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１ 目 的

地域医療連携体制の構築と評価に関する研究
分担事業者 惠上博文（山口県宇部環境保健所長）
次に、連携体制の評価における保健所の役割とし

地域医療連携体制構築に向けた保健所の調整機能の

て、地域の医療介護資源の効果的・効率的な活用の

強化に資するため、全国保健所の取組状況に関するア

観点から、個人単位や施設単位の評価にとどまるこ

ンケート調査及び先進的事例に関する現地調査を継続

となく、医療機関・医師会と協働しながら、個人単

し、維持期以降の取組、連携体制の評価、市型保健所

位・施設単位の評価データを運用地域として総合・

の取組等の調整ポイントを明らかにする。

分析・評価し、必要に応じ、連携体制の変更に取り

２ 方 法

組む重要性を認識した。

(1) 4 疾病地域医療連携体制構築事例アンケート調査

そして、糖尿病等の疾病では、運用地域としてア

全国保健所の取組状況及び現地調査候補事例を把

ウトカム達成までには、一定水準の評価体制及びデ

握するため、平成 21 年 8 月に全国 510 保健所に上記

ータベースとともに、データの提供者及び提供施設

調査を実施し（回答率 99.6%）
、246 取組保健所の中

の動機を数年間維持することが必要となることから、

から維持期（連携体制の実施）及び発展期(連携体制

データの入力・収集を効果的･効率的に数年間持続で

の評価・変更)の 137 保健所(172 候補事例)を把握。

きる評価体制を十分検討するとともに、評価の意

(2) ４疾病地域医療連携体制構築事例現地調査

義・体制・費用効果に関する認識の共有を毎年度反

連携体制の維持期以降の取組、連携体制の評価、

復・維持するほか、アウトプット指標(連携体制の参

市型保健所の取組等の調整ポイントを把握するため、

加医師数、参加施設数、運用患者数等)で適切に取組

候補事例から 18 事例（4 疾病 13 事例・その他 5 事例）

を毎年度点検することの重要性を把握できた。

を選び、9 月から 11 月まで現地調査を実施。

３ 市型保健所の取組

３ 結果及び考察

まず、取組状況をみると、市型保健所の取組は、

(1) 維持期以降の取組

回答 107 施設に対し 19 施設で 17.8%と昨年度より数

まず、取組状況をみると、取組保健所は、246 か所

ポイント高いが、なお低い水準にある。市型保健所

で 48.4%と昨年度より約 2 割も高く、進行段階別にみ

の連携業務の所管をみると、保健所の所管及び本庁

ると、維持期以降の割合は、昨年度よりも 1 割高く

との共管は約 5 割にとどまり、保健所も本庁も所管

137 か所で全体の 55.7%を占めている。また、保健所

部署なしが 21.2%に上っている。また、単独で圏域を

に事務局を置くものは、242 事例で全体の 72.0%を占

構成する21 保健所設置市での府県からの医療計画推

め、進行段階別にみると、創設期の 85.9%から発展期

進業務の受託状況は、9 施設で 42.9%と高い状況にあ

の 54.5%と進行段階に応じ低下している。

る。更に同一圏域に県型保健所及び市型保健所が併
存する 45 設置市をみると、受託市は 2 施設である。

次に、事務局の設置施設及び連携体制の構築主体

次に市型保健所の取組の調整ポイントをみると、

によって、次の四つに部類しポイントを明らかにで
きた。分類①保健所に事務局を置いているものでは、

①本来業務の生活習慣病総合対策の二次予防・三次

人事異動があっても保健所の役割の共有、顔の見え

予防に地域医療連携を位置付けて着手することの重

る関与の継承、関係者の動機付けを維持すること、

要性、②集中する医療資源とともに障害福祉、介護

分類②保健所と病院・医師会に共同事務局を置いて

保険、救急搬送等を一元的に活用できる有利な条件

いるものでは、適切な役割分担の上、医療の主体性

を活用すること等を把握できた。また、医療資源が

が向上するよう取り組むこと、分類③保健所から病

集中している実態に即し、厚生労働省は国庫補助事

院・医師会に事務局を移したものでは、運営体制の

業の実施主体を設置市に拡大するとともに、都道府

自立に向け、連携会議の一委員として、必要に応じ、

県には圏域の設置市に医療連携業務を委託する促進

支援できる間合いで取り組むこと、分類④病院・医

方策が期待される。

師会に事務局を置いているものでは、公共性の付与、

４ 結論及び今後の計画

保健所の公平・公正な調整、地域住民への啓発によ
って、要請趣旨を果たせるよう取り組むことである。

医療連携に取り組む保健所の漸増とともに、維持期以
降の取組、連携体制の評価、市型保健所の取組等のポイ
ントを一定程度明らかにすることができた。

(2) 連携体制の評価
まず、評価指標の設定状況をみると、取組保健所

今後は、都道府県地域医療再生計画において、保健所

139 施設の 202 事例に対し、38 事例(19.8%)にとどま

が企画・調整機能を適切に発揮できるよう、研究成果を

っていることから、評価指標の設定に係る課題を明

活用し、支援できる方策も検討してく。

らかにする重要性を認識した。

－1－

地域連携クリティカルパスの普及・推進に関する研究
岸本 益実（広島県北部保健所長）
地域連携クリティカルパスとは、急性期から回復

域連携パスについて、パスの改定、評価指標の検討

期、さらに維持期まで切れ目なく、一貫して地域の

を行った。また、板橋区において検討した患者支援

医療機関が共有して活用できる診療計画書のことで

地域連携パスでは、
乳がん患者支援モデルを推進す

あり、治療ステージ毎に複数の医療機関が、一つの

るほか、
他の女性特有の疾病の地域連携支援パスの

診療計画書に基づいて治療を行えるため、医療連携

開発を検討した。千葉県安房地域では、循環型地域

構築の際に、医療の標準化や効率化、質の向上など

連携パスの検討において、
かかりつけ医機能等の基

を目指すためのツールとして活用が広がってきてい

礎調査をもとに糖尿病地域連携パスを検討した。
平成 21 年度は、実地調査を継続し、地域連携パ

る。平成 19 年 7 月の厚生労働省通知において、
「保健所が地域医師会等と連携して圏域連携会議を

スの型別（一方向型、循環型）に整理した具体的な

主催し、積極的な役割を果たす。状況に応じて地域

普及・推進方策の改定３版
（表に内容の一部を抜粋）

連携クリティカルパス導入に関する検討を行う」と

や地域連携パス普及・推進にかかるＱ＆Ａ集を取り

され、医療連携における保健所の役割への期待は、

まとめた。富山市の脳卒中地域連携パス事業では、

ますます大きなものとなっている。新たな医療計画

本格運用を通じて、バリアンスや評価指標の分析・

では、都道府県ごとに医療連携体制を構築する４疾

評価を行うとともに、
中核市保健所としての医療連

病として脳卒中、がん、急性心筋梗塞、糖尿病が挙

携のあり方や地域連携パスの隣接医療圏との連携

げられています。医療施設ごとの機能分化が進み、

について検討を行った。
千葉県安房地域の循環型地

機関連携の推進と切れ目のない医療の提供が求めら

域連携パス事業では、
全県共用糖尿病パスの地域で

れるなか、医療連携の在り方は、脳卒中、がんなど

の実施を開始するとともに、
早期診断を目指した結

の疾病別の連携へと一層シフトしてきている。当研

核のパスを作成・実施した。このように、研究班で

究班では、上述の地域において求められる医療連携

は３年間をかけて、
様々な疾患の地域連携クリティ

の流れの中で、地域連携クリティカルパスの運用事

カルパスの運用事例の収集を進め、普及を図った。

例を集積するとともに、医療機関と連携した地域連

また、実際に運用したパスの評価を行い、パスを通

携パスの開発・運用・評価及び住民に対する啓発や

じた連携システムを確立することを目指した。

調査等を通じて、医療制度改革を踏まえた地域連携
クリティカルパスの普及・推進を図ることを目的に、

表 地域連携パスの普及・推進‘13 のポイント’

