地域保健を取り巻く情勢の変化と保健所の機能強化
一次予防、EBMの重視
・健康日本２１とヘルスプロモーション
・健康増進法
・健康フロンティア戦略
・食育基本法

国際化・高度情報化と健康危機・不安の増大
・地域保健対策検討会中間報告
・健康危機管理ガイドライン
・改正感染症法、（SARS、鳥・新型インフルへの対応）
・食品安全基本法とリスクコミュニケーションの推進
・医療安全対策の重視（医療安全支援センター）
・災害弱者対策 DMAT等災害医療対策の推進
・災害弱者対策、DMAT等災害医療対策の推進

家族・地域・企業福祉の衰退と健康問題
・児童虐待防止法改正、高齢者虐待防止法
・児童福祉法改正と要保護児童対策地域協議会
児童福祉法改正と要保護児童対策地域協議会
・景気低迷と自殺の急増 ⇒ 自殺対策基本法

少子化、育児不安、こどもの健康問題
・すこやか親子２１
・次世代育成支援対策の総合的かつ計画的な推進
次世代育成支援対策の総合的かつ計画的な推進
・食育基本法
・発達障害者支援法

高齢化の進展と保険給付費等の急増
予防と地域移行による「制度の持続可能性」の確保
予防の保健から保険へのシフト
・改正介護保険法
介護予防の推進、地域包括支援センター
・高齢者の医療の確保に関する法律
保険者責任とメタボ対策の重視
・市町村保健体制の変化
ハイリスクApとポピュレーションAp
市町村保健師の分散配置
保健サ ビスの民間 のアウトソ ス
保健サービスの民間へのアウトソース
・地域職域連携推進協議会、保険者協議会
地域・職域連携推進事業ガイドライン

目標管理・PDCA
目標管

医療連携と地域移行・地域ケア体制の整備
○医療と介護
・改正医療法
4疾病5事業と医療連携推進
→圏域連携会議等（健康局総務課長通知）
・介護保険事業計画（施設の重点化）と地域密着型の推進
・療養病床の再編と地域ケア体制整備構想
○障害者
支援費制度 自立支援法による地域移行と自立就労支援
・支援費制度→自立支援法による地域移行と自立就労支援
・精神保健福祉法改正、退院促進と地域生活支援
・圏域単位の障害福祉計画（圏域ビジョン）の策定と推進

安心と希望の医療確保（介護）ビジョン
地方分権・行財政改革の推進
・市町村合併の推進
保健師の業務分担・分散配置
・保健所と福祉事務所の統合と分離
・保健所長医師資格要件に関する議論
保健所長医師資格要件に関する議論
・道州制の議論と県型保健所の統合縮小

医師不足等による医療崩壊、医療不安
・医師臨床研修制度の創設
・医師不足と緊急医師確保対策の推進
・救急医療対策の充実

保健所の機能強化
①公衆衛生（地域保健を含む）を基本とする、国民の視点からの将来ビジョンを検討提示する
②市町村と連携協働した「健康なまちづくり」の推進
③予防から治療、地域ケアまでの切れ目のない総合的な保健医療福祉システムの構築
・保健所の専門性の誤解を解消。疾病・年齢別縦割り業務分担から重層的な連携・協働体制へ再構築
・生活習慣病対策における保健から保険へのシフトへの対応及び市町村と保健所の連携・協働体制
・医療連携、医療・福祉連携の推進（「在宅医療」、「地域完結型医療」、「地域包括ケアシステム」の推進）
④地域住民（消費者）とサービス提供者の間に立ち、医療や食品等の安全・安心をつくる
⑤新型インフルエンザ対策など健康危機管理の拠点としての一層の機能強化
⑥市町村と保健所の組織体制の急激な変化、公衆衛生の専門性を担う人材不足への対応

①

公衆衛生（地域保健を含む）を基本に、国民の視点で将来ビジョンを検討提示する

学校保健法

母子保健法

労働安全
衛生法

健康
増進法

食品衛生法

感染症
予防法

その他
個別法令

医療法

地域保健対策の推進に関する基本的な指針（根拠：地域保健法第4条）
第一 地域保健対策の推進の基本的な方向
第二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項
第三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに人材確保
支援計画の策定に関する基本的事項
第四 地域保健に関する調査及び研究に関する基本的な事項
第五 社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項
第六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項

地域保健法
市町村と保健所の役割分担と基盤整備に主眼

健康なまちづくり
学校保健法

母子保健法

健康
増進法

労働安全
衛生法

食品衛生法

医療法
感染症
予防法

（仮称）公衆衛生基本法

そ 他
その他
個別法令

公衆衛生を基本とする「健康なまちづく
り」を上位概念に、下記のような個別法令
を横断する包括的な将来ビジョンを国民の
視点で検討する
○医療や食品等の安全 安心の確保
○医療や食品等の安全・安心の確保
（健康危機管理を含む）
○保健医療福祉の地域包括システム
その上で、基盤となる公衆衛生基本法的
なものの検討が必要ではないか

