
徳島県地域医療再生計画（三次医療圏）の体系

●基本方針
東部圏域の「総合メディカルゾーン本部」（徳島大学病院，県立中央病院）を核として，南部センター（県立海部病
院），西部センター（県立三好病院）及び北部圏域（健康保険鳴門病院）の機能強化や連携強化を図り，県内の公
的・民間医療機関の役割分担や機能強化を図る。

・地域医療を支える医療従事者の確保
・救急医療及び小児救急に従事する医師の負担

・救急搬送受入体制の機能強化
・救命救急センターの機能強化
・周産期医療及び精神科救急の体制整備

・三連動地震等への総合的対応力の強化と減災
体制の整備
・災害時の医療提供体制機能の維持

・地域医療連携体制の構築
・がん拠点病院と地域医療機関との連携
・院内感染対策の徹底

１１１１ 県内医師配置の最適化県内医師配置の最適化県内医師配置の最適化県内医師配置の最適化
２２２２ 医師の負担軽減、業務の効率化医師の負担軽減、業務の効率化医師の負担軽減、業務の効率化医師の負担軽減、業務の効率化
３３３３ 医療従事者数の増強・資質向上医療従事者数の増強・資質向上医療従事者数の増強・資質向上医療従事者数の増強・資質向上

１１１１ 救急搬送受入体制の充実強化救急搬送受入体制の充実強化救急搬送受入体制の充実強化救急搬送受入体制の充実強化
２２２２ 救命救急センターの機能充実救命救急センターの機能充実救命救急センターの機能充実救命救急センターの機能充実
３３３３ 周産期・精神科救急医療体制の充実強化周産期・精神科救急医療体制の充実強化周産期・精神科救急医療体制の充実強化周産期・精神科救急医療体制の充実強化

１１１１ 災害医療提供体制の強化災害医療提供体制の強化災害医療提供体制の強化災害医療提供体制の強化

１１１１ 地域医療連携機能の強化地域医療連携機能の強化地域医療連携機能の強化地域医療連携機能の強化
２２２２ がん医療の均てん化・高度化の推進がん医療の均てん化・高度化の推進がん医療の均てん化・高度化の推進がん医療の均てん化・高度化の推進
３３３３ 院内感染対策の推進院内感染対策の推進院内感染対策の推進院内感染対策の推進

課題課題課題課題 施策施策施策施策

1 地域を支える医師不足の抜本的解消

２ 救急医療体制の更なる充実

３ 災害医療体制の強化

４ 医療機関の高度化・連携強化



■■■■政策医療総合対策政策医療総合対策政策医療総合対策政策医療総合対策センターセンターセンターセンター機能機能機能機能
　「　「　「　「がんがんがんがん」「」「」「」「糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病」「」「」「」「救急救急救急救急」「」「」「」「小児救急小児救急小児救急小児救急」」」」
　「　「　「　「周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療」「」「」「」「へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療」」」」などなどなどなど

■■■■医師等養成医師等養成医師等養成医師等養成・・・・研修研修研修研修センターセンターセンターセンター機能機能機能機能
■■■■医師等派遣医師等派遣医師等派遣医師等派遣センターセンターセンターセンター機能機能機能機能

◇◇◇◇医師等医師等医師等医師等のののの派遣派遣派遣派遣
◇◇◇◇遠隔医療遠隔医療遠隔医療遠隔医療・・・・診断診断診断診断システムシステムシステムシステム
◇ドクターヘリの◇ドクターヘリの◇ドクターヘリの◇ドクターヘリの運航運航運航運航

■■■■徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画（三次医療圏）のイメージのイメージのイメージのイメージ図図図図

総合メディカルゾーン
南部サテライト

地域医療研究センター

◇◇◇◇医師等医師等医師等医師等のののの派遣派遣派遣派遣
◇◇◇◇遠隔医療遠隔医療遠隔医療遠隔医療・・・・診断診断診断診断システムシステムシステムシステム
◇ドクターヘリの◇ドクターヘリの◇ドクターヘリの◇ドクターヘリの運航運航運航運航