３年計画（平成１９年度の分担事業者は大江浩富山

医療（福祉）連携の意義を理解

県新川厚生センター所長[当時］
、２０年度および２

地域連携パスの普及・推進に関与する意義を理解

１年度の分担事業者は筆者）の事業を実施した。３

地域連携クリティカルパスについて学習

年間の研究事業の概要について以下に記す。

管内の医療機関、介護保険事業所等の機能を把握

平成 19 年度は、4 疾病の地域連携パスの運用

既存のネットワークを活用

事例の実地調査、
文献調査により事例の集積を行い、

活用できる予算を検討

保健所向けの地域連携パス普及・推進方策の骨子試

病院地域連携室、医師会、介護事業所等の打ち合わせ

案を取りまとめるとともに、3 つの地域（富山市、

地域連携クリティカルパスに関する研修会を開催

東京都板橋区、千葉県安房地域）において、保健所

地域連携クリティカルパスの作成

が地域連携パスの普及・推進にかかる組織を設置し、

地域連携クリティカルパスの運用

連携パスの開発を目指した。

地域住民に対する啓発普及、相談対応

平成 20 年度には継続して実地調査及・文献調査
を行い、普及・推進方策案の改定版を取りまとめる

地域連携クリティカルパス運用後の評価
電子化・IT 化の検討

とともに、
医療機能情報提供制度を活用し地域連携
パスの運用状況を調査した。富山市では、脳卒中地

－2－

保健所新型インフルエンザ対策情報発信共有事業研究報告書

分担事業者名 緒方剛（茨城県筑西保健所長）
研究協力者名 遠藤幸男（福島県県南保健所所長）吉田道彦（東京都品川区保健所課長）佐々木隆一郎（長
野県飯田保健所所長）岸本益実（広島県北部保健所所長）竹之内直人（愛媛県西条保健所長）加藤千鈴（福
岡県京築保健所）押谷仁（東北大学医学部教授）森澤雄司（自治医科大学 准教授）早坂信哉（浜松医科
大学講師）
Ａ．目的 新型インフルエンザパンデミックに対し、全国保健所長会と連携しながら、保健所が的確に対
策を行うために必要な情報の収集、発信を行うとともに、関係機関や住民との情報の共有を図る。
Ｂ．方法・結果
（１） 全国保健所長会ウェブ上の情報発信
全国保健所長会サイトの下記新型インフルエンザ対策のページにおいて、情報発信を行った。サイトの
更新管理は、全国保健所長会理事が担当した。
ａ

国の情報 ５月３日に、国の対策本部関係の通知をまとめて編集しＰＤＦページとして立ち上げ、ほ

ぼ毎日更新した。８月２７日からは国のサイトのリンク集に切り替えた。それ以外にも、国関係のＰＤＦ
資料で重要と思われるものを、随時掲載した。
ｂ

専門家の意見 感染の国内拡大に伴い、流行状況の把握や保健所の対応に資するため、押谷班員、森

澤班員の執筆により、「新型インフルエンザについての専門家のご意見」をサイトに掲載した。
ｃ

科学的知見 新型インフルエンザに関して海外、国立感染症研究所、研究班、学会などでまとめられ

た知見、啓発資料、提言、エビデンスを保健所に伝えるため、リンク集ページを立ち上げ、随時更新した。
ｄ

保健所からの報告

９月から「保健所新型インフルエンザ対策 保健所の現場からの報告」の掲載を

開始した。また遠藤班員は、各保健所に投稿を依頼した。沖縄、川崎、茨城、滋賀、東京などから報告が
あった。
（２）情報の全国保健所長会へのメール配信
全国保健所長会の要請により、関連情報を９月以降は全国の保健所長に配信した。全国保健所長会のメ
ーリング・リストを利用し、概ね月３回、同会事務局経由で一斉メールした。
（３）疫学調査および情報収集・提言について
保健所が行った積極的疫学調査について、加藤班員が調査し、分析を行った。また、発生初期に対策に
関する提言案を６月に保健所長会に提言し、同会より国に提出された。健康監視について、２月に実態を
把握し意見を提出した。発生初期以降の保健所の対策の実態について３月に調査を行い、今後の情報発信
に資することとした。
（４）啓発資料作成 吉田班員は職場における啓発普及について、関係者と意見交換を行った。
（５）海外への発信 日本の状況について厚生労働科学研究報告書を素材として英文などで発信を行った。
Ｃ．考察
国の研究班の調査では、特に有用だったウェブサイトとしては、国に次いで、マスコミ報道、ＣＤＣ、
都道府県本庁とならんで、全国保健所長会のサイトが20%以上であった。さらに、グーグル、ヤフーなど
の検索サイトでは、「新型インフルエンザ対策」という語で検索した場合の全国保健所長会サイトの順位
はそれぞれ最高6位であり、1位から5位の多くは国関係のサイトが占めていた。これらのことから、全国保
健所長会サイトの新型インフルエンザ対策のページは、社会的に一定の機能を果たしていたと考える。

－3－

医師臨床研修「地域保健・医療」の成果と課題に関する研究
分担事業者
嶋村清志 （滋賀県長浜保健所長）
【現状把握と成果作成グループ】荒田吉彦（旭川市保健所長）
、南部由美子（福岡市東保健所長）
、廣田洋子（北海道岩
見沢保健所長）
、田上豊資（高知県中央東福祉保健所長）
、和田行雄（京都府山城北保健所長）
、山中朋子（青森県弘前保
健所長）
、大橋俊子（栃木県東保健所長）
、服部悟（愛知県豊川保健所長）
、永井惠（東京都大田区保健所長）
、高橋郁美
（東京都台東区保健所長）
、伊地智昭浩（姫路市保健所長）
、柳尚夫（兵庫県洲本保健所長）
、中川昭生（島根県益田保健
所長）
、宇田英典（鹿児島県鹿屋保健所長）
【指導者研修会・人材確保育成グループ】伊藤善信（秋田県秋田中央保健所長）
、中西好子（東京都健康安全研究センタ
ー所長）
、伊地智昭浩（姫路市保健所長）
、毛利好孝（兵庫県健康局医務課長）
、岸本益実（広島県北部保健所長）
【目的】
各保健所等で実施している「地域保健・医療」研修も５
年を経過し、その制度が定着してきたところである。しか
し、医師臨床研修制度のあり方に関する検討会（座長：高
久史麿氏）の議論を受け、厚労省および文科省ではこれま
で必修科目であった「地域保健・医療」研修を除外し、病
院や診療所だけに限定した地域医療研修へと変更されるこ
ととなった。そこで、研修の状況が激変する 22 年度および
23 年度の全国の地域保健・医療研修の現状を把握し、今後
の「地域保健・医療」研修のあり方を検討した。調査結果
を受けて、研修指導者開発ワークショップも継続して実施
し、公衆衛生医師の人材確保につながるような方策につい
ても検討することとした。
【方法･結果】
（１）研究班会議の開催
研究事業を一体的・効果的に進めるために、分担事業者
と事業協力者から意見を伺い、事業計画や推進方法などの
戦略会議を開催した。また成果の報告と評価も行った。
・第１回班会議 平成 21 年 7 月 21 日(火)：東京
昨年度事業の報告と今年度事業の内容検討、研修指導者
開発ワークショップの検討
・第２回班会議 平成 21 年 10 月 22 日(木)：奈良
全国調査の中間報告、研修指導者開発ワークショップ開
催に向けた進捗状況、医学部教授訪問に関する検討
・中間報告会 平成 21 年 12 月 7 日(月) ：東京
・第 3 回班会議 平成 22 年 1 月 28 日(木)：東京
実施状況の報告および成果、報告書（案）の作成
（２）
「地域保健・医療」研修に関する全国調査
１）全保健所を対象とする調査
20、21 年度の状況および 22 年度の予定、さらに激変す
る 23 年度以降の研修医の受け入れ予定について、全国 510
カ所の全ての保健所を対象にアンケートを実施し「地域保
健・医療」研修の現況を調査した。研修の受け入れの可否、
期間等について調査を実施した。
２） 上記１）の調査結果から保健所での「地域保健・医療」
研修が、任意での選択研修として少なからず残る地域（保
健所）があることが判明した。また、積極的・独創的に実
施している「地域保健・医療」研修の事例も提供していた
だいた。これまでの実績として目に見える形で集約し、任