② 市町村と連携協働した「健康なまちづくり」の推進（健康の概念規定、ヘルスプロモーションを基本理念）
◆健康概念の拡大
・ＷＨＯ執行理事会提案 健康の定義に
・厚生労働省 国民健康会議
・厚生労働省 人生８５年ビジョン懇談会報告

「スピリチュアルとダイナミック」を加える改正案を採択
ダ
「一病息災」も健康
「人生８５年時代にふさわしい尊厳ある生を自分らしく全うできる社会」

これからの健康づくり「疾病や障害を防ぐだけではなく、生きる姿勢や喜び、人間らしさなどを含めたより幅の広い概念」で推進
◆健康なまちづくりに関する政策
・ＷＨＯオタワ憲章 健康のための前提条件として「平和、住居、教育、食物、収入、安定した生態系、生存のための諸資源、社会的正
義と公正」をあげている
・健康日本２１や生活習慣国民運動として、「国民一人ひとりが運動、食事、禁煙などに取り組みやすい環境づくり」を
・健やか親子２１では、「安心して子どもを産み、ゆとりをもって健やかに育てるための家庭や地域の環境づくり」を
・認知症対策では、様々な形で「地域ぐるみで支え合うまちづくり」が進められている
認知症対策では 様々な形で「地域ぐるみで支え合うまちづくり」が進められている

○住民組織と施設・団体・事業者と
行政が三位 体で推進する必要性を
行政が三位一体で推進する必要性を
提起する

基本指針

健やか生活習慣運動

保健所の役割

バリアフリー
ノーマライゼーション

社会保障
平和

三 地域の特性をいかした保健と福祉のまちづくり
市町村は、保健と福祉を一体的に提供できる体制の
整備に努めるとともに、地域の特性をいかし、住民
が積極的に参加し 住民の声を反映した保健と福祉
が積極的に参加し、住民の声を反映した保健と福祉
のまちづくりを推進することが求められる。また、都
道府県及び国は、市町村がその役割を十分に果た
すことができる条件を整備することが必要である。

教育

社会正義

豊かな自然と環境保全

○保健医療福祉関連の機関・団体と
の連携調整をする
保健（保険）・医療連携
地域職域連携（産業衛生）
食品・理美容等保健所所管団体
○国、県の関係機関や広域団体との
連携調整を行う
栄養士会、健康運動士会・・・
健康運動施設
○健康づくりに関する各種計画を鳥
瞰して健康なまちづくりの視点から
計画間の連携調整を行う
○ＰＤＣＡサイクルで地域全体の健
康実態把握（地域診断） 評価を行
康実態把握（地域診断）、評価を行
い、市町村等に専門的な支援を行う
○健康づくり専門人材の育成・交流

施設・団体・事業者

行 政

住民・地区組織

地域コミュニティ
（校区、公民館等）

健康なまちづくり
保健所は、より広域
的・専門的な立場で、
市町村と重層

（圏域・市町村）

基本は、公民館、
学校区単位の地域
コミュニティ

健康を幅広い概念でとらえ、地域住民、施設・団体・事業者、
行政等が 緒にな て 子どもからお年寄りまで 全ての
行政等が一緒になって、子どもからお年寄りまで、全ての
人々が健康で人間らしく暮らせる地域づくり、環境づくりを
することが健康なまちづくりである。

四 国民の健康づくりの推進
健康増進法に基づき、国民の健康づくりを推進す
るため、国及び地方公共団体は、教育活動や広報
活動を通じた健康の増進に関する知識の普及 情
活動を通じた健康の増進に関する知識の普及、情
報の収集、整理、分析及び提供、研究の推進並び
に健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を
図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者
に対し、必要な技術的助言を与えるよう努めること
が必要である。
さらに、都道府県は、国民の健康の増進の総合的
な推進を図るための基本的な方針を勘案して、都道
府県健康増進計画を定め 市町村は 基本方針及
府県健康増進計画を定め、市町村は、基本方針及
び都道府県健康増進計画を勘案して市町村健康増
進計画を定めるよう努めることが必要である。また、
母子保健における国民運動計画において設定され
た課題を達成するため、国及び地方公共団体は、関
係者、関係機関及び関係団体が寄与し得る取組の
内容を明確にして、その活動を推進することが必要
である。