◇◇◇◇医師等医師等医師等医師等のののの派遣派遣派遣派遣
◇◇◇◇遠隔医療遠隔医療遠隔医療遠隔医療・・・・診断診断診断診断システムシステムシステムシステム
◇ドクターヘリの◇ドクターヘリの◇ドクターヘリの◇ドクターヘリの運航運航運航運航

県立三好病院

目標目標目標目標

救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの万全化万全化万全化万全化

高度先端医療高度先端医療高度先端医療高度先端医療のののの拠点形成拠点形成拠点形成拠点形成

地域医療支援機能地域医療支援機能地域医療支援機能地域医療支援機能のののの強化強化強化強化

整備整備整備整備するするするする機能機能機能機能県立海部病院

★★★★予防医学予防医学予防医学予防医学・・・・疫学推進疫学推進疫学推進疫学推進センターのセンターのセンターのセンターの設設設設
置置置置（がん・糖尿病等の患者データの登
録・管理・活用）

★★★★総合総合総合総合メディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーン
西部西部西部西部サテライトサテライトサテライトサテライト

★★★★両病院両病院両病院両病院のののの長所長所長所長所をををを活活活活かしたかしたかしたかした「「「「機能機能機能機能
分化分化分化分化・・・・集約化集約化集約化集約化」」」」をををを推進推進推進推進

総合メディカルゾーン

徳島大学病院
県立中央病院

■ ■ ■ ■ 地域医療地域医療地域医療地域医療をををを支支支支えるえるえるえる医師医師医師医師のののの不足不足不足不足のののの抜本的解消抜本的解消抜本的解消抜本的解消
　・  医師配置の最適化、医師の負担軽減、医師数の増強・医師の資質向上　など

■ ■ ■ ■ 救急救急救急救急・・・・災害医療体制災害医療体制災害医療体制災害医療体制のののの更更更更なるなるなるなる充実強化充実強化充実強化充実強化
　・  一般・小児・周産期・精神科救急、医療施設耐震化、災害時広域搬送　など

■ ■ ■ ■ 医療医療医療医療のののの高度化高度化高度化高度化とととと連携強化連携強化連携強化連携強化
　・ がん診療の高度化と均てん化、予防医学・疫学の推進
　・ 急性期から在宅へと連なる切れ目のない医療提供体制の構築　など

主主主主なななな計画目標計画目標計画目標計画目標

県立中央病院県立中央病院県立中央病院県立中央病院

西部公立西部公立西部公立西部公立３３３３病院病院病院病院のののの機能分担機能分担機能分担機能分担・・・・連携連携連携連携

つるぎつるぎつるぎつるぎ町立半田病院町立半田病院町立半田病院町立半田病院

三好市立三野病院三好市立三野病院三好市立三野病院三好市立三野病院

美波町立由岐病院美波町立由岐病院美波町立由岐病院美波町立由岐病院

ＭＺＭＺＭＺＭＺ南部南部南部南部センター(センター(センター(センター(県立海部病院県立海部病院県立海部病院県立海部病院））））

健康保険鳴門病院健康保険鳴門病院健康保険鳴門病院健康保険鳴門病院

海陽町立海南病院海陽町立海南病院海陽町立海南病院海陽町立海南病院
美波町立日和佐病院美波町立日和佐病院美波町立日和佐病院美波町立日和佐病院

総合総合総合総合メディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーン
（ＭＺ）（ＭＺ）（ＭＺ）（ＭＺ）本部本部本部本部

ＭＺＭＺＭＺＭＺ西部西部西部西部センター(センター(センター(センター(県立三好病院県立三好病院県立三好病院県立三好病院））））

県医師会県医師会県医師会県医師会

民間医療機関民間医療機関民間医療機関民間医療機関

郡市医師会郡市医師会郡市医師会郡市医師会

関係機関関係機関関係機関関係機関

徳島赤十字病院徳島赤十字病院徳島赤十字病院徳島赤十字病院

徳島市民病院徳島市民病院徳島市民病院徳島市民病院

徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院



美波町立由岐病院美波町立由岐病院美波町立由岐病院美波町立由岐病院

美波町立日和佐病院美波町立日和佐病院美波町立日和佐病院美波町立日和佐病院

民間医療機関民間医療機関民間医療機関民間医療機関

郡市医師会郡市医師会郡市医師会郡市医師会

関係機関関係機関関係機関関係機関

■■■■徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画（三次医療圏）のアウトラインのアウトラインのアウトラインのアウトライン

