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第４章 医療提供体制の現状、目標及び整備方針 

 

１ 基本的考え方 

(1)医療連携体制の構築 

①現状と課題 

・限られた医療資源を有効に活用して県民が安心して医療を受けることができる体制を構築

するためには、医療機関相互の機能分化と連携を推進し、地域の中で切れ目のない医療を

提供できる地域完結型の体制を整備する必要があります。 

・本県では、日常的で身近な医療を提供する初期医療から入院医療を主体とする二次医療、

高度・特殊・専門的な医療を担う三次医療に至るまで、重層的な医療体制の整備を推進し

てきました。こうした体制のもと、多くの医療機関で患者紹介、施設・設備の共同利用、

診断、研修等、様々な連携が行われています。 

・医療機関における連携への取組みの状況を見ると、地域医療連携体制に対する窓口の設置

数は133、保健医療又は福祉サービス提供者との連携窓口の設置数は193となっています。

また、地域連携クリティカルパス（急性期から慢性期まで治療に携わる全ての医療機関が

共有して用いる診療計画書）は、がん、脳卒中、大腿骨頚部骨折を中心に整備が進められ

てきています。 

・今後は、患者の視点に立って、適切な医療機能を提供できるような体制を構築することが

求められています。そのためには、急性期から回復期を経て自宅に戻るまで、患者が一貫

した治療方針のもとで、必要な医療を受けることができるような連携体制をより一層進め

ていく必要があります。 

〔医療機関における連携への取組みの状況〕 

 
宇摩 

新居浜 

・西条 
今治 松山 

八幡浜 

・大洲 
宇和島 県計 

地域医療連携体制に対する

窓口の設置 
9 19 22 59 16 8 133 

保健医療又は福祉サービス

提供者との連携窓口 
12 28 24 95 23 11 193 

地域連携クリティカルパス

の導入状況 
       

 

がん 7 17 15 98 19 15 171 

脳卒中 4 3 7 20 1 3 38 

急性心筋梗塞 1 1 － 8 － － 10 

糖尿病 1 1 － 13 3 － 18 

大腿骨頚部骨折 7 1 9 19 1 － 37 

（えひめ医療情報ネットから集計（平成 29年 12月現在）） 

                  

②対策 

・行政は、県民に対して、医療連携の現状や医療機能ごとの医療機関の状況等について、わ

かりやすく情報を提供します。 

・各医療機関の医療機能に応じて機能分化を進め、地域において必要な医療連携体制の構築
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を促進します。 

・地域における医療連携を推進するため、地域連携クリティカルパスの導入と効果的な活用

を推進します。地域連携クリティカルパスの導入により、医療連携の円滑化や医療の標準

化、診療の継続性の確保・効率化等の効果が期待されるとともに、患者にとっても、自分

が受ける医療の全体像が把握でき、診療参加意欲の向上や不安の解消につながると考えら

れます。 

・主な疾病や事業に応じて、地域の医療連携体制を支える中核的な医療機関の整備を促進し

ます。 

・医薬分業を進め、医師や歯科医師、薬剤師が各々の専門性を発揮しつつ相互に連携し、患

者の治療に当たる体制整備を促進します。 

・県境周辺地域では、隣接県の医療機関を利用している実態があり、これらの地域の医療連

携体制の整備に当たっては、必要に応じて隣接県の医療機関とも連携を図るよう配慮しま

す。 

・ＩＣＴを活用した医療機関同士の情報共有と連携を推進するネットワークの基盤整備を進

めることとしています。 

 

〔住民・患者の視点に立った医療連携体制のイメージ図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)プライマリ・ケア 

①現状と課題 

○プライマリ・ケアの担い手であるかかりつけ医、かかりつけ歯科医は、身近な地域の医

療機関として、 

・患者の病気等の治療を行うとともに、患者とその家族全体の状況を把握し、医学的な

かかりつけ薬

局 
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相談等に対応する。 

      ・患者の病状等に応じて必要があれば、他の医療機関、医師、福祉医療サービス等の紹

介を行う。 

・患者が複数の医療機関や介護施設等からサービスを受ける場合、それらのサービスが

適切に行われるよう、患者の視点に立って調整を行う。 

      ・急性期の治療を終えた患者の病状管理や生活指導、療養支援を行う。 

      ・必要に応じて、患者の日常的な保健予防について指導助言を行う。 

など、生活の中で、幅広い視点から、患者を支える医療サービスを行っています。 

○本県では、従来から、かかりつけ医の役割を重視し、医師会や医療機関が中心となって、

かかりつけ医の普及・啓発やかかりつけ医の機能強化に取り組んでおり、今後、地域医

療構想を推進していくためには、身近な地域の医療機関としてのかかりつけ医・歯科医・

薬局の役割はますます重要になると考えられます。 

 