市町村等と連携協働した「健康な
まちづくり」を地域保健の重点目
標としてより明確に掲げる

③ 予防から治療、地域ケアまでの切れ目のない総合的な保健医療福祉システムの構築
（脳卒中対策における具体イメージ）

健康づくり
保健所

広
域

発症予防

地域ケア

発症後の治療と医療連携
脳卒中の地域連携パス

保健医療連携

介護保険施設

地域職域連携
急性期医療 ⇒ 回復期医療
予防（ハイリスクAp）

リスク疾病の
服薬管理

維持期医療
（療養病床等）

病院前
救護
救急医療

健康的な生活習慣
の基礎づくり

生活習慣のリスク改善
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ

健康診査等による
ハイリスク者の発見

市町 村

医療連携

地域ケア

（母子保健、食育等）

在宅医療

予防のための地区組織活動、生活環境改善

地域福祉（見守り等）
バリアフリー等
環境改善

地域密着

予防（ポピュレ ションAp）
予防（ポピュレーションAp）

医療福祉連携

PDCAサイクルでの各種計画の総合的な推進（情報収集、地域診断、施策化・システム化、評価、改善）
健康増進計画、特定健診・特定保健指導実施計画、医療計画、介護保険事業支援計画、地域ケア体制整備構想、医療費適正化計画等

③-１ 基本指針における保健所の専門性の誤解解消。市町村と重層的に連携・協働する体制へ再構築
第一 地域保健対策の推進の基本的な方向
一 生活者個人の視点の重視
戦後、我が国の公衆衛生行政においては、結核、赤痢等の伝染病のまん延及び食中毒の発生の防止を主要な課題として、社会防衛的な視点に重
点を置いて各種の施策が推進され、この結果、我が国の公衆衛生の水準は大幅に向上した。
現在においても、社会防衛的な視点は重要であるが、今後は、これに加えて、サービスの受け手である生活者個人の視点を重視し、すべての住民が
満足し安心できるサービスを実現することが求められている。

公衆衛生行政を社会防衛的なものに、また、地域保健対策を直接的なサービス提供に矮小化して誤解されやすい表現
第二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項
保健所は、地域保健に関する広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化するほか、地域の医師会の協力の下に医療機関との連携を図るこ
と等により、また、市町村は、住民に身近で利用頻度の高い保健、福祉サ ビスを 元的に実施するため、市町村保健センタ 等の体制の整備を積極
と等により、また、市町村は、住民に身近で利用頻度の高い保健、福祉サービスを一元的に実施するため、市町村保健センター等の体制の整備を積極
的に推進すること等により、ライフサイクルを通して一貫した保健、医療、福祉サービスを提供することが重要である。
２ 保健所の運営 (一) 都道府県の設置する保健所 (1) 専門的かつ技術的業務の推進
ア 精神保健、難病対策、エイズ対策等の専門的かつ技術的な業務について機能を強化するとともに、老人保健、母子保健、障害者福祉、栄養
改善、介護保険等の市町村の実施するサービスについて、市町村の求めに応じて専門的な立場から技術的助言等の援助に努めること。

精神、難病、エイズが専門的で、老人、母子、障害者福祉、栄養改善、介護保険が専門的でないとの誤解を生む表現。
求めに応じた支援が、
縦割りに拍車をかけた

サービスに矮小化して、
疾病・年齢別に縦割
り・すみ分けする誤解

ライフサイクルを通して一貫した保健、医療、福祉
サービスを提供することが重要である

ライフサイクルを通して一貫した
保健、医療、福祉サービスを提
供することが重要である

健康日本２１の理念とは、個人の努力と
社会の努力を合わせて、一人ひとりの健
康を実現することである。

基本指針 ２ 保健所の運営
（２）（３）（４）（５）（６）
（サービス以外の間接的業務）

③-２ 基本指針における保健所の専門性の誤解解消
市町村と重層的に連携・協働する体制へ再構築
第二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する
基本的事項
保健所は、地域保健に関する広域的、専門的かつ技術的拠点
としての機能を強化するほか、地域の医師会の協力の下に医療
機関との連携を図ること等により、また、市町村は、住民に身近で
利用頻度の高い保健、福祉サービスを一元的に実施するため、市
町村保健センター等の体制の整備を積極的に推進すること等によ
り、ライフサイクルを通して一貫した保健、医療、福祉サービスを提
供することが重要である。
このため、市町村、都道府県及び国は、次のような取組を行うこ
とが必要である。

２ 保健所の運営
(一) 都道府県の設置する保健所
都道府県の設置する保健所は、次のような地域保健の広域的、
専門的かつ技術的拠点としての機能を強化することが必要である。
(1) 専門的かつ技術的業務の推進
ア 精神保健、難病対策、エイズ対策等の専門的かつ技術的な業
務について機能を強化するとともに、老人保健、母子保健、障害
者福祉 栄養改善 介護保険等の市町村の実施するサービスに
者福祉、栄養改善、介護保険等の市町村の実施するサ
ビスに
ついて、市町村の求めに応じて専門的な立場から技術的助言等
の援助に努めること。
イ 精神保健、難病対策、エイズ対策等の保健サービスの実施に
当たっては、市町村の福祉部局等との十分な連携及び協力を図
ること。
ウ 食品衛生、環境衛生、医事、薬事等における監視及び指導、
検査業務等の専門的かつ技術的な業務・・・・
(2)
((3))
(4)
(5)
(6)