県立中央病院県立中央病院県立中央病院県立中央病院

医師会医師会医師会医師会

徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院

　　　　

　　　　

総合総合総合総合メディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーン（ＭＺ）（ＭＺ）（ＭＺ）（ＭＺ）本部本部本部本部

　 公立病院等の医療機能強化

　　地域医療支援センターの設置運営

中核病院中核病院中核病院中核病院

　　外来機能一体化に向けた環境整備

　　小児救急医療拠点病院の整備

　　災害医療センター
　　　機能の整備
　　　　→三連動地震
　　　　　　対応力の強化

　　がん診療機能の高度化
　　  →がん医療の均てん化

　　美波町立２病院の
　　　統合再編
　　　→耐震化と津波対策
　　　→地域包括ケア体制
　　　　　の充実

ＭＺＭＺＭＺＭＺ南部南部南部南部センター(センター(センター(センター(県立海部病院県立海部病院県立海部病院県立海部病院））））

ＭＺＭＺＭＺＭＺ西部西部西部西部センター(センター(センター(センター(県立三好病院県立三好病院県立三好病院県立三好病院））））

　　救命救急センター・がん診療機能の強化

　　周産期救急機能の強化　(ＮＩＣＵ・ＭＦＩＣＵの整備)



○○○○ 県内医師配置県内医師配置県内医師配置県内医師配置のののの最適化最適化最適化最適化 ○○○○ 医師医師医師医師のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減、、、、業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化 ○○○○ 医療従事者数医療従事者数医療従事者数医療従事者数のののの増強増強増強増強・・・・資質向上資質向上資質向上資質向上

●●●●地域医療支援地域医療支援地域医療支援地域医療支援センターのセンターのセンターのセンターの設置設置設置設置・・・・
運営運営運営運営
●●●●医師医師医師医師のキャリアのキャリアのキャリアのキャリア形成形成形成形成のののの支援支援支援支援

●●●●総合総合総合総合メディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーン本部本部本部本部のののの外来機能外来機能外来機能外来機能のののの
一体化一体化一体化一体化にににに向向向向けたけたけたけた環境整備環境整備環境整備環境整備
●●●●東部圏域東部圏域東部圏域東部圏域にににに小児救急医療拠点病院整備小児救急医療拠点病院整備小児救急医療拠点病院整備小児救急医療拠点病院整備
●●●●救急医療救急医療救急医療救急医療のののの適正受診適正受診適正受診適正受診のののの推進推進推進推進

●●●●総合総合総合総合メディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーン本部本部本部本部のスキルのスキルのスキルのスキル
ステーションのステーションのステーションのステーションの整備整備整備整備
●●●●病院内保育所病院内保育所病院内保育所病院内保育所のののの運営支援運営支援運営支援運営支援

課課課課 題題題題

施施施施 策策策策

・ へき地医療拠点病院等への支援
・ 医師のキャリア形成支援・医師派遣の調整
・ 医療従事者の勤務環境改善

・ 東部医療圏の小児救急医療拠点病院が未整備
・ ２次・３次救急医療機関への患者の集中
・ 長距離管外搬送の増加
・ 救急医療体制の底上げや勤務医師等の技術向上

○○○○ 地域医療地域医療地域医療地域医療をををを支支支支えるえるえるえる医療従事者医療従事者医療従事者医療従事者のののの確保確保確保確保

○○○○ 救急医療及救急医療及救急医療及救急医療及びびびび小児救急小児救急小児救急小児救急にににに従事従事従事従事するするするする医師医師医師医師のののの負担負担負担負担

