療救護計画は不断の見直しを行うこととしており、見直しによる必要な事
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業は実施する。 

 

３．在宅医療 

（１）訪問看護師育成研修・訪問看護ステーション管理者研修事業（1,500 千円／年度） 

（理由）在宅医療の提供に不可欠な訪問看護師の育成・訪問看護ステーションの機能強化に

引き続き取り組む必要があるため 

 

（２）在宅医療普及啓発事業（3,500 千円／年度） 

 （理由）在宅医療の選択できる環境づくりのために、在宅医療に関する県民及び医療従事者

の理解を深めることが引き続き重要であるため。 

 

４．救急医療の確保 

・救急搬送される患者に占める軽症者割合等の推移を把握しつつ、高知県救急医療協議会の

意見も踏まえ検討する。 

・小児（救急）医療体制確保に関する事業については、県内の小児科医師数の推移も把握し

つつ、小児（救急）医療体制検討会議の意見も踏まえ検討する。 

 

 

 

 

ⅧⅧⅧⅧ    地域地域地域地域医療医療医療医療再生計画の案の作成経過 

   

２月２８日 高知県医療審議会開催 

・再生計画策定スケジュールの報告 

・意見募集について周知 

 ・関係機関等に再生計画案の送付、パブリックコメント募集のお知らせ 

４月１９日 

４月２６日 

バプリックコメント募集 

医療審議会医療従事者確保推進部会での審議 

５月１８日 パブリックコメント募集終了 

５月２３日 高知県医療審議会での審議・承認 

  

 