情報の収集、整理及び活用の推進
調査及び研究等の推進
調
研究
推
市町村に対する援助及び市町村相互間の連絡調整の推進
地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化
企画及び調整の機能の強化

保健所は、・・・・・地域の医師会の協力の下に医療機関との連携を図ること等
により ライフサイクルを通して「予防から治療 地域ケアまで切れ目のない総
により、ライフサイクルを通して「予防から治療、地域ケアまで切れ目のない総
合的な」保健、医療、福祉サービスが提供できるよう連携調整等を行う
市町村は、住民に身近で利用頻度の高い保健、福祉サービスを一元的に提供
⇒「市町村」から「市町村＋保険者（国保、介護保険）」に変化
身近な保健福祉サービスの一部を保険制度の中で、民間が担う時代に
身近な保健福祉サ
ビスの 部を保険制度の中で、民間が担う時代に
重層的な関係
保健所と市町村（保険者）が連携協働して「予防から治療、地域ケア
まで切れ目のない総合的な」保健医療福祉サービス体制を整備

（１）専門かつ技術的業務の推進
（ア）精神保健、難病対策、エイズ対策等の直接的なサービス業務を担うとと
もに、ライフサイクルを通して予防から治療、地域ケアまで切れ目のない総
合的な保健医療福祉システムを市町村(保険者)と連携協働して構築する
（イ）食品衛生、環境衛生、医事、薬事
等における監視及び指導、検査業務
等の専門的かつ技術的な業務・・・・

（２） （１）を実現するための機能強化
（ア)
(イ)
(ウ)
((エ))

企画及び調整の機能の強化
情報の収集、整理及び活用の推進
調査及び研究等の推進
市町村に対する援助及び市町村相互間の連絡調整の推進

（３） 平時における（１）（２）の役割・機能を基盤にした
地域の健康危機管理の拠点としての機能強化

③-３ 生活習慣病対策における保健から保険へのシフトへの対応及び市町村と保健所の連携・協働体制
◆市町村保健活動の再構築に関する検討会報告書(抜粋）
・市町村が保健活動を推進するにあたっては、このヘルスプロモーションの理念に基づいた活動を推進することが基本であると考え、このこと
を踏まえて、市町村保健活動の中核的な機能を以下の２つに整理した。
①地域住民が主体的に個人及び地域の健康状態の改善、保持、増進にむけて行動することを支援する機能
②「保健サービスの提供」にとどまらず、健康課題の把握、企画立案、評価、地域の社会資源の開発等「地域保健活動」を推進する機能
◆保健から保険へのシフトとヘルスプロモーション
・従来の市町村保健事業が、「保険者」によるハイリスクアプロー
チと「市町村」によるポピュレーションアプローチに分離され、市
町村保健師が分散配置が進んだ。
・健康日本２１では、「個人の努力と社会の努力を合わせる」こと、
康
「個
努
努
「健康の責任を個人のみに帰するのではなく個人を取り巻く環境
を改善することを通じて向上させていく」こと、つまりハイリスクAp
とポピュレーションApを包含した「ヘルスプロモーション」を基本
理念とした記述をしている。
・保険者はハイリスクAp、市町村はポピュレーションApという対
立概念ではなく、自治体としては、保険者責任で実施するサービ
ス（ハイリスクAp）を包含する「ヘルスプロモーション」の理念を基
本に地域住民の健康を守るという「公的責任」を明確化する必要
がある。

◆生活習慣病予防対策における県型保健所の役割（支援から連携協働）
①市町村支援と地域・職域連携の推進
⇒ 求めに応じた支援ではなく、主体的な役割として位置づける
・必要な助言、技術的支援、連絡調整、情報収集提供、評価
・地域・職域連携推進協議会による連携推進
地域 職域連携推進協議会による連携推進
②保健(保険）・医療連携の推進
・医療機関等へのアウトソースが進む中、保健所の専門性と中立性を生か
して医療機関と市町村（保険者）の間の調整を行うことが強く期待されてお
、 防
健
体
役
り、予防対策における保健所の主体的な役割として位置づける。
③都道府県健康増進計画の策定（健増法第8条）とその具体の推進
・地域全体の健康課題の把握（地域診断）、企画立案、評価といったPDCA
サイクルでの計画の進行管理
・保険料の一部を負担する自治体の立場からもより積極的に関与

