全国保健所長会６０周年記念及び第６４回総会

地域保健の最近の動向
平成１９年１０月２３日
厚生労働省大臣官房参事官
（健康･医業指導･医療安全担当）
岡本 浩二

本日の内容
１．医療構造改革への対応状況
（１）生活習慣病の予防
〜特定健康診査・特定保健指導を中心に〜
（２）医療計画の推進
（３）療養病床の転換と地域ケアシステムの整備
２．地域における健康危機管理の拠点としての
保健所の役割
〜新潟県中越沖地震での対応を中心に〜
３．地方分権改革・構造改革特区への対応状況

☆医療構造改革への対応状況
（１）生活習慣病の予防
〜特定健康診査・特定保健指導を中心に〜
○標準的な健診・保健指導に関するプログラム（確定版）
○特定健康診査等基本指針（案）
○特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準
（仮称）
○特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた
手引き
○特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集
○特定健診及び特定保健指導の実施体制に関する調査
○特定健診及び特定保健指導のアウトソーシング先実態
調査

生活習慣病対策の推進体制の構築

国

協力

○科学的根拠に基
づく効果的なプロ
グラムの提示
○総合的な生活習
慣病対策の基本
的方向性・具体的
な枠組みの提示 支援
○都道府県の取組
支援

都道府県
○健康づくり
施策の総合
的な企画と
関係者間の
協議調整
○健康増進
計画の内
容充実
（新しい健
康増進計
画）

協力

調整
支援

医療保険者（※）
（高齢者医療確保法）
（医療保険各法）
積極的活用
○健診・保健指導の実施
（ハイリスクアプローチ）

健
診
・
保
健
指
導

民間
事業者

保険者協議会
地域・職域連携推進協議会
調整
支援

協力

市町村
（健康増進法）

積極的活用

○健康づくりの普及啓発
（ポピュレーションアプローチ）
○がん検診等の実施

（※）労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けていれば、代替可能
上記のうち、太字は義務で、細字は努力義務

普
及
啓
発

国民

健やか生活習慣国民運動（仮称）の進め方（案）
18年度
18年度
国民運動準備会議の
国民運動準備会議の
設置準備
設置準備

◇国民運動の基本方針検討
・運動の進め方 （運動、食事、
禁煙に焦点）
・推進体制
・推進スケジュール
◇省内関係課・関係団体との意見
交換
◇国民運動の推進方策の素案検討
◇関係各省との連携方策協議
＊文部科学省、農林水産省、
経済産業省
◇準備会議設置準備
・設置要綱（案）等作成
・各団体への参加要請

19年度
19年度

20年度
20年度

盤
終盤
度終
年
国民運動プレイベントの開催
年度
国民運動プレイベントの開催
新しい国民運動の開始を前に国民、関係団体、
新しい国民運動の開始を前に国民、関係団体、
企業、地方公共団体等への周知徹底を図る。
企業、地方公共団体等への周知徹底を図る。
◇実
施
国、国民運動準備会議
◇実
施
国、国民運動準備会議 等
等
◇予定時期
２月（都内で開催）
◇予定時期
２月（都内で開催）
◇内容（例）
◇内容（例）
・全国の優れた実践事例の収集・評価・発表
・全国の優れた実践事例の収集・評価・発表
※企業、学校・保育所、各種団体、地方自治体別
※企業、学校・保育所、各種団体、地方自治体別
・企業、各種団体の活動紹介ブース出展
・企業、各種団体の活動紹介ブース出展
・パネルディスカッション、ワークショップ
・パネルディスカッション、ワークショップ
◇その他
健体財団主催行事と共同開催
◇その他
健体財団主催行事と共同開催

盤
中盤 健康日本21推進全国大会
健康日本21推進全国大会
度中
年
年度 新たな国民運動及びプレイベント
新たな国民運動及びプレイベント

のPR、先駆的取組を全国から募集
のPR、先駆的取組を全国から募集
◇時
◇時 期
期 ９月（開催地：福井県）
９月（開催地：福井県）
例えば・・・・
例えば・・・・
◆メタボ撲滅キャンペーン(産経新聞)
◆メタボ撲滅キャンペーン(産経新聞)
◆伊能忠敬上映運動(俳優座)【別添】
◆伊能忠敬上映運動(俳優座)【別添】