②対策 

・かかりつけ医による在宅医療の取組みの強化や、時間外においても、かかりつけの患者や

その家族からの連絡を受けることができる体制づくりについて、かかりつけ医のチーム化、

グループ化の可能性も含めて検討します。 

・総合的な診療に対応できる医師が求められているため、大学における養成や、卒後の養成

の在り方を検討します。 
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(3)地域医療支援病院の整備の目標 

①現状と課題 

・地域医療支援病院は、かかりつけ医等から紹介された患者を中心に医療を提供するなど、

地域の医療機関の機能分化・連携を進める上で重要な役割を担っています。 

 

・本県の地域医療支援病院の整備状況は、次のとおりです。 

医療機関名 二次医療圏 承認年月日 

県立中央病院 松山圏域 平成 22年 10月 29日 

松山赤十字病院 松山圏域 平成 17年５月 23日 

喜多医師会病院 八幡浜・大洲圏域 平成 11年８月 11日 

 

②対策 

・全ての二次医療圏において地域医療支援病院を整備することを最終的な目標として、地域

において協議を進め、関係者の合意形成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈地域医療支援病院の主な承認要件〉 

・他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供する体制が整備されていること。

具体的には、①地域医療支援病院紹介率が 80％を上回っていること、②地域医療支援病院紹

介率が 65％を上回り、かつ、地域医療支援病院逆紹介率が 40％を上回っていること、③地域

医療支援病院紹介率が 50％を上回り、かつ、地域医療支援病院逆紹介率が 70％を上回ってい

ること、のいずれかに該当すること。 

・共同利用のための体制が整備されていること。 

・救急医療を提供する能力を有すること。 

・地域の医療従事者に対する研修を行う能力を有すること。 

・原則として 200床以上の病床を有すること。 

・集中治療室等の施設を有すること。 
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〔別表 医療機関における連携への取組状況の例（えひめ医療情報ネット）〕  平成 29年 12月現在 
医療機能 市町名 医療機関名 

地域医療連携体制
に対する窓口 

四国中央市 西岡病院、岸田メディカルクリニック、栗整形外科病院、恵康病院、四国中央病院、長谷川病院、
HITO 病院、松風病院、三島医療センター 

新居浜市 愛媛労災病院、新居浜協立病院、県立新居浜病院、十全総合病院、十全ユリノキ病院、住友別子病
院、立花病院、はぴねす内科クリニック、循環器科林病院、胃腸科内科松村クリニック 

西条市 共立病院、西条愛寿会病院、西条市民病院、西条中央病院、済生会西条病院、西条市立周桑病院、
村上記念病院、横山病院、渡部病院 

今治市 ｉクリニック内科・呼吸器内科、有津むらかみクリニック、今治市医師会市民病院、今治第一病院、

今治南病院、大三島中央病院、木原病院、消化器科久保病院、県立今治病院、光生病院、済生会今
治第二病院、済生会今治病院、白石病院、鈴木病院、瀬戸内海病院、高木眼科病院、内科・消化器
科羽鳥病院、広瀬病院、放射線第一病院、三木病院、山内病院、吉野病院 

松山市 天山病院、今村循環器科内科、栗林病院、西日本松山病院、愛媛生協病院、おおぞら病院、奥島病
院、梶浦病院、県立中央病院、済生会松山病院、さくら診療所、佐藤実病院、四国がんセンター、

しらかた内科クリニック、鷹の子病院、田中医院、松山第一病院、東明病院、どい消化器内科クリ
ニック、道後温泉病院、土橋共立病院、中川病院、和ホスピタル、西川内科・消化器クリニック、
野本記念病院、福井整形外科麻酔科医院、福角病院、平成脳神経外科病院、北条病院、星の岡心臓・

血管クリニック、牧病院、増田病院、松浦内科、松山笠置記念心臓血管病院、松山市民病院、松山
城東病院、松山赤十字病院、松山西病院、松山ベテル病院、松山リハビリテーション病院、南高井
病院、南松山病院、山田内科クリニック、渡辺泌尿器科内科、渡辺病院 