プピュレーションアプローチ推進評価事業
（ヘルスプロモーション研究センターＨＰより）

③ー４ 医療連携、医療福祉連携の推進（「在宅医療」、「地域完結型医療」、「地域包括ケアシステム」の推進）
（保健所による脳卒中、精神、難病対策の具体イメージ）

現状と課題
保健所が果たせる役割・機能
◆脳卒中
○急性期・回復期の連携は進むが、維持期の
地域移行が進まない
・地域・圏域毎に異なる医療・介護サービス
体制のその分析・診断が十分でない
・急性期病院主導の連携システムでは、回復
期までが限界。複数中核機関の調整も課題
・地域ケアは介護・福祉の役割が大きいが、
分野やシステムが違うため、医療と介護・福
祉の情報共有や連携が進まない
◆精神
○社会的入院の退院が進まない
⇒OECD各国の5倍以上の病床数の削減
OECD各国 5倍 上 病床数 削減
（H24年：7万床削減）の見通しがたたない
・精神病院が、退院後の地域資源や制度情報
を十分に知らないため退院が進まない
・精神障害者の退院後の地域資源の整備、ケ
精神障害者の退院後の地域資源の整備 ケ
アマネの体制が弱い
・病院の退院促進と市町村の自立支援法に基
づく地域生活支援がうまくつながっていない
◆難病
○地域によって在宅ケアシステムの整備や専
門病院との連携に格差がある
・専門病院間の生命予後や在宅移行に格差
・在宅ケアシステム整備と専門病院との連携
に格差がある
・特に高度医療例（人工呼吸器等）の在宅率
や介護保険サービス受入に格差
・在宅訪問診療医、訪問看護の体制に格差

（１）地域毎に異なる医療・介護・福祉サービスの現状と課題の全体像を日頃の
施設指導や、各種調査、難病・精神等の日常業務を通して把握できる
（２）公平 中立的な立場、日常業務での顔の見える関係性を生かして、市町村
（２）公平・中立的な立場、日常業務での顔の見える関係性を生かして、市町村
を含んだ医療や介護などの連携調整を行いネットワーク形成ができる
（特に、異なる領域の橋渡し役が行えるのは保健所しかない）

地
域
資
源
や
保
健
所
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
共
通
項
が
多
い

（３）複数の関係行政計画に関与しながら、サービス供給に関するモニタリン
グ・評価を行い、計画間の調整や質の向上につなげることができる

日常業務を通した情報把握と調整ができる強み
◆脳卒中
・医療機関の立入検査、病院報告等による情報収集
・地域包括支援センター運営協議会への参加と情報収集
地域包括支援センタ 運営協議会 の参加と情報収集
・医療計画、介護保険事業計画、高齢者福祉計画への参画と地域資源情報の把握
・死亡小票やクリティカルパス情報の収集分析による生命・機能的予後の分析評価
◆精神
・立入検査、実地指導、医療保護入院患者の定期病状報告、国の精神保健調査等
・自立支援協議会やその部会への参加のよる日常的な情報収集
・障害福祉計画等を通じた地域社会資源の情報把握
◆難病
・公費医療費負担制度、立入検査による病院情報、日常業務を通じたケアマネや
在宅訪問診療所・訪問看護ステーション等の情報把握
在宅訪問診療所
訪問看護ステ ション等の情報把握

期待される効果
・医療制度改革で求められている医療の質の向上と平均在院日数の短縮、療養
病床削減の受け皿整備ができる
病床削減
受け 整備
きる
・脳卒中患者の生命予後、機能予後の改善できる
・精神障害者の社会的入院の解消に貢献でき、障害者の人権侵害も防げる
・難病患者の在宅療養とＱＯＬの向上を図ることができる

③-５ 圏域単位の予防から治療、地域ケアまで包括した各種計画をＰＤＣＡサイクルで総合的に推進する役割
国民ニーズと課題

◆高齢化の進展により健康福祉課題が急増。（今後、団塊世代の高齢化、都市の高齢化が深刻化）
家族・地域・企業福祉の脆弱化により
家族
地域 企業福祉の脆弱化により、家族や地域でケアする機能が脆弱化
家族や地域でケアする機能が脆弱化
◆低経済成長時代の中で社会保障負担が急増。制度の持続可能性の確保が緊急課題に
また、医師不足等により医療崩壊が深刻化、医療や介護に関する不安が増大している
◆その処方箋として「予防と地域移行・地域ケア」、「緊急医師確保対策」のための各種計画が策定されている
一方、計画を効果的・効率的に推進するよう数値目標を掲げたPDCAサイクルが求められている
◆今後は、医療や介護・福祉など地域の様々な資源の連携協働と、市民の理解と参加・協力が不可欠に