意で実施されるであろう新しい「地域保健・医療」研修の
中でその理念や方略を組み込んでもらえるような資料集と
して、事業報告書を兼ねて各保健所に配布する予定である。
（３）研修指導者開発ワークショップの実施
少なくとも平成 22 年度（21 年度 2 年目研修医）までは
「地域保健・医療」研修は必修であることから必修プログ
ラムとして、また、調査結果から 23 年度以降も何らかの形
で研修医を受け入れる保健所があるかことから、選択科目
としてのプログラムを意識したワークショップを実施した。
「地域保健・医療」研修の中で効果的かつ、現実的に実施
できるような方略としての１週間コースなども想定した。
なお、保健医療科学院での歯科医師を対象にした指導医
研修が予定されていないため、歯科医師の指導医養成のた
めの「地域保健・医療」研修も大阪会場にて実施した。
１）東京会場（全国町村会館）
：参加者 医師 18 名
・日時：平成 21 年 11 月６日(金)～11 月 7 日(土）
２）大阪会場（新大阪丸ビル）
：参加者 歯科医師ら 11 名
・日時：平成 20 年 10 月 30 日(金)～10 月 31 日(土)
（４）公衆衛生医師の人材育成、人材確保に関する意見交
換・医学部教授等への訪問
公衆衛生医師の人材確保に向けて医学部公衆衛生学教室
における卒前教育と地域保健研修を実施している保健所で
の卒後教育のあり方を検討するため、研究班員の地元の医
学部公衆衛生学教室の教授等を訪問し意見交換を行った。
中長期的な公衆衛生医師確保策と人材育成について検討し
解決策を模索した。
【考察･まとめ】
・医師臨床研修「地域保健・医療」の成果と課題の詳細は
発表会当日資料及び報告書により報告した。
・
「地域保健・医療」研修指導者開発ワークショップについ
ては調査結果から23年度以降も何らかの形で研修医を受け
入れる保健所があることから、選択科目として効果的に実
施できるような方略を提供できるよう１週間コースなど短
期コースを想定した研修プログラムの開発が必要である。
【発表】
・嶋村清志「研修医とともにまなぶ」公衆衛生 第 72 巻第
4 号～第 73 巻第 7 号
・嶋村清志ほか 公衆衛生従事医師の確保・育成に向けて
公衆衛生 第 73 巻第 7 号
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「専門性を確保した保健衛生行政の中での市型及び県型保健所のあり方についての検討」
分担事業者 中瀨克己（岡山市保健所長） 事業協力者 伊地智昭浩（姫路市保健所長）村尾
正治（福山市保健所医監）岸本益実（広島県備北地域保健所兼芸北地域保健所長）二宮忠矢（岡
山県備前保健所長）永井尚子（和歌山市保健所長）内藤雅夫（呉市保健所長）田上豊資（高知
県北部福祉保健所長）惠上博文（山口県宇部環境保健所長）岡神爾（山口県健康福祉部課長）
毛利好孝（兵庫県地域医療課長）松岡宏明（岡山市保健所課長）河本幸子（岡山市保健所課長
補佐）坂東毅彦（仙台市宮城野保健所長）大熊恒郎（仙台市青葉保健所長）鹿野和男（宮城県
塩竈保健所長）河原和夫（東京医科歯科大学教授）大井照（千代田区保健所長）高岡道雄（兵
庫県加古川保健福祉事務所長）東海林文夫（中央区保健所長）山田全啓（奈良県郡山保健所長）
板垣泰子（京都市中京保健所長）曽根啓一（倉敷市保健所長）清古愛弓（千代田区保健所参事）
大地まさ代（江戸川区保健所課長）寺田勇人（大田区保健所課長）中村好一（自治医科大学公
衆衛生学教授）鈴木孝太（山梨大学社会医学准教授）
目的 医療計画、健康危機管理、生活習慣病対策等に関して市型保健所と県型保健所との比較
行うことによって、求められる機能および連携のあり方を検討する。また、提言を行う。
方法 先進的な取り組みを行う保健所を訪問し詳細調査を行った。多様な市型・県型保健所職
員が事例調査結果、医療機関など関係者も参加するフォーラム、過去の研究成果を踏まえ、あ
り方を検討した。全国の市型保健所および都道府県の保健所所長会長保健所を対象に、生活習
慣病対策、がん検診に関し質問紙調査を行った。
結果 １．医療計画・調整等に関するあり方の検討：市・区型保健所で取り組まれる先進的災
害医療調整として、県 2 次医療圏計画および市計画双方の医療対策本部となる、市計画で救
急・医療機関を含んだ医療本部となる、など調整機能の強化例があった。人口や自治体規模に
よって自治体内、外との連携の比重は異なる面はあるが、災害医療における調整機能は保健所
のあり方の先進事例と考えられた。救急医療、周産期医療調整でも市型保健所は、住民の要望
や直接的働きかけを重視した先進的役割を果たす事例があった。和歌山市保健所では周産期医
療をテーマにフォーラムを開催し、助産活用の全国調査結果を踏まえ具体策としてセミオープ
ン方式とその人的基盤について意見交換を行った。市型保健所の住民要望に密着した調整事例
でもある。
２．感染症等健康危機管理に関するあり方の検討：宮城・仙台地域では、県・市双方に関わる
新型インフルエンザ事例を通じ対応を検討した。危機管理等計画、医療計画策定に実務を担当
する保健所の意見が十分反映されていたとは言えず、今後日常業務を通じて得られる、感染症
対応、危機管理対応での知見の活用策を検討すべきと思われた。この際、保健所の専門機関と
しての機能と合せて本庁勤務医師の役割も検討すべきとされた。
３．特定健診・保健指導に関するあり方の検討：地域職域連携推進会議、事業者・保険者など
との調整機能を果たす県型保健所は多く、医療費からみた対策評価に、国保レセプトデータと
健診結果との関連性を一部保健所が取り組んでいた。市・区型では、制度変更に伴う組織人員
改編もあり、特定健診(35%)・保健指導(46%)を実施する保健所は減った。一方、県型保健所
と同様に、専門的な保健情報解析機能を発揮する保健所が増えた。今後データ活用を困難にし
ている条件を改善し、制度の運用や改善に保健所機能を活用すべきであるなど提言を纏め、厚
生労働省に提出した。
結論 5 事業に取り組む先進保健所の検討も踏まえ、市型保健所にも医療調整機能を位置づけ、
市にも補助金を運用させる等によって、その機能を活用することが望ましいと考えられた。新
型インフルエンザ対応への計画等でも、保健所の日常の感染症・危機管理の知見活用を更に進
める方策が必要である。生活習慣病対策では、地域職域連携推進会議などでの調整機能を果た
す県型保健所は多く、国保レセプトデータと健診結果との関連性など保健情報解析機能を発揮
する保健所が増え、制度の運用や改善に活用すべきである。各分野で保健所機能を発揮した先
進的事例があり、今後条件を整えて保健所の持つ知見や機能の活用を進めるべきである。
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歯科・医科連携による歯周疾患アプローチに関する研究
分担事業者 瀬戸 昌子（滋賀県東近江保健所長） 事業協力者 角野 文彦（滋賀県健康福祉部健康推進課長）
嶋村 清志（滋賀県甲賀保健所長） 毛利 好孝（兵庫県健康局医務課長） 山田 全啓（奈良県郡山保健所長）
井下 英二（滋賀県健康福祉部健康づくり支援室長） 安藤 雄一（国立保健医療科学院室長）北原 稔（神奈
川県茅ヶ崎保健所課長） 河本 幸子（岡山市保健所課長補佐） 角町 正勝（日本歯科医師会理事）
Ａ．目的
医療側中心の医療から、地域住民中心とした医療へ
のパラダイムシフト、医療制度改革による在宅医療や
地域連携の重視、全身疾患と口腔疾患との関連性のエ
ビデンスの蓄積等により、地域保健医療における医科
と歯科の連携が重要視されるようになった。本研究で
は、糖尿病と歯周病における歯科・医科連携推進のた
めの事業を具体的に提案するとともに、がん患者の治
療や緩和ケアにおける歯科・医科連携の重要性に着目
し、その現状把握や、連携体制の構築に向けた保健所
の役割について提案することを目的とした。
Ｂ．方法
研究目的の達成のため、公衆衛生に携わる医師、歯
科医師、歯科衛生士、疫学の専門家に加え、今年度は
地域歯科医療との連携の重要性から、日本歯科医師会
理事にも研究協力を依頼した。
１．班会議での検討
班会議では、中間発表での意見、先進地視察内容、
アンケート調査結果及び、日本歯科医師会の取り組み
内容を踏まえた上で、連携強化に向けた保健所の役割
について協議した。
２．先進地視察
先進地視察先として、静岡県立静岡がんセンターを
選出した。視察は、事業協力者 2 名で行った。視察で
は、がんセンター全体の組織、運営について説明を受
けた後、歯科口腔外科の大田洋二郎歯科医師より歯
科・医科の連携体制について説明を受けた。
３．アンケート調査
がん治療における「地域連携クリティカルパス」の
運用状況や歯科との連携状況について調べるために、
全国の地域がん診療連携拠点病院 375 医療機関を対
象に郵送によるアンケート調査を行った。
Ｃ．結果
１．糖尿病患者における歯科・医科連携について
健診や保健指導現場での連携では、平成 20 年度に
提案した連携図が、滋賀県の健診業者に採用されると
ともに、地域での歯周疾患検診の普及方策として同様
の連携図が、滋賀県東近江保健所管内 1 町、滋賀県甲
賀保健所管内 1 市において採用された。
２．がん患者治療における歯科・医科連携について
(1)がん治療に伴う口腔合併症についての整理
がん化学療法、がん放射線療法、がん手術、がん終末
期において、口腔粘膜炎、味覚異常、歯肉出血、口腔