各
団
体
試
行
的
取
組

業務委託＝企画提案コンペ実施（７月）
業務委託＝企画提案コンペ実施（７月）

初
初
当
当
度
度
年
年

出典；特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き

• 特定健康診査・特定保健指導制度は、結果を出す
ことが求められている制度である。
• 目的は健康寿命の延長、QOL維持・向上、その結
果としての医療費適正化である。
• 保健指導を行うための健康診査である。
• 自己の行動変容を目指す保健指導が必要。
• 医療保険者のさまざまな事情に対応する外部委託
制度と、それに伴うデータ標準化が必要。
• 限られた資源で最大の効果をあげるための戦略立
案が必要。

◇シンボルマーク・キャッチコピー等の提案
◇シンボルマーク・キャッチコピー等の提案
◇プレイベントの企画・運営の補助
◇プレイベントの企画・運営の補助

国民運動準備会議の設置（６月）
国民運動準備会議の設置（６月）

◇検討内容等
◇検討内容等
・国民運動の推進方策（広報戦略、実践促進策）
・国民運動の推進方策（広報戦略、実践促進策）
・運動の重点課題（子供の健全な食生活等）
・運動の重点課題（子供の健全な食生活等）
・推進体制のあり方、試行的取組の実践呼掛け
・推進体制のあり方、試行的取組の実践呼掛け
・運動の財源確保策（基金造成、賛助会員制度等）
・運動の財源確保策（基金造成、賛助会員制度等）

初
当初
度当
国民運動
年
国民運動
年度
全国協議会の発会
全国協議会の発会
国民運動の開始を宣言
国民運動の開始を宣言
・予定時期
・予定時期 ４月下旬
４月下旬
・記念行事開催
・記念行事開催
・シンボルマーク等発表
・シンボルマーク等発表

盤
中盤
度中
国民運動の展開
年
国民運動の展開
年度
−普及啓発及び実践促進−
−普及啓発及び実践促進−
・食育月間（６月）や食生活改
・食育月間（６月）や食生活改
善普及月間（10月）と連携し
善普及月間（10月）と連携し
たキャンペーンの展開
たキャンペーンの展開
・啓発イベントの開催(10月)
・啓発イベントの開催(10月)
・各種団体、企業、地方公共団
・各種団体、企業、地方公共団
体の主体的活動の促進
体の主体的活動の促進
・管理栄養士等による実践支援
・管理栄養士等による実践支援
・基金等への協力要請
・基金等への協力要請

21年度〜
21年度〜
国民運動参画団体・企業の拡大
・生活習慣病予防の国民生活への
浸透と定着

☆医療構造改革への対応状況
（２）医療計画の推進
○医療計画の作成及び推進における保健所の
役割について
（平成１９年７月２０日健康局総務課長通知）
○医療計画について
（平成１９年７月２０日 医政局長通知）
○疾病又は事業ごとの医療体制について
（平成１９年７月２０日 医政局指導課長通知）

☆医療構造改革への対応状況
（３）療養病床の転換と地域ケアシステムの整備
○療養病床から転換した老人保健施設における
医療サービスの提供
○療養病床転換推進のための追加支援措置

☆地域における健康危機管理の拠点としての
保健所の役割
〜新潟県中越沖地震での対応を中心に〜
【地震の状況（気象庁）】
（１）平成１９年７月１６日 １０時１３分頃発生
①震 源 地 新潟県上中越沖（北緯37度、東経138度）
②震源の深さ １７ｋｍ
③規
模 マグニチュード６．８（暫定）
④各市町村の最大震度（震度５強以上）
・震度６強 新潟県柏崎市、長岡市、刈羽村
長野県飯綱町
・震度６弱 新潟県上越市、小千谷市、出雲崎町
・震度５強 新潟県三条市、十日町市、南魚沼市、燕市
長野県中野市、飯山市、信濃町
⑤津
波 津波注意報（11:20 解除）
出典：第５回介護施設等の在り方に関する委員会（平成１９年６月２０日 ）