保健所の機能強化
各種計画・ビジョンの関係

◎「予防」における地域ニーズの把握と評価、ハイリスクＡＰとポピュレー
ションＡＰの一体的推進
ションＡＰの
体的推進、市町村と保険者（地域・職域連携）、保険者間、
市町村と保険者（地域・職域連携） 保険者間
保険者と医療機関のつなぎが保健所の役割

健康増進計画
計画との調整を含む）

介護保険事業
（支援）計画

地域ケア体制
整備構想

保健医療計画

医療費適正化計画

（特定健診・特定保健指導実施

精神保健医療福祉の改革ビジョン
障害保健福祉計画
（圏域ビジョン）

地域福祉計画

安心と希望の
医療確保ビジョン

◎医療と介護・福祉の一体的な推進（地域包括ケアシステムづくり）
・安心と希望の医療確保（介護）ビジョン（地域完結型医療、在宅医療、医
療・福祉連携）の地域における調整・推進役としての位置づけ
・急性期・回復期と維持期のつなぎ、維持期における地域包括ケアシステ
急性期 回復期と維持期の なぎ 維持期における地域包括ケアシ テ
ムづくり（医療計画では圏域連携会議で保健所が実施）
・県型福祉事務所の役割が縮小。合併で福祉が市町村に移管される中、
今後は保健所が福祉も含めて調整・推進役を担うことを鮮明に

安心と希望の
介護ビジョン

民
情
、
◎医療計画における住民向け医療情報の提供、安心と希望の医療確保
ビジョンの「３．医療従事者と患者・家族の協働の推進」（国民の「治し支
える医療」への参画）が緊急課題
・公平・中立な立場で住民に近接性を有する保健所が担うことを明示
◎障害保健福祉計画の圏域内調整
・精神障害者の退院促進と地域生活支援の推進（医療福祉連携）
・圏域ビジョンの具体的な調整推進役としての位置づけ
◎計画策定からＰＤＣＡサイクルによる計画の具体推進へ
・これまで計画策定で終わり、具体の推進が弱かったことの反省
・地域毎の計画をＰＤＣＡサイクルで総合的に推進する役割の位置づけ
・特に、地域ニーズの把握と質の評価が重要
特に 地域
ズの把握と質の評価が重要
◎保健医療と福祉に関する計画間の整合性
・医療費適正化計画、地域ケア体制整備構想など計画間の整合性を確
保するための調整役としての位置づけ

④

住民（消費者）とサービス提供者の間に立ち、医療や食品等の安全・安心をつくる

マスコミ・オンブズマン・クレーマー
からの批判・苦情、開示請求、訴訟

困惑
リス
ク回
避

サービス
サ
ビス
提供者

提供

住民
（消費者）

不安
不信

選択 利用
選択・利用

不安・不信とリスク回避の悪循環を絶つために
不安
不信とリスク回避の悪循環を絶つために
■安心と希望の医療確保ビジョン
○医療や介護への住民参加と協働を支援する取り組み
・上手な医療のかかり方の普及啓発
上手な医療のかかり方の普及啓発
・地域住民と医療機関の語らいの場づくり
・医療や介護を守る住民組織活動の育成支援
■改正医療法
○患者の視点に立った分かり易い医療情報の提供
・医療機関情報の提供
・地域連携パスの普及啓発
○リスクコミュニケ ションの推進（医療安全支援センタ ）
○リスクコミュニケーションの推進（医療安全支援センター）
・医師と患者の仲立ち
・相談情報の医療への還元
・住民に対する医療の不確実性や公共性に関する啓発

■食品安全基本法
○リスクコミュニケーションの推進
○リスクコミュニケ
ションの推進
・事業者による性格かつ適切な情報の提供
・消費者は、食品安全の知識と理解を深めるとともに、施策に
ついて意見を表明する
・関係者相互監の情報・意見の交換
■食品衛生法
・監視指導計画の策定等、必要な事項を公表し、その施策に
ついて国民・住民の意見を求めなければならない
例）
・食の安全・安心について関係者が意見交換する場づくり
・消費者の参加（推進会議、モニター制度、消費者懇談会等）

⑤

新型インフルエンザ対策など健康危機管理の拠点としての一層の機能強化
地域保健対策検討会中間報告（H17 1 20提出資料）
地域保健対策検討会中間報告（H17.1.20提出資料）

全国保健所長会
健康危機管理の推進
に関する委員会
地域保健総合推進事業
「健康危機管理体制の
評価指標、効果の評価
に関する研究」で12分
野の健康危機管理の具
体を検討
＋
新型インフルエンザへ
の対応準備

○基本指針に健康危機管理は明示
されているが、近年、所管区域の
広域化や支所化が進
広域化や支所化が進み、新型イン
新型イ
フルエンザ等、いざという時の実
効性が懸念される