感染、ヘルペス性口内炎、カンジダ性口内炎、知覚過
敏症様の症状、口腔乾燥症、放射線う蝕、軟組織壊死、
瘢痕形成・開口障害、唾液腺機能障害、放射線顎骨壊
死、嚥下障害、顎顔面欠損、ビスフォスフォネート剤
による顎骨壊死が報告されていた。
(2)先進地視察
先進地視察は静岡県立静岡がんセンターにて行っ
た。静岡がんセンターでは、院内においては、医師、
歯科口腔外科歯科医師、歯科衛生士、看護師、言語聴
覚士、管理栄養士、薬剤師等の多職種がチームとなっ
て口腔ケアを行っていた。さらに、「退院後も食べら
れる口を維持するために」という考えから、平成 18
年度より、センターが地域歯科医師会と連携し、「歯
科医療連携医マップ」を作成していた。
(3)がん診療拠点病院に対するアンケート調査
地域がん診療連携拠点病院に対するアンケート調
査は、
375 医療機関中 227 医療機関から回答があった。
地域医療連携クリティカルパスの運用状況では、
運用されているパスの中で、口腔領域の記載があると
答えた医療機関が、胃がん６（11％）
、肺がん３（8％）
、
大腸がん６（12％）、乳がん３（6％）と低率であった
が、院内外の歯科医療機関との連携については、必ず
連携をとっている 10（4.4％）と、必要に応じてとっ
ている 172（75.8％）をあわせて 8 割以上の医療機関
が歯科との連携が取れていることがわかる反面、2 割
の医療機関で連携がとれていない課題もみてとれた。
なお、院内での歯科口腔外科は、167 医療機関
（73.6％）に設置されていた。
D．考察
糖尿病患者に対する歯周治療普及については、滋賀
県内において確実な広がりを見せており、今後の事業
展開による更なるエビデンスの積み重ねが期待でき、
そのエビデンスが全国的な事業展開への礎になると
考えている。
がん患者における歯科・医科連携については、歯科
領域についてはがんパスへの記載までには至ってい
ないのが現状であるが、がん診療担当医師の間におい
ては、歯科・医科連携の重要性は十分に認識されてお
り、今後は、院内だけでなく地域歯科医療機関を含め
た静岡がんセンターのような「前方―院内―後方連
携」を強化する必要があると考える。先進地事例をみ
ても院内歯科口腔外科が院内外の医科・連携の拠点と
なることが期待される。
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従来の疫学的手法で解明できない事例のための新たな調査手法の検討

分担事業者：曽根 啓一（倉敷市保健所長）

事業協力者：中瀨 克己（岡山市保健所長）

事業協力者：県市食品衛生監視員担当者（広島・山口・岡山・徳島・愛媛・福井・石川・富山）
学識経験者：長島 裕二（東京海洋大学），大津 忠弘 ・ 落合 裕隆（昭和大学医学部公衆衛生学講座）

Ａ．目的

Ｄ．考察

平成12年以降，瀬戸内沿岸の中四国におい

平成 21 年の全国調査結果から，食中毒事件

て，嘔吐・下痢を主症状とし，重篤な状態に

として処理されている件数の 3 倍もの有症苦

陥ることなく1～2日で軽快する食中毒様症例

情事例が発生していた。この理由は，食中毒

が散見され始めた。

として行政処分を行う際の適用条項が「食品

昨年度実施した調査から平成 14 年度以前

衛生法第 6 条第○号違反」である。そのため，

は 10 件，15 年度 24 件，16 年度 28 件，17 年

原則として固有の病因物質が特定又は推定で

度 41 件，18 年度 72 件，19 年度 96 件，20 年

きない場合は，法第 6 条の各号には該当しな

度 117 件で，全国的に発生し年を追う毎に増

いと捉え，行政処分ではなく，行政指導によ

加していることが分かった。しかし，病因物

る自粛や一般的な衛生対策等の指導しかでき

質については，原因食材が特定されていない

ないのではないか，また，行政処分をしなけ

状況から，情報の収集にとどまり病因物質の

れば再発・拡大防止対策が本当に講じられな

解明にはつながらなかった。

いのか，という考え方がある。

このような状況から，平成 21 年度も引き続

一方，病因物質が特定できなくても，疫学

き，原因不明の食中毒に関する情報収集を行

的に同一施設内で提供された食事が原因であ

い，病因物質の解明を行っていくことを目的

るならば，食中毒としての蓋然性が高いとし

とした。

て処分を行うべきで，病因物質が特定できる

Ｂ．方法

まで処分を引き伸ばした場合，食中毒による

食中毒の原因となる細菌やウイルスなどは

被害が拡大してしまう恐れがあるという考え

検出されないという前提条件で，喫食から発

方もある。このような考え方の違いから，各

症までが短時間（12 時間以内）で，症状は一

県・市において対応が異なっていると考えら

過性で嘔吐・下痢が主症状，という症例定義

れる。

を決め，平成 21 年 1 月 1 日から平成 21 年 12
月 31 日までの一年間に全国で，該当事例がど

また，発生件数は都会に多いが，地域的な
偏りは認められなかった。

の程度発生したかを調査票にて把握する。

今年度の調査でも当該事例が全国的に発生

Ｃ．結果

していることが明らかとなったが，原因食材

全国の都道府県・政令市・中核市・保健所

の絞り込みまでは至らなかった。食材の絞り

設置市・特別区の計 136 自治体のうち 99 自治

込みを行うためには，原因として疑われる食

体（回収率 72.8％）からアンケートの回答を

材の調理過程や保存状況および仕入れ時およ

得た。食中毒事件及び有症苦情事例の件数は，

び出荷時の状況など，詳細に聴取する必要が

それぞれ 57 件，171 件の計 228 件であった。

あると考えられる。

月別発生状況では 9 月～12 月の４か月間で

Ｅ．今後の計画

116 件（食中毒事件 33 件・有症苦情事例 83

今後も厚生労働省医薬食品局食品安全部食

件）となり全体の約半数（50.9％）であった。

中毒被害情報管理室と連絡を密にし，原因の
追求と予防方法の確立を図っていきたい。

－7－

市町村支援・活用を目指した保健統計の利用に関する検討事業

分担事業者 加藤昌弘（愛知県瀬戸保健所）
事業協力者 永見宏行（東京都西多摩保健所） 中川昭生（島根県益田保健所） 勝田信行（名古屋市東保健所）
中村恵子（長野県飯田保健所） 田中圭子（岐阜県東濃保健所）

木村誠子（愛知県瀬戸保健所）

アドバイザー 佐々木隆一郎（長野県飯田保健所）

事業目的：行政施策を進めるにあたっては、施策自体が根拠に基づく事業であることが強く求められており、
保健事業においてもその傾向は同様である。そこで、本班では、保健事業の根拠となる地域診断に関して、保
健統計の活用と市町村支援という点に的を絞り、２年目事業として、１年目に実施した全保健所に対するアンケ
ート調査において地域診断未実施と回答した保健所に対する追加調査、衛生研究所等に対する新たな調査、
併せて、中部 3 県の行政機関に勤務する保健師に対する地域診断に関わる意識調査を行うこととした。これら
の調査結果や全国の様々な先進事例を参考に、保健統計による地域診断が市町村支援に活用されるに足る
課題を明らかにするとともに、地域診断のための保健統計活用案を提示し、今後の保健所活動に資することを
目的とした。

事業内容：事業協力者等との打合せ会議や中間報告会での意見等を参考にし、事業目的に沿って以下の４
点の事業を実施した。①．昨年度の調査で地域診断未実施と回答した 104 の保健所に対し、未実施理由とそ
の課題の明確化を目的に追加アンケート調査を実施した。②．全国衛生研究所等協議会に加入している地方
衛生研究所等 79 施設に対し調査票を送付し、保健所支援に関する現状と今後の保健所や市町村に対する
協力・支援の可能性を探った。③．所属や勤務先の違いによる保健師の役割分担を検討することを目的に、愛
知、岐阜、長野３県の保健師長会会員に対し、地域診断における個々人の取り組み経験や考え方をアンケー
トにて調査した。④．先進地、推奨事例として、保健統計を活用し地域の健康問題に取り組んでいる事例や、
市町村支援のあり方として県型保健所の事業が市町村事業へ波及効果をもたらしている事例等を調査した。