伊予市 伊予病院、米湊わたなべクリニック、下灘診療所、敬史整形外科 

東温市 愛媛大学医学部附属病院、県立子ども療育センター、重信クリニック、愛媛十全医療学院附属病院、

愛媛医療センター 

久万高原町 国保久万高原町立病院 

松前町 木口内科、くろだ病院、高瀬内科胃腸科 

砥部町 中川内科 

八幡浜市 真網代くじらリハビリテーション病院、宇都宮病院、八幡浜市大島診療所、鎌田内科消化器科クリ
ニック、市立八幡浜総合病院、広瀬病院、山本医院 

大洲市 大洲中央病院、上須戒診療所、菊原医院、喜多医師会病院、市立大洲病院 

西予市 西予市立西予市民病院、西予市立野村病院、三瓶病院 

内子町 加戸病院 

宇和島市 宇和島病院、市立宇和島病院、JCHO 宇和島病院、宇和島市立津島病院、松浦内科医院 

鬼北町 南愛媛病院、篠原医院 

愛南町 県立南宇和病院 

保健医療又は福祉

サービス提供者と
の連携窓口 

四国中央市 西岡病院、岸田メディカルクリニック、恵康病院、四国中央病院、生協宇摩診療所、長谷川病院、

ＨＩＴＯ病院、新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院、松風病院、三島医療センター、山口クリニ
ック、和田眼科 

新居浜市 井石内科医院、愛媛医療生活協同組合泉川診療所、愛媛労災病院、かとうクリニック、新居浜協立
病院、県立新居浜病院、十全総合病院、すみ整形外科リハビリ科、高津診療所、田坂外科医院、知
元医院、中萩診療所、はぴねす内科クリニック、循環器科林病院、ひまわりクリニック、胃腸科内

科松村クリニック、みどりクリニック 

西条市 秋山医院、共立病院、西条愛寿会病院、西条市民病院、西条中央病院、済生会西条病院、西条市立
周桑病院、宮島小児科医院、村上記念病院、横山病院、渡部病院 

今治市 朝倉内科循環器科クリニック、有津むらかみクリニック、今治市医師会市民病院、今治第一病院、
今治南病院、胃大腸おおにし肛門科ひふ科、大三島中央病院、金藤内科、木原病院、県立今治病院、

光生病院、済生会今治第二病院、済生会今治病院、白石病院、瀬戸内海病院、高木眼科病院、波止
浜内科・外科、広瀬クリニック、広瀬病院、放射線第一病院、三木病院、美須賀病院、山内病院、
吉野病院 

松山市 あかりクリニック、天山病院、稲田内科消化器科医院、上田内科・糖尿病内科、内田クリニック、
愛媛県総合保健協会診療所、愛媛生協病院、おおぞら病院、大野内科循環器科消化器科、岡部内科
消化器科クリニック、岡本医院、冲永内科医院、奥島病院、梶浦病院、門田内科循環器科医院、河

田外科脳神経外科医院、北上放射線科・呼吸器内科クリニック、北吉田診療所、県立中央病院、近
藤内科、済生会松山病院、さくら診療所、貞本病院、四国がんセンター、清水医院、上甲整形外科、
城西クリニック、鷹の子病院、竹内内科胃腸科、田中医院、田辺医院、たんぽぽクリニック、松山

第一病院、椿クリニック、戸梶内科医院、土居外科胃腸科医院、道後温泉病院、土橋共立病院、中
川病院、中田胃腸科放射線科、永井こどもクリニック、ながと脳神経外科・心療内科クリニック、
和ホスピタル、西川内科・消化器クリニック、乳腺クリニック・道後、野本記念病院、花クリニッ

ク内科・リハビリテーション科、福角病院、平成脳神経外科病院、ベテル三番町クリニック、北条
病院、北条フェニックス脳神経外科、星の岡心臓・血管クリニック、牧病院、増田整形外科、増田
病院、松岡整形外科、松山市民病院、松山城東病院、松山赤十字病院、松山ベテル病院、松山リハ

ビリテーション病院、みつペインクリニック、南高井病院、南松山病院、みねおい内科・循環器内
科医院、みやもとクリニック、森野内科クリニック、もりもと在宅クリニック、山中内科・消化器
内科クリニック、友愛医院、吉野内科、よつば循環器科クリニック、産科・婦人科米本マタニティ