○健康危機管理は、医事 薬事、
○健康危機管理は、医事・薬事、
食品・環境、対人保健など、平時
からの保健所の総合的な機能を基
盤とする事前管理があり、その上
で有事の事後管理も発揮できる。
○また
○また、一定の地域密着性を有し、
定の地域密着性を有し
通常業務を通して、地域のきめ細
かな実情把握と顔の見える関係性
を確保しておかないと機能しない。

（例）新型インフルエンザ対策 （総合的な機能の例示）
・医療機関との連携（ＢＣＰ作成支援、入院治療、発熱外来、通常医療機能の確保対策）
・調剤薬局、薬卸との連携（タミフル等薬剤やマスク等の確保、宅配等）
・消防、警察との連携（患者搬送、治安確保）
・市町村との連携（住民啓発、ワクチン接種、社会機能維持、保育所・学校閉鎖・・・）
・保育所、学校（季節性インフルエンザ対策を通じた普及啓発、休校・休園）
保育所 学校（季節性イ
ザ対策を通じた普及啓発 休校 休園）
・在宅の災害弱者対策（精神・難病、要援護高齢者、障害者等）
・介護保険施設、児童福祉施設、障害者施設におけるＢＣＰ作成支援と有事の医療確保
・食品流通、食品営業施設（食品等の備蓄への対応、感染防止対策）
・不特定多数が利用する施設（旅館、公衆浴場、理美容等における感染防止対策）
・生活インフラの機能維持（水道、その他）
生活インフラの機能維持（水道、その他）
・火葬場（大量の火葬への対応）
・その他

⑥

市町村と保健所の組織体制の急激な変化、公衆衛生の専門性を担う人材不足への対応

保健所の再編統合と広域化
・全保健所数；H8年（845）⇒H20年（517）
・県型保健所（122⇒389）、指定都市（122→58）に激減！
・事務職が削減され、保健師等の事務量が増大
事務職が削減され、保健師等の事務量が増大

県型保健所の福祉事務所との統合と分離
◆保健と福祉の一体的な推進を謳い文句に保健所と福祉事務所と
の統合が進んだが、市町村合併により県型福祉事務所が縮小し、
単独設置に回帰しつつある。
◆県型福祉事務所を廃止縮小する中で、介護保険法や障害者自立
支援法等の福祉行政に係る広域的な企画調整が課題に

医療計画や新型インフルエンザ対策など、圏域内の県型保健所と
療計
新型
ザ対策など
域
県型保健所
市型保健所の連携、圏域を超えた保健所間の広域連携が課題に！

市町村合併と分散配置
◆市町村合併による人口規模の拡大（H11年3232⇒H22年1772）
◆保健から保険への業務移行（介護保険、国保）による保健師
の分散配置 （H16から市町村PHN数が伸びず、民間が増）
・市町村内の縦割り業務分担が進み、地域全体を診る視点
が弱くなった（公衆衛生機能が弱体化）
・保険化が進む中、市町村の公的責任の明確化が課題に
◆対人保健業務の保険への移行と民間移管が進む中、改めて
官の役割の明確化が問われている

県型保健所が、国保や介護と保健の連携調整役を担う必要があ
県型保健所が
国保や介護と保健の連携調整役を担う必要があ
る
市町村と連携協働した公衆衛生機能を担う人材育成

道州制の議論と県型保健所
◆道州制の本格的な議論の前に、既に保健所を危機管理等に特化して集約化する動きがある
・既に、大規模政令市では、危機管理等に特化した１市１保健所体制が進んでいる
・広島県が、Ｈ２１年度に県型保健所を二次医療圏を超えて再編統合。特区による設置要望もしている。
・広島県の分権推進審議会は、福祉，保健医療，衛生は、すべての基礎自治体が担い、 道州は，広域的な法人指導や
医療計画 緊急的な感染症対策や食品安全対策などの危機管理を主に担うべきと提言している
医療計画，緊急的な感染症対策や食品安全対策などの危機管理を主に担うべきと提言している
◆今後、道州制の議論が本格化する前に、健康危機管理等の保健所の基本機能を維持確保するために必要な条件を検
討準備する必要がある
公衆衛生の専門性を担う人材育成
公衆衛生医師の確保をはじめ、公衆衛生を担う人材確保と育成が急務になっている。
・教育機関・本庁・地方衛生研究所・保健所は、市町村と連携協働して人材育成及び体系的な職員研修を推進すること
・全国ネットでの人材育成や相互支援する仕組みの強化

参考

健康なまちづくりを基盤とする地域・職域連携の推進（島根県の先駆事例）
[地域保健法第６条]
保健所は 次に掲げる事項につき 企画 調整 指導
保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導
及びこれらに必要な事業を行う