事業結果：未実施保健所への追加調査では、63/104 より回答があり、回答のあった約 8 割の保健所は、地域
診断は重要と考えており、保健統計資料も大凡利用されていたことが判明した。衛生研究所等への調査では、
61/79 施設より回答があり、施設内に統計情報を扱う専任部所を設置しているのは 24 施設で、そのほとんどは、
県・保健所の協力・支援を行っていることが判明した。また、回答のあった 61 施設のほとんどは、今後保健所や
市町村との連携を強めていく意向があることも明らかとなった。保健師への調査では、205/317 名より回答があ
り、県と市町村等に分けた所属勤務先の違いによる地域診断に関する意識に、両者の間で大きな違いは認め
られなかった。事例調査では、先進３事例と推奨２事例を取り上げた。各々、地域診断技術の普及や診断結果
を活用した市町村支援の有り様、保健所活動を通しての市町村支援の様々な支援の有り様を示した。

まとめ：全国的には、多くの保健所で保健統計が活用され、地域診断に統計資料が利用されている状況であ
った。また、すでに多くの衛生研究所等は様々な業務面で保健所と繋がりを持って活動しており、今後、地域
診断を実施し、その結果を基に市町村支援を行う場合には、積極的に連携を図っていくことが大切と考えられ
た。また、保健師のアンケート調査結果及び先進事例報告により、地域診断に基づく市町村支援に関して担う
べき保健所所長の役割すなわちリーダーシップがより明確になった。
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保健師活動評価研究
分担事業者：大西 聡（高松市保健所長）
事業協力者：東 禮子・北澤万里子・斉藤恵子・佐藤明子・澤城豊美・鈴木稚佳子・曽根啓一・永冨しのぶ
野々田文子・西尾恵子・篠原淑子・森永裕美子
組み時期から少しずつ微減する効果を表した。一方、
Ａ．目的
保健師が自治体にどのような影響を及ぼしたのか