１１１１ 地域医療地域医療地域医療地域医療をををを支支支支えるえるえるえる医師不足医師不足医師不足医師不足のののの抜本的解消抜本的解消抜本的解消抜本的解消

県立中央病院 徳島大学病院

総合メディカルゾーン本部

課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けてけてけてけて



２２２２ 救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの更更更更なるなるなるなる充実充実充実充実

○○○○ 救急搬送受入体制救急搬送受入体制救急搬送受入体制救急搬送受入体制のののの充実強化充実強化充実強化充実強化 ○○○○ 救命救急救命救急救命救急救命救急センターのセンターのセンターのセンターの機能充実機能充実機能充実機能充実
○○○○ 周産期周産期周産期周産期・・・・精神科救急医療精神科救急医療精神科救急医療精神科救急医療
体制体制体制体制のののの充実強化充実強化充実強化充実強化

●ドクターヘリ●ドクターヘリ●ドクターヘリ●ドクターヘリ臨時離着陸場臨時離着陸場臨時離着陸場臨時離着陸場のののの整備整備整備整備
●●●●救急災害医療情報救急災害医療情報救急災害医療情報救急災害医療情報システムシステムシステムシステム等等等等のののの
整備整備整備整備

●●●●総合総合総合総合メディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーン本部本部本部本部のののの救命救急救命救急救命救急救命救急
センターセンターセンターセンター機能強化機能強化機能強化機能強化にににに向向向向けたけたけたけた設備整備設備整備設備整備設備整備

・ 救急搬送患者に占める軽症患者の多さ
・ 救急医療情報システムによる空床情報把握
・ ドクターヘリ臨時離着陸場の不足

・ 救急告示医療機関の減少
・ 救急医療適正受診の啓発

・ ＭＦＩＣＵの収容能力不足
・ ＮＩＣＵ退室を円滑にする体制整備
・ 地域周産期母子医療センターの整備

○○○○ 救急搬送受入体制救急搬送受入体制救急搬送受入体制救急搬送受入体制のののの機能強化機能強化機能強化機能強化 ○○○○ 救命救急救命救急救命救急救命救急センターのセンターのセンターのセンターの機能強化機能強化機能強化機能強化

○○○○ 周産期医療及周産期医療及周産期医療及周産期医療及びびびび精神科救急精神科救急精神科救急精神科救急のののの体制整備体制整備体制整備体制整備

・ 精神疾患を有する身体合併症患者への医療提供

●●●●総合総合総合総合メディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーンメディカルゾーン本部本部本部本部のののの周産期周産期周産期周産期
医療機能強化医療機能強化医療機能強化医療機能強化にににに向向向向けたけたけたけた設備整備設備整備設備整備設備整備

●●●●ＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵ後方病床後方病床後方病床後方病床のののの設備整備設備整備設備整備設備整備
●●●●精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患をををを有有有有するするするする身体合併症患者身体合併症患者身体合併症患者身体合併症患者
のののの救急対応施設救急対応施設救急対応施設救急対応施設のののの整備整備整備整備

課課課課 題題題題

施施施施 策策策策

課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けてけてけてけて



牟岐町

美波町

海陽町

町立由岐病院町立由岐病院町立由岐病院町立由岐病院

南部南部南部南部ⅡⅡⅡⅡ医療圏医療圏医療圏医療圏

総合メディカルゾーン南部センター総合メディカルゾーン南部センター総合メディカルゾーン南部センター総合メディカルゾーン南部センター
（県立海部病院）

町立日和佐病院町立日和佐病院町立日和佐病院町立日和佐病院

３３３３ 災害医療体制災害医療体制災害医療体制災害医療体制のののの強化強化強化強化

○○○○ 災害医療提供体制災害医療提供体制災害医療提供体制災害医療提供体制のののの強化強化強化強化

○○○○ 災害時災害時災害時災害時のののの医療提供体制機能医療提供体制機能医療提供体制機能医療提供体制機能のののの維持維持維持維持

○○○○ 三連動地震等三連動地震等三連動地震等三連動地震等へのへのへのへの総合的対応力総合的対応力総合的対応力総合的対応力のののの強化強化強化強化とととと減災体制減災体制減災体制減災体制のののの整備整備整備整備