地域・職域連携
健康なまちづくり

公衆衛生

学校保健

地域保健

学校保健

職域保健
（保険）

母子・老人、結核感染症、精神・難病

地域保健

職域保健
（保険）

個別法令毎の対人保健業務

歯科、栄養改善

医事・薬事、食品衛生、環境衛生等

共通基盤となる地域づくり・環境づくり

普及啓発、保健統計、保健師等

（住民組織・施設団体事業者・行政が三位一体で）

公衆衛生＝地域保健＋学校保健＋職域保健

地域づくり・環境づくりを共通基盤に、地域・職域連携、
地域・学校連携を推進することが大切！

保健所は、学校保健、職域保健（実施主体が異なる）を
包含する公衆衛生全般を守備範囲としている
島根県の保健所が果たしている役割

全県

各圏域

○関係法令をまたがる総合的な保健対策の推
進役

○地域の壮年期の健康実態、事業所の実態調
査を実施し情報提供。対策の評価も。

○事業所における取組の具体支援

メンタル
ヘルス

対策等

地域・職域連携推進協議会
健康長寿しまねに基づく
健康なまちづくり

◆全県レベルと圏域（保健所）レベルで推進している
・全県は、県下共通の方向性や基盤づくり、ノウハウ情報交換
・圏域は、全体方針を踏まえた地域特性に応じた具体の取組

、

○市町村と地元医療機関と職域関係組織団体
をつなぐ役割

糖尿病
対策

ー

○圏域地域・職域連携推進協議会の設置
・労働基準監督署、地域産業保健センター、
健保協会 医師会 商工会 市町村等で構成
健保協会、医師会、商工会、市町村等で構成。
・地域課題を共有して、行動計画を作成

脳卒中
対策

働のメ
きメタ
盛イボ
りン対
のタ策
男 ・
性ゲ自
ッ殺
ト対
は策

参考

全国保健師長会からの問題提起

家族や地域福祉の崩壊により、既存の個別制度だけでは対応できない処遇困難事例 危機事例が増加
家族や地域福祉の崩壊により、既存の個別制度だけでは対応できない処遇困難事例・危機事例が増加
高齢化の進展により、今後こうしたニーズが急増！ 特に、都市部でより深刻な問題に
（事例１）
一人暮らしの70歳代男性。近所との付き合いがなく、家
族の協力も得られない 経済的に困窮 食事をほとんど
族の協力も得られない。経済的に困窮。食事をほとんど
とらず衰弱。市職員が訪問、介護保険の利用や入院を
勧めるも拒否。病院も経済困窮、保証人不在のため受
け入れが困難。数日後、市職員が訪問。応答がないた
め、部屋に入ると炬燵の前に座った状態で死亡していた。

保健所と市町村の連携協働
による危機事例への対応
市 町

村

○市町村域を超えて保健医療福
祉等の関係機関が持つ機能を総
動員した対応が必要

（事例２）
一人暮らしの70歳代、進行乳がんの女性。身の回りの
世話は近所の友人のみで、その他の人の出入りを拒否。
診療や公的サービスも拒否。創部に虫がわいており、往
診を試みるも診療を拒否。後日、近所の友人が訪問し
意識消失しているところを発見し 緊急入院になったが
意識消失しているところを発見し、緊急入院になったが
数時間後に死亡。
（事例３）
一人暮らしの70歳代、認知症の男性。夜間徘徊し公園
で倒れ緊急入院。すぐに退院になるも再び夜間徘徊し
緊急入院。精神病院に転院し受け入れ施設を探してい
急 院 精神病院 転院
施
る状態。弟が通帳から入院費用を引き落とそうとすると
何者かに数百万円が下ろされていた。
（事例４）
アルコ ル依存症の息子と二人暮らしの60歳代、認知
アルコール依存症の息子と二人暮らしの60歳代、認知
症の女性。息子からの身体的・経済的虐待があり、入院。
特養ショートを一時利用後、精神病院に入院。退院を勧
められるが、一人での生活能力がなく認知症のため受
け入れ施設がなく、やむなく養護老人ホームに措置した。

大都市のＡ市の保健師が
関わった具体の困難事例

○市町村だけでは完結できな
○市町村だけでは完結できない
複合・困難な課題を有するケース
が急増している（既把握事例、未
把握事例ともに増加）

地域資源
保 健

所

既存のセーフ
ティネットの網か
らこぼれ落ちる
事例

○保健所は、医療対応や精神疾
患の危機対応などのノウハウを活
かして主にかかわる。また、広域
的な資源との調整や、市町村内
資源
調
、市
の調整役も担う
○命に関わる緊急対応を要する
場合も多々あり、組織的に危機対
応できる体制を整備する必要があ
る
後追い対策だけではなく、
予防の視点での関わりが重要