A 市と同等規模であるが「特段にはしていない」B 市

成果の検証が十分なされているとは言い難い。１年

では、死亡者数は微減していたが、障害期間は相

目の研究で、保健師活動の成果の指標化を試みた

当延長していた。つまり地域の健康課題等にどのよ

が、様々な要因が絡み合い立証は困難であった。２

うな手段であれ取り組む際に、保健師活動の「イン

年目の研究は、活動事例を分析し、保健師の活動

パクト＝影響や印象」を評価したとき、A 市にその「イ

成果がみえるものについて、その指標となる（「ものさ

ンパクト」が“あり”で地域の健康水準が維持できる、

し」となる）ものを見出すための評価指標の考え方及

もしくは悪化しないという「成果」が得られ、“なし”の

び構造的モデルの構築を目的とした。

B 市は逆であった。そこで、構造的モデル（図１）を

Ｂ．方法

概念図とし、健康課題に対する目標、活動目的、そ

１）保健所組織と保健師数の関連をみる

の結果として図る指標についての評価指標の考え

全中核市の保健師増減状況と保健所長の職位、

方モデルを検討した。

人事、一人当たりの保健衛生費等について広く調査

地域の健康課題、健康づくり

得られる効果、
期待される結果

検討した。
インパクト（介入）

２）保健師活動の評価要因を探り、指標化を踏まえ
た評価モデルを作成する

保健師活動（事業展開）

住民の幸せや健康水準の向上、ひいては医療費

日頃からの地区活動ベース（訪問、組織育成、健康

教育、健康相談による住民とのつながり等）
図 1 の構造的モデルを踏まえて、検討しておく

の抑制につながったと行政内外部で認められた「評

「評価指標の考え方」について、表
1 に示す。
図 1 構造的モデル

価された事業」を選び、死亡率や受診率、また医療

Ｄ．考察
評価モデルとして指標等を構造化する際には、

費等の指標について経年的に分析し、評価がみえ
るようなモデルの素案を作成した。

既存のもの（受診率、受療率等）と、新たに抽出

Ｃ．結果

しなければならないもの（保健事業の市民満足度

１）保健所組織と保健師数との関連

や行動変容等）があり、決して単なる実施回数な
どの実績値でないことを確認すべき必要があっ

関連性はみられなかった。

た。事例を検証した中で、保健師の活動という「イン

２）保健師活動の評価モデルの作成
A 市の「脳卒中総合対策事業」を取り上げ、この事

パクト」を与え、その結果として既存の評価指標に頼

業を①現状と課題②施策（保健サービス）③評価指

るだけではなく、「目指すところの結果」を示す指標

標に分類した。指標となりうる数値等を、取り組む以

を設定し、経年的にその設定指標を自らとっていくこ

前、導入直後、実施後と経年的に検証した。また、

との必要性が明確になった。

特段に「よくやっていない」Ｂ市と比較検討した。A 市

Ｅ．結論
構造的モデルを概念として、評価指標の考え方か

の脳卒中総合対策事業は、保健師が、脳卒中死亡
が死因の第２位であることについて、最重要の健康

らモデルを見出した。

課題と捉え平成１７年度から取り組み始めた。その結

Ｆ．今後の計画

果や効果となる指標を「死亡率」、「健康寿命と平均

あらゆる事例における評価指標の考え方モデ

寿命から算出した障害期間」、「循環器疾患の国保

ルのパターンを作成し、実践での活用実態からそ

診療統計数値」について経年的に見てみると、取り

の有効性について検証していきたい。
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低体重児出生関連要因分析に関する基礎的検討
分担事業者：佐々木隆一郎（長野県飯田保健所）
Ａ．事業目的
本事業班は、当初、低出生体重児の発生要因、特に地域で介入可能な要因についての研究の必要性を検討し、
地域における低出生体重児予防のための介入要因を検討する研究計画案を作成することにあった。検討を続ける
過程で、わが国における低出生体重児の発生要因についての包括的な研究がなされていないこと、及び、低出生
体重児が成育過程で遭遇する成育疾患予防のための地域ベースの研究がなされていないことが明らかになった。
そこで、本事業班では、立案する研究計画の目的を低出生体重児の発生要因を包括的に検討すること、成育疾
患の予防に関する地域での介入可能な要因について明らかにすること、
の二点に拡大し、
研究計画案を作成した。
Ｂ．事業方法
１．人口動態統計を用いた検討：日本の人口動態資料等を用い、低出生体重児の動向についての検討を行った。
２．低出生体重児および成育疾患に関連する要因についての仮説の設定：1980 年以降に発表された低出生体重
児および成育疾患に関する論文を中央医学雑誌データベースで検索し、既知の要因の検討を行った。また、
海外の関連論文についての整理を行った。これらの基礎的な作業の後、低出生体重児の発生要因検討のた
めの調査計画原案および調査票案を作成した。
３．フィージビリティーテスト：作成された調査計画案および調査方法を用いて地域で調査を行う上での課題
を明らかにするために、飯田保健所管内で行った。検討した項目は、調査への同意率、調査票のチェック、
訪問調査にかかる時間などの項目である。
C．結果
1. 人口動態統計を用いた検討：日本では、1980 年代から、男女共に低出生体重児の出生が増加していた。ま
た、日本の低出生大樹時の増加には、1500g-2500g の低出生体重児の増加の寄与が大きいことが分かった。
長野県における検討では、
1500g 未満および 2000g 未満の低出生体重児頻度と体幹機能障害の間に相関があ
ることが分かり、低出生体重児の予防介入は、障害児の抑制に関連する可能性が示唆された。
2. 低出生体重児および成育疾患に関する研究：低出生体重児および成育疾患についての日本での研究状況を
みると、胎児要因、母体要因につぃいての検討は多くみられたが、社会的要因についての検討は多くなか
った。胎児、母体及び社会的要因を包括的に検討した研究はみられなかった。成育疾患関連要因、成育疾
患については、胎児要因および医療要因以外の報告は発見できなかった。
3. フィージビリティーテストの結果：調査同意率は 72.2%で、郡部に比し市部での同意率が高かった。低出生
体重児とそれ以外の新生児間の同意率に差はみられなかった。面接方式と郵送方式の比較では、同意率は
後者で高いという結果であったが、後者では調査票に対する未回答項目が多いという結果であった。調査
項目についてみると、学歴、年収などの項目では、未回答が若干みられた。面接を終了した 17 人に対する、
平均面接時間は、約 35 分であった。
4. 研究計画案
以上の検討を行い、最終的に以下の研究計画案を作成した。
（１）低出生体重児の発生要因検討：症例対照研究
調査方法：研究地域の保健所が周産期母子センター及び市町村の協力を得て研究対象者の選定を無作為
で行う。調査は、承諾の得られた対象者に対して、訓練した調査員による訪問面接法で行う。
研究地域：原則として周産期母子センターのある全国 10 都道府県
研究対象：症例１ 1,500ｇ未満の極低体重児
1,000 例（同意の得られた全数を把握）
症例２ 1,500-2,500ｇの低出生体重児 2,000 例（調査地域内で無作為抽出）
対照
2,500g 以上の正産児
2,000 例 （症例に対して 1：1 の割合）
検証予定仮説：母体要因、胎児要因、その他:
（２）成育疾患に関連する要因の検討：コホート研究
研究方法：症例対照研究で用いた研究対象者 5,000 人を対象とした、最長 2 年間の追跡
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保健所における自殺対策の推進に関する研究
分担事業者 山中朋子（青森県弘前保健所）
事業協力者 宇田英典（鹿児島県鹿屋保健所）
，勝山和明（大津市保健所）
和田陽市（宮崎県小林保健所），反町吉秀（青森県上十三保健所）
助言者
竹島正（自殺予防総合対策センター）
（目的・方法）
「地域自殺対策緊急強化交付金」により都道府県に造成された基金の管理等に係る事業及び，基金を
活用して行われる「地域自殺対策緊急強化事業」が平成２３年度までの期限付きで実施されることにな
った。この強化事業の実施により，都道府県はもとより，市町村における自殺対策の推進･定着が期待
される。また，自殺予防総合対策センターの調査結果等からは，比較的広く実施されている広報・啓発
等に比べ，民間ボランティア等の人材養成や民間団体との連携等の実施数は少ない。さらに，自殺の実
態把握や地域づくりへの支援，物質関連障害へのアプローチ，職域保健分野との連携等についても，保
健所は積極的に関わる必要があると考えられるものの，取り組みが必ずしも進んでいない分野である。
そのため，本研究では以下の２つの主題を持って調査研究を進めた。
①「地域自殺対策緊急強化交付金」により全国の都道府県に造成された基金の利用状況を把握すると
ともに，これまでの自殺対策への実績について現状を把握した。その際，自殺対策大綱に示されている
9 つの分野について網羅的に実態を把握するのではなく，「これまでの調査等から取り組みが進んでい
ないと考えられている要因」「保健所の役割として大切と思われる項目」等について，選択肢と自由記
載項目によりアンケート調査を行った。
②アンケート調査結果や研究班員，助言者の日頃の活動や各地域での研究報告会等で得られた情報を
基に，事例を抽出し，その特徴，実施するに至った背景や促進要因等を調査し，特徴的な取り組み事例
集（＝グッド・プラクティス事例集）としてまとめ，全国の保健所が自殺対策に取り組めるように工夫
した。事例の抽出については，これまで取り組みが進んでいなかった分野や事項に取り組んでいる地域，
保健所が何らかの関与あるいは役割を果たしている地域，特徴的な地域連携が行われている地域を対象
とした。事例は，事業の目的・特徴，自治体（実施主体）の概要，事業開始のきっかけや経緯，実施状
況，実施に向けて工夫した点，事業を進めるためのコツ（促進要因），保健所の関わり・役割，今後の
課題，問い合わせ先等の様式を作成し，９つの分類項目毎に整理して事例集に掲載した。
（結果のまとめ）
①全国の地域自殺対策緊急強化基金の活用状況
◆各都道府県内の市町村で自殺対策交付基金を活用している割合は２０％以下となっている都道府県
数が約半数であり，市町村の取り組みを促進する必要がある。期限付きではあるが、市町村で基金を活
用した自殺対策への取り組みが期待される。また，市町村で対策を進めるにあたり，地域の自殺の実態
把握をし，効果的な対策を継続・定着していくためにも、保健所の市町村支援の役割は大きい。
②全国保健所の自殺対策の取り組み状況
◆平成１８年自殺対策基本法が制定されたものの，自殺対策への取り組みについて濃淡があることはこ
れまでの各種調査でも示されている。保健所を対象として実施した本調査でもこころの健康づくりや医
療機関の紹介等に比べ，民間団体との連携や早期対応等の中心的人材の養成や社会的な取り組みとして
のネットワークの構築などは少ないことが分かった。また、人口動態統計など活用した自殺の実態把握
等は多くの保健所で行われているが，「消防本部の公表資料」「消防本部から提供された救急搬送事例」
等といった自殺未遂者や企図者等に関する情報の把握は少なかった。
◆アルコール依存症，薬物依存症の住民等や思春期・青年期の精神的問題を抱える者や自傷行為を繰り
返す者への支援の重要性が示されているが，事業化，システムやネットワークの構築，NPO や当事者
グループの育成などの取り組みはまだ少なく，多くの保健所は精神保健相談や家庭訪問などの日常業務
として対応していた。
◆自殺対策は，自殺対策を標榜しながら実施していく必要がある事業のほか、自殺対策を標榜しなくて
も人々が安心して暮らせる地域づくりにつながる様々な保健福祉活動から成っており，そのためにも地
域における精神保健福祉分野で活動する保健師等職員の確保は必須である。
③グッド・プラクティス事例集（２１事例）
情報の収集解析，地域のネットワークづくり，人材の養成等は，保健所の有する重要な機能であるこ
とから，事例を今後の地域保健活動に役立ててもらいたいと考えている。
（保健所における自殺対策推進に係る提言）
精神保健福祉対策に係る保健所の位置づけの明確，自殺の実態把握に関する人口動態統計活用の簡素
化，地域における自殺対策の事例の解析と普及の３点について，提言としてまとめた。
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保健所の有する機能、健康課題に対する役割に関する研究
事業者代表者

荒田

吉彦（旭川市保健所長）

事業協力者：廣田 洋子（北海道岩見沢保健所長）
、山中 朋子（青森県弘前保健所長）、桒野 哲美（栃木県安足保健所長）
、
高橋 郁美（台東区保健所長）、横川 博（富山県新川厚生センター長）、伊地智 明浩（姫路市保健所長）、
中川 昭生（島根県益田保健所長）、砂川 博史（山口県山口環境保健所長）、宇田 英典（鹿児島県鹿屋保健所長）
アドバイザー：澁谷 いづみ（愛知県半田保健所長）
オブザーバー：勝又 浜子、木下 栄作、南 二郎、藤井 誠（厚生労働省健康局）
、吉川 隆博（厚生労働省社会・援護局）、
曽根 智史、武村 真治（国立保健医療科学院）、伊藤 弘人（国立精神・神経センター精神保健研究所）

【要旨】保健所と市町村を取り巻く健康課題や保健所に求められる機能、実際に有する機能も大きく変化し
ていることから、現在の保健所の機能を明らかにする調査を実施した。調査結果が膨大であるため、詳細
は別途報告する。
【目的】
地域保健法全面施行後 12 年が経過し、保健所と
市町村を取り巻く国民の健康課題は大きく変化した
が、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針は
平成 15 年以降見直しがされていない。このような
中で県型・市型を問わず保健所の有する機能は変化
していると思われるが、正確な実態は調査されてい
ない。そこで、現在の保健所の機能を調査し、今後
の健康課題解決に向けた保健所の役割を明らかにす
ることを目的とする。
【方法･結果】
１．研究班会議の開催
第１回研究班会議 11 月 19 日（木）東京
・保健所機能調査の目的、対象、方法
・保健所機能調査（案）の検討
・保健所等の調査の役割分担・構造
第２回研究班会議 12 月７日（月）東京
・保健所機能調査（案）の検討
第３回研究班会議 3 月 26 日（金）東京
・保健所機能調査結果の検討
・報告書作成
２．アンケート調査の実施
平成 22 年１月に都道府県、保健所、市町村（600
市町村を抽出）、地方衛生研究所を対象として、調査
を実施した。ここでは、以下保健所を対象とする調
査を中心に述べる。
（１）調査概要
・保健所の組織、職員の配置状況について調査す
る。
・地域保健法基本指針に記載された業務について
の保健所機能を調査する。
・これらの結果を分析し、今後の保健所機能強化
に向けた提言を行う。