出典：新潟県資料

出典：新潟県資料

新潟県中越沖地震に係る県外保健師派遣状況
派遣先
市町村
柏崎市
刈羽村
総計

派遣元
自治体

７３
チーム

8
チーム

８０
チーム

人数

162
16
178

自治
体数

派遣
開始日

派遣
終了日

延べ
人日

106 7月18日 9月7日 3,235
7 7月21日 9月7日

312

113 7月18日 9月7日 3,547

派遣開始日：被災地で活動に入った日（移動日を除く。）
派遣終了日：次の担当へ引継ぎを行った日を含む。
延べ人日：１班あたりの派遣人数（保健師以外を除く）×活動日数
出典：新潟県資料

☆地方分権改革・構造改革特区への対応状況

【厚生労働省の回答】（抄）

Ⅰ．構造改革特区に関する要請
１．広島県からの提案（抄）
概ね２次医療圏ごとに基礎自治体においてまとまった事務遂行が可
能となるよう、保健所設置要件の緩和を要望する。

１．人口要件の緩和
○人口が３０万人を下回っている地方公共団体においても、
保健所で行う事務事業が可能と考えている地方公共団体
に対しては、個別の事例に即して協議に応じる。

【具体的内容】
①人口要件の緩和
②既保健所設置市への事務委託
③市町による共同設置

２．既保健所設置市への事務委託、市町による共同設置
○保健所で実施されている業務は、食品衛生法、医療法、
薬事法等に基づき行われているものであり、各個別法に
おいて権限が規定されていることから、これらを包括的に
委託すること又は市町による共同実施で行うことを認める
ことは現段階では困難である。

２．個人（神奈川県）からの提案
保健所政令市の人口要件である３０万人を特例市に相当する２０万
人に緩和する。
出典:内閣官房構造改革特区推進室HP（平成１９年８月６日）

Ⅱ．地方分権改革に関する要請
１．全国知事会からの意見
①人口３０万人未満の市及び広域連合においても、保健・福
祉の一元的な体制整備を進めることができるよう、保健所
設置基準を緩和すべき。
②保健所長は、医師でなくても公衆衛生行政に精通した職
員が遂行可能であり、医師資格要件を廃止すべき。
２．全国市長会からの意見
○保健所を設置できる市町村の人口要件等について、柔軟
に対応されるべきである。
出典:地方分権改革推進委員会ＨＰ（平成１９年９月１３日
第１７回地方分権改革推進委員会配布資料）

○健康危機が発生した際の対応など、本来県が行うべき業
務について、隣の市又は事務組合が対応することとなり、
一元的に整備すべき指揮命令系統が不明となることなど
から、適当ではない。

【厚生労働省の回答】（抄）
１．人口要件の緩和
○保健所の設置を検討すべき地方公共団体の人口規模に
ついては、保健所の設置運営を円滑に遂行できる人口規
模として、その設置が義務づけられる地方公共団体のうち、
最も人口要件の小さい中核市の人口の３０万人としている。
しかしながら、一部の保健所政令市は、３０万人を下回っ
ている。
○人口が３０万人を下回っている地方公共団体においても、
保健所で行う事務事業が可能と考えている団体に対して
は、個別の事情に即して協議に応じてまいりたい。

【厚生労働省の回答】（抄）
２．広域連合による設置
○広域連合による保健所の設置については、下記のような
問題点があり、現段階での見直しは困難。
①人権の制限を伴う公権力の行使に関する事務について
は、広域連合が担う事務に馴染むものとはいえない。
②広域連合が、一部の業務しか移譲を受けない場合、県
設置保健所と広域連合設置保健所に業務の窓口が分
散し、地域住民の利便性を損なう。また、広域連合の構
成市町村の離脱により「空白地域」が発生する余地が
あり、現行の保健所設置主体に比較して、保健サービ
スの提供及び行政処分を担う行政主体としての基盤が
不安定。

【厚生労働省の回答】（抄）
３．保健所長の医師資格要件
○保健所長は、健康危機管理発生等の緊急時に、医学的
知識及び公衆衛生学的知識に基づく判断、方針決定・指
示が迅速にできる対応能力が求められている。
○また、常日頃から医療機関の管理者、専門分野の医師、
地域医師会等関係団体などと、医学的知識に基づく情報
交換、調整が必要である。
○以上の理由から、公衆衛生に精通した、より高い水準の
医師であることが必要。
○一方、行政に従事する医師の不足に起因して、所長資格
の要件の例外規定を平成１６年に設けたところ。