ＳＣＵ

ＤＭＡＴ

課課課課 題題題題

施施施施 策策策策

●●●●県立海部病院県立海部病院県立海部病院県立海部病院のののの災害医療災害医療災害医療災害医療センターセンターセンターセンター機能機能機能機能のののの整備整備整備整備
●●●●美波町立美波町立美波町立美波町立２２２２病院病院病院病院のののの統合再編統合再編統合再編統合再編にににに係係係係るるるる整備整備整備整備
●●●●ＤＭＡＴＤＭＡＴＤＭＡＴＤＭＡＴ・・・・ＳＣＵＳＣＵＳＣＵＳＣＵ資機材資機材資機材資機材のののの整備整備整備整備
●●●●市町村市町村市町村市町村がががが設置設置設置設置するするするする医療救護所医療救護所医療救護所医療救護所にににに対対対対するするするする医療資機材医療資機材医療資機材医療資機材のののの整備整備整備整備
●●●●災害時災害時災害時災害時コーディネーターのコーディネーターのコーディネーターのコーディネーターの活動支援活動支援活動支援活動支援

・ 災害拠点病院のＤＭＡＴ及びＤＭＡＴ用資機材が一部未整備
・ ＳＣＵ資機材が未整備
・ 応急医療救護所用資機材の整備が不十分
・ 災害時コーディネーターの養成・確保

課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けてけてけてけて



○○○○ 地域医療連携機能地域医療連携機能地域医療連携機能地域医療連携機能のののの強化強化強化強化 ○○○○ がんがんがんがん医療医療医療医療のののの均均均均てんてんてんてん化化化化・・・・高度化高度化高度化高度化のののの推進推進推進推進 ○○○○ 院内感染対策院内感染対策院内感染対策院内感染対策のののの推進推進推進推進

●●●●南部南部南部南部・・・・西部公立病院等西部公立病院等西部公立病院等西部公立病院等のののの医療機能医療機能医療機能医療機能のののの連携強化連携強化連携強化連携強化

●●●●健康保険鳴門病院健康保険鳴門病院健康保険鳴門病院健康保険鳴門病院のののの公的存続公的存続公的存続公的存続へのへのへのへの支援支援支援支援
●●●●寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座「「「「地域脳神経外科診療部地域脳神経外科診療部地域脳神経外科診療部地域脳神経外科診療部」」」」のののの開設開設開設開設
●●●●在宅医療及在宅医療及在宅医療及在宅医療及びターミナルケアのびターミナルケアのびターミナルケアのびターミナルケアの推進推進推進推進

●がん●がん●がん●がん診療診療診療診療のののの高度化推進高度化推進高度化推進高度化推進
●●●●地域地域地域地域がんがんがんがん診療連携推進病院診療連携推進病院診療連携推進病院診療連携推進病院のののの機能強化機能強化機能強化機能強化
●●●●院内院内院内院内がんがんがんがん登録登録登録登録のののの体制整備体制整備体制整備体制整備

●●●●院内感染制御啓発院内感染制御啓発院内感染制御啓発院内感染制御啓発・・・・人材育成人材育成人材育成人材育成
●●●●感染管理看護師育成支援感染管理看護師育成支援感染管理看護師育成支援感染管理看護師育成支援

○○○○ 地域医療連携体制地域医療連携体制地域医療連携体制地域医療連携体制のののの構築構築構築構築

○○○○ がんがんがんがん拠点病院拠点病院拠点病院拠点病院とととと地域医療機関地域医療機関地域医療機関地域医療機関とのとのとのとの連携連携連携連携

○○○○ 院内感染対策院内感染対策院内感染対策院内感染対策のののの徹底徹底徹底徹底

４４４４ 医療機関医療機関医療機関医療機関のののの高度化高度化高度化高度化・・・・連携強化連携強化連携強化連携強化

課課課課 題題題題

施施施施 策策策策

・ 各圏域における地域医療連携が不十分
・ 北部圏域の医療機能の維持・強化
・ 在宅医療の連携協力体制が不十分

・ 高度がん診療体制の整備
・ 一部の医療圏にがん診療連携拠点病院が未整備

・ 感染管理看護師の育成

地域医療連携

課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けてけてけてけて