（２）主たる調査項目
・管轄市町村数
・管内人口・高齢化率・出生数・死亡数等
・保健所職種別職員数、兼務職員の状況
・支所の機能、支所長の職位・職種
・保健センターの業務、センター長の職位・職種
・保健所の統合組織内の位置づけ
・保健所の名称・保健所長が所管する業務
・感染症・食品衛生業務の権限と責任
・本庁と保健所の関係
・保健所機能発揮のための問題点
・保健所運営協議会の設置と運営
・圏域医療連携推進会議の設置と運営
・医療計画（都道府県版・圏域版）策定への関与
・試験検査部門の集約
・市町村合併等による保健所組織の改編
・市町村保健活動支援の担当部署
・市町村地域保健関係職員への現任教育
・保健所と市町村との連携等の問題点
・組織改編等による問題点
・保健所の精神保健業務
（３）アンケート調査の回収状況
・保健所
442／510（ 86.7％）
・都道府県
47／ 47（100.0％）
・市町村
408／600（ 68.0％）
・精神保健業務
412／510（ 80.8％）
【考察･まとめ】
・調査結果が膨大であるため、その詳細等は当日報
告する。
・今年度の調査結果に従って、全国保健所長会とし
て今後の地域保健のあり方についての提言を行う。
ものとする
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保健所の有する機能、健康課題に対する役割に関する研究
目的
地域保健法全面施行後 12 年が経過し、保健所と市町村を取り巻く国民の健康課題は大きく変化したが、
「地域
保健対策の推進に関する基本的な指針は平成 15 年以降見直しがされていない。このような中で県型・市型を
問わず保健所の有する機能は変化していると思われるが、正確な実態は調査されていない。そこで、現在の保
健所の機能を調査し、今後の健康課題解決に向けた保健所の役割を明らかにすることを目的とする。

調査の概要
①保健所（地域保健）調査：全国すべての保健所に対し、組織、マンパワー、人員配置、権限、主な業務、関
係機関との関係、専門職の人材育成等に関しする「保健所機能アンケート調査」を行った
②すべての都道府県に対し、本庁での専門職種の配置、人材育成や研究予算についての調査を行った。
③無作為抽出した市町村６００カ所に対し、「地域保健に関する実態アンケート調査」を行った。
④すべての保健所に対し「保健所の精神保健業務に関する調査」を行った。

結果
回収状況
調査名

調査対象

送付件数

回収件数

回収率

５１０

４４２

８６．７％

４７

４７

１００．０％

保健所機能アンケート調査

保健所（全数）

都道府県アンケート調査

都道府県（全数）

地域保健に関する実態アンケート調査

市町村（抽出）

６００

４０８

６８．０％

保健所の精神保健業務に関する調査

保健所（全数）

５１０

４１２

８０．３％

保健所の現状
○平成２１年事業では県型保健所、市型保健所（政令指定都市、中核市・保健所政令市、特別区）に分けて
分析を行った。
①

保健所の職員
・ 医師１人体制が６６％で、特に県型では７８％が１人体制であった。歯科医師がいる保健所は１６％。
・ 保健師は１０人未満が半数で、５人未満は１０％であった。

①

保健所の組織体制

(ア）行政組織の中での位置づけ
・ 県型保健所では本庁の出先機関ではなく、地方振興局の内部組織または出先機関が 3 割強となっていた。
（都道府県調査と同じ）市型では本庁内の一部署や地方振興局・支庁の内部組織が多くなっていた。

・ 保健所の形態では、単独型は 4 割弱であり、福祉や環境との統合組織が多くなり、その組織の長が保
健所長であるのは 5 割であった。保健所の名称も様々であった。感染症業務、食品衛生業務の権限が統
合組織の長に移っているところが出てきている
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(イ) 権限委譲、組織統廃合、組織改編による問題
・ 職員の減少や集中配置により業務に支障が出ているとの回答が半数以上、管轄範囲が広域になり地域の
顔が見えないとの回答が 1/4 に上っている。
・ 統廃合や権限委譲により生じている問題としては、人材確保・資質向上、健康危機への迅速な対応、医
師研修・看護学生等の実習受け入れ、市町村と協働した保健事業の推進や市町村計画づくり支援等への
支障が多い。
(ウ) 保健所の所管区域と二次保健医療圏域の関係
・ 1 圏域 1 保健所は 4 割強、県型と市型の混在は 2 割であった。
・ 市型保健所の医療計画や地域医療連携へのかかわりが少ない。
②都道府県型の保健所業務の位置づけと市町村との関係
・ 県型保健所が主体的に実施している主な業務は精神、難病、医療連携・医療安全であり、母子保健、高
齢者保健・介護予防では支援的かかわりが多い。高齢者保健・介護予防では関与なしの保健所も 2-3
割に上っている。
・ 健康づくり・生活習慣病では、地域・職域連携と喫煙対策は主体的実施が半数以上あるものの、疾病予
防や特定検診等の実施体制整備は支援的かかわりの所が多い。
・ 調査研究事業のうち、管内健康課題の抽出に主体的にかかわっている所は 7 割近くに上っている。
・ 管内市町村との連携や役割分担での問題点の自由記載では、「市町村の求めに応じて」に関連して、解
釈の問題、人員不足、業務量の増大、役割分担による協働事業の減少、連絡会議等連携の場の減少等、
保健所と市町村の連携が図られにくい現状が多く記載されている。
・ 保健所が積極的に市町村に対して必要な指導及び支援を行う、市町村からの求めの有無にかかわらずに
専門的助言を行う、重層的な関係を保って業務を推進する、などの保健所から市町村への積極的なアプ
ローチの必要性があげられている
③市型保健所の業務で特記すべき事項
・ 約半数で医療連携推進会議の設置も会議への参加もなかった。時に政令指定都市が関与が少ない。
・ 精神や難病に関与していない保健所が 1-2 割あった。
・ 地域保健法施行以後の保健所数の減少は特別区以外少なく、「保健所数の減少や組織改編、権限委譲」
の影響は県型保健所よりは少なかった。人材の確保と資質の向上については４４％で「問題がある」と
していた。
【保健所調査まとめ】
○独立した単独の出先機関から、行政組織の中に組み込まれた組織形態が増えてきている。
○保健所の統廃合や人員削減、保健所長権限の不透明化が進んでいるが、国民の健康を守るために現実に
どのような問題を生じてきているのかを、国民にも分かりやすく整理することが必要である。
○所管区域の広域化、圏域をまたいだ保健所の所管区域、同じ圏域内の県型と市型の関係等の問題が生じ
てきている所がある。医療計画策定と推進、地域医療連携に関して、市型の保健所の関与が少ない。
○保健所機能発揮に様々な問題が生じてきているが、県型と政令指定都市、中核市・保健所政令市、特別
区で異なる問題を抱えていることが窺えた。
○県型保健所と市町村の関係では市町村支援がシステム化されていない中で「業務分担」や「権限委譲」
が一人歩きし、連携した公衆衛生活動が取りにくくなっている。
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２

都道府県の現状

① 保健所数と保健医療圏数
一つの都道府県内の保健所数は、県型が 4 カ所から 26 カ所、市型（特別区除く）が０カ所から 19 カ所とば
らつきがあり、9 県ではすべてが県型保健所である。
二次保健医療圏は 1 県で保健所数より少なく、11 都県で同数、35 道府県で保健所の数が二次保健医療圏よ
り多い。保健所調査では、回答保健所の 1/3 が１圏域１県型保健所である。
5 都道府県で、1 保健所が複数の二次保健医療圏を所管していた。
②

保健所の位置付け
本庁の出先機関が 8 割であったが、地方振興局の内部組織も 3 割弱あった。

③

保健所組織の見直し検討
・ およそ半数で保健所組織の見直しを検討中または今後検討予定としていた。内容は保健所の統合や機能
の集約が多い。
試験検査部門は 8 割で一部または主な業務を集約しており、9 都道府県では保健所では検査をほとんど行
っていない。

③ 企画部門の配置
5 割強の都道府県が全ての保健所に配置しているが、実際の機能については把握できていない。職種は事
務職と保健師の組み合わせが多い。
④ 専門職の確保、育成
・ 採用・確保計画の作成は 6 都道府県のみ、採用後の研修計画の作成は 13 都道府県のみが行っていた。
・ 地域保健関係者の研修について、研修企画会議の設置や研修担当部門の配置は 12 県。
・ 保健師を中心に市町村との間で半数の都道府県が人事交流を行っている
⑤ 保健所の調査研究機能
・ 調査研究費は 11 県が予算化（6 県は保健所に予算化）している。予算規模にはばらつきがあった。
・ 大学や研究機関との連携は半数の都道府県で行われている。大学とは事業への協力、会議等における専
門的助言、人材育成のための研修等であり、研究機関とは感染症等の疫学研究や研修である
・ 隣接県との連携は 4 割弱、内容としては感染症対策が最も多い。