クリニック、渡辺泌尿器科内科、渡辺病院 

伊予市 こにし心療クリニック、米湊わたなべクリニック、こんどうクリニック、佐礼谷診療所、下灘診療

所、橘医院 

東温市 愛媛大学医学部附属病院、県立子ども療育センター、こばやし内科クリニック、重信クリニック、
愛媛十全医療学院附属病院、辻井循環器科内科、愛媛医療センター 

久万高原町 国保久万高原町立病院、久万高原町国保父二峰診療所 

松前町 高瀬内科胃腸科 
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砥部町 砥部病院、二光クリニック、八倉医院 

八幡浜市 真網代くじらリハビリテーション病院、鎌田内科消化器科クリニック、くじら病院、市立八幡浜総
合病院、中野医院、広瀬病院、山本医院 

大洲市 石川内科、井関クリニック、浦岡医院、大洲記念病院、大洲中央病院、神南診療所、喜多医師会病
院、市立大洲病院、平成病院 

西予市 西予市立西予市民病院、西予市立野村病院、三瓶病院 

内子町 小川医院、加戸病院、済生会小田診療所 

伊方町 わとう医院 

宇和島市 あべ医院、宇都宮内科・胃腸科、市立宇和島病院、JCHO 宇和島病院、上甲外科クリニック、善家

脳神経クリニック、松浦内科医院 

鬼北町 南愛媛病院、篠原医院 

愛南町 県立南宇和病院、粉川ファミリークリニック 

がん 

四国中央市 福田医院、岸田メディカルクリニック、四国中央病院、芝医院、生協宇摩診療所、矢部内科、山口
クリニック 

新居浜市 桑嶋クリニック、かとうクリニック、住友別子病院、新居浜山内病院、はぴねす内科クリニック、
浜本内科、胃腸科内科松村クリニック、吉井整形外科、吉松外科胃腸科 

西条市 あぜち内科、飯尾皮フ科泌尿器科、いしづちやまクリニック、西条中央病院、済生会西条病院、西
条市立周桑病院、福田医院、村上記念病院 

今治市 有津むらかみクリニック、胃大腸おおにし肛門科ひふ科、かいはらクリニック、金藤内科、木原病
院、消化器科久保病院、済生会今治病院、高山内科病院、竹内外科胃腸科、平林胃腸クリニック、
広瀬クリニック、広瀬病院、美須賀病院、山内病院、吉野病院 

松山市 天山病院、安城寺クリニック、飯尾小児科内科、石手まつもと内科循環器クリニック、一番町リウ
マチクリニック、岩崎内科、浦岡胃腸クリニック、おおぞら病院、おおの内科消化器科医院、大野
内科循環器科消化器科、岡部内科消化器科クリニック、岡本医院、奥島病院、小田ひ尿器科、かざ

はやクリニック、かない循環器科・内科クリニック、北上放射線科・呼吸器科クリニック、北吉田
診療所、衣山クリニック、木村クリニック、桐山医院、窪田クリニック消化器科・外科・肛門科、
久保内科、くめ内科クリニック、藏原放射線科、クリニカル樫本内科、県立中央病院、光明内科胃

腸科クリニック、桑折皮膚科・内科、済生会松山病院、さくら診療所、貞本病院、四国がんセンタ
ー、関谷循環器科、鷹の子病院、武田産婦人科医院、立花クリニック、田辺医院、玉井外科整形外
科、たんげ内科クリニック、松山第一病院、千舟町クリニック、戸梶内科医院、戸田内科、富田外

科・胃腸科、土居循環器科内科、中川病院、中西内科、西川内科・消化器クリニック、乳腺クリニ
ック・道後、野村胃腸科内科医院、はなみずき内科クリニック、東石井クリニック、泌尿器科あら
きクリニック、日野内科・消化器科、福井内科呼吸器科クリニック、福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニ

ック、べテル三番町クリニック、ほこいし医院、星島内科医院、ますもと内科クリニック、松浦内
科、松下クリニック、松山市民病院、松山城東病院、松山赤十字病院、松山べテル病院、みねおい
内科・循環器内科医院、明星クリニック、村上ひ尿器科皮ふ科、村越内科、柳井内科クリニック、

矢野内科、矢野内科クリニック、山中内科・消化器内科クリニック、友愛医院、吉岡クリニック、
よしだ内科クリニック、渡辺泌尿器科内科 

伊予市 稲田内科医院、愛媛医療生活協同組合伊予診療所、米湊わたなべクリニック、佐礼谷診療所、下灘
診療所、たけます診療所 

東温市 池川内科・神経内科、こばやし内科クリニック、重信クリニック 

久万高原町 西本医院、吉村医院 

松前町 おひさまファミリークリニック、梶原クリニック、高瀬内科胃腸科、たけだ内科クリニック、武智

ひ尿器科・内科 

砥部町 かどた内科、砥部町国保診療所、砥部病院 

八幡浜市 加藤内科、鎌田内科消化器科クリニック、こくぶ内科クリニック、市立八幡浜総合病院、なかの泌
尿器科、三瀬医院 

大洲市 大久保内科クリニック、菊地内科、喜多医師会病院、東若宮中川脳神経外科クリニック 

西予市 おだクリニック、近藤医院、西予市立西予市民病院、松葉診療所 

内子町 小川医院、済生会小田診療所、土居内科外科医院、堀川外科胃腸科医院 

伊方町 山下医院 

宇和島市 宇都宮内科・胃腸科、宇和島市国保日振島診療所、宇和島市国保日振島診療所喜路出張所、宇和島
市国保日振島診療所能登出張所、くきた内科クリニック、しませ医院、市立宇和島病院、宇和島市
立津島病院、橋本内科クリニック、ますだクリニック、松浦内科医院、山名医院 

鬼北町 南愛媛病院、篠原医院 

愛南町 粉川ファミリークリニック 

脳卒中 

四国中央市 西岡病院、長谷川病院、HITO 病院、山口クリニック 

新居浜市 県立新居浜病院、はぴねす内科クリニック 

西条市 西条市民病院 

今治市 あおのクリニック、県立今治病院、済生会今治第二病院、済生会今治病院、広瀬病院、美須賀病院、

吉野病院 

松山市 岩崎内科、おおぞら病院、大野内科循環器科消化器科、奥島病院、北吉田診療所、県立中央病院、
済生会松山病院、鷹の子病院、道後温泉病院、福角病院、松山市民病院、松山赤十字病院、松山べ

テル病院、松山リハビリテーション病院、みねおい内科・循環器内科医院、立命クリニック 

伊予市 稲田内科医院、伊予病院 

東温市 愛媛十全医療学院附属病院 

松前町 高瀬内科胃腸科 

八幡浜市 真網代くじらリハビリテーション病院 

宇和島市 宇和島徳洲会病院、市立宇和島病院、JCHO 宇和島病院 

急性心筋梗塞 四国中央市 川崎会中央クリニック 
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新居浜市 はぴねす内科クリニック 

松山市 石手まつもと内科循環器クリニック、岩崎内科、大野内科循環器科消化器科、北吉田診療所、みね
おい内科・循環器内科医院、立命クリニック 

伊予市 稲田内科医院 

松前町 高瀬内科胃腸科 

糖尿病 

四国中央市 山口クリニック 

新居浜市 はぴねす内科クリニック 

松山市 岩崎内科、大瀬戸医院、大野内科循環器科消化器科、北吉田診療所、くめ内科クリニック、沢原産
婦人科皮フ科入船呼吸器内科、富田外科・胃腸科、中西内科、みねおい内科・循環器内科医院、矢

野内科、山中内科・消化器内科クリニック 

伊予市 稲田内科医院 

松前町 高瀬内科胃腸科 

八幡浜市 浅田内科医院、谷池内科・胃腸科、なかの泌尿器科 

大腿骨頚部骨折 

四国中央市 井上整形外科クリニック、西岡病院、栗整形外科病院、四国中央病院、長谷川病院、HITO 病院、
松風病院 

新居浜市 はぴねす内科クリニック 

今治市 今治セントラル病院、県立今治病院、済生会今治第二病院、済生会今治病院、広瀬クリニック、広
瀬病院、三木病院、美須賀病院、吉野病院 

松山市 岩崎内科、おおぞら病院、奥島病院、県立中央病院、済生会松山病院、鷹の子病院、道後温泉病院、
福井整形外科麻酔科医院、福角病院、北条病院、松岡整形外科、松山市民病院、松山赤十字病院、
松山べテル病院、松山リハビリテーション病院 

伊予市 伊予病院 

松前町 北伊予緩和ケアクリニック、高瀬内科胃腸科 

砥部町 砥部病院 

八幡浜市 広瀬病院 

※えひめ医療情報ネットに登録がある医療機関を抽出したもので、個別の医療機関を推薦するものではない。 

※えひめ医療情報ネットには医療機関が各種機能を登録するため、統計調査等と合計数が合わない場合がある。 

 

 