【都道府県調査まとめ】
○二次保健医療圏に複数の保健所がある例が多く、特に県型と市型の保健所の混在する医療圏や管轄区域が圏
域をまたぐ保健所では、医療計画・推進の「圏域内調整」や市町村との関係整理が必要である。
○保健所組織の見直しを行っている（または今後予定している）ところが多いが、保健所の公衆衛生機能の減
退につながらないか、注目する必要がある。
○公衆衛生医師や獣医師をはじめ専門職の確保、育成が課題となっている中、専門職採用・研修について十分
な対応が出来ているとは言い難い状況である。

○保健所の調査研究機能については、その内容を整理し有効性への理解を得ることが必要である。
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３

市町村の現状（基本指針、保健所との関連のみ）

①

基本指針について
地域保健法の基本指針が十分に周知されていない。基本指針を知らない市町村が 4 割、基本指針に基づく
業務実施をしているとの回答は 4 割であった。

②

市町村業務と保健所との関係について

(ア)

市町村主体および保健所主体の業務区分

・ 市町村主体で保健所がかかわっていない業務が、母子保健の健診事業（８３％）
、特定健診・保健指導
（７４％）、高齢者保健・介護予防（介護予防事業７６％）で多い。
・ 難病、精神保健､医療の業務については､保健所主体で行われている所が多い。
・ 健康づくりの中の健康日本 21 の推進と食育は「市町村主体で保健所支援が多い」が、保健所としても
主体的に取り組んでいるところが半数程度ある。また、地域・職域連携は、保健所、市町村ともに保健
所主体で市町村補助と認識、疾病対策は双方ともに相手が主体と認識している。
・ 自殺対策、心の健康づくり・メンタルヘルス、喫煙対策等の新たな課題については、保健所、市町村の
双方ともが自らが主体で取り組んでいると回答している。
(イ)

保健所からの権限委譲と業務分担、保健所の統廃合等の問題

・ 保健所との協力・連携体制はあるが、相互に密接な連携があるところは半数に満たない。
・ 保健所への期待は高い。情報提供 90％、関係団体や他市町村との調整 89％、専門的な立場からの活動
への支援・助言 86％、健康危機管理 80％、人材育成・研修 78％と、基本指針に記載された役割のほと
んどが 8 割以上の市町村から期待されている。
・ 自由記載においては、情報提供（交流の場設定、データ分析・健康課題抽出含む）、母子や成人等の市
町村業務への支援等の期待、要望の声が多く出されている。
・ 「権限移譲、保健所数の減少・組織改編による問題」で多いのは、健康危機管理に対する迅速な対応、
人材の確保・資質の向上、看護学生など保健医療関係職種の実習の受け入れ、保健所と協働した保健事
業の推進や市町村の計画づくり支援等であり、保健所調査の結果と同様である。
【市町村調査まとめ】
・市町村主体および保健所主体の業務区分については概ね保健所調査結果と同様の傾向であり、基本指針
の第二章の保健所の運営（一）にそった（悪しき）業務分担となっていると思われる。
そのような中で、健康づくり関連では連携、協働がなされていると思われ、また基本指針には明確に
示されていない新たな課題についても、ともに主体的に取り組んでいると考えられる。
・保健所と市町村との連携についての自由記載では、以前に比べて保健所が実質的にも物理的にも遠くな
り、協働・連携ができにくく、相談・助言も得にくくなっているとの声が圧倒的である。
保健所の役割への期待は高いが実際に密接な連携があるところが半数以下であることから、期待と実
態にずれが生じていることが窺える。
・
「権限移譲、保健所数の減少・組織改編による問題」による業務への影響としては、保健所と協働し
た保健事業の推進･支援、健康危機管理への対応､人材育成を問題とする市町村が多く、保健所の組織改
編などにより市町村支援に支障をきたしていることが懸念される。
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＜保健所機能調査から見た地域保健の課題＞
○地域保健法の基本指針にむけて保健所長会では平成 21 年 3 月に次のような提言を行った。
①公衆衛生を基本に国民の視点で将来ビジョンの検討を検討すること
②市町村と連携協働した健康なまちづくりの推進
③市町村と保健所の重層的な連携協働による総合的な保健医療福祉の構築
④住民とサービス提供者の間に立ち、医療や食品の安全・安心をつくる役割
⑤健康危機管理の拠点としての機能強化
⑥公衆衛生の専門性を担う人材不足への対応

○調査の結果を見ると、地域保健法のスタート時に保健所の機能として求められていた（法第 6 条や基本
指針の第二の保健所の運営「（6）企画及び調整の機能の強化」に記されているもの）にも関わらずに、高
齢者保健のようにほとんど関与できていない業務が出てきている。他方で、医療計画の推進や医療の地域
連携に関しては主体的に実施されている。（ただし、計画策定には関与していない保健所が 2 割あり）。
○これらは、保健所の専門性（専門的機能）が精神保健や、難病対策といった対象疾病のみに帰属するか
のような誤解から縦割りの業務分担になっているためと思われる。地域保健の広域的、専門的かつ技術的
拠点として強化する必要があると記されている（一）から（六）までの保健所の機能が、市町村との協働、
重層的取組によって地域の安全・安心の確保と健康なまちづくりを推進するためであることが理解されて
いないのが現状である。

○基本指針改定に向けて、業務での振り分けではなく、地域診断や企画調整機能、めざす概念（健康なま
ちづくり）と公衆衛生の基本理念（ヘルスプロモーション）の推進を保健所の専門性として確認する必要
がある。基本指針の中に地域の健康課題解決と健康なまちづくりについて保健所と市町村の役割分担と連
携･協働の重要性を明記することが望まれる。
○保健所、市町村ともに業務担当が中心となる中で、保健師の現任教育や地域保健関係職員の研修など、
人材育成の重要性を基本指針のなかで強調することが望まれる。
○医療安全、医療の地域連携をはじめとする体制整備、母子・高齢者・精神をはじめ様々な業務における
医療との連携・総合化等への関わりなど、保健所の機能として医療への関わりが重要になってきている。
地域での保健所の役割として地域医療連携の調整役になること、保健・医療・福祉の横断的地域ケアを推
進することが求められる。

○県型保健所から市町村への権限移譲、保健所数の減少・組織改編による問題が市町村の保健事業に様々
の影響を及ぼしていることは深慮すべき問題である。また、保健所の統廃合や組織改編が進む中で、保健
所の公衆衛生機能そのものを守っていくことが必要であろう。
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平成２１年度障害者福祉推進事業

精神障害者の地域移行
推進のための保健所の
役割に関する研究
２０１０．１０．２６
全国保健所長会総会研究事業報告
兵庫県洲本保健所 柳 尚夫

研究班員
【主任研究者】 澁谷いづみ（全国保健所長会会長・愛知県半田保健所所長）
【研究班員】
廣田 洋子 （北海道岩見沢保健所 所長）
野村 暢郎 （岩手県奥州保健所）
嶋村 清志
（滋賀県甲賀保健所）
和田 行雄 （京都府山城北保健所所長）
◎柳 尚夫
（兵庫県洲本保健所 所長）
河野 秀明
（愛媛県四国中央保健所）
岸本 益実
（広島県北部保健所 所長）
宇田 英典
（鹿児島県鹿屋保健所 兼 志布志保健所 所長）
大塚 淳子
（（社）日本精神保健福祉士協会 常務理事）
平光 八郎
(長崎県福祉保健部障害福祉課地域支援体制整備コーディネーター)
岩上 洋一
(埼葛北障がい者支援センターふれんだむ 管理者)
後藤 盛聡
(埼玉県所沢保健所主任
(埼
県所沢保健所 任 精神保健福祉相談員)
井形るり子
(熊本市健康福祉局健康福祉部障がい保健福祉課 医療主幹)
【厚生労働省】
林 修一郎
（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長補佐）
武田 牧子
（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課専門官）
吉川 隆博
（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課専門官）
田村 綾子
（（社）日本精神保健福祉士協会常任理事）
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病床数（諸外国との比較）世界は脱施設化
4.5

日本/人口万対病床数 全国:27.7 北海道:35.4 十勝:15.1
平均在院日数 全国:328日 北海道:315日 十勝:143日
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精神障害者地域移行の流れ
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大阪大和川病院事件
大阪府精神保健福祉審議会で
「社会的入院」は「人権侵害」
大阪府退院促進事業開始
国・モデル事業化
国・退院促進支援事業
地域移行支援特別対策事業
地域移行・地域定着支援事業
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「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」概要
～「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」報告書 （座長：樋口輝彦 国立精神・神経センター）～

「精神保健医療福祉の改革ビジョン」（平成１６年９月から概ね１０年間）の中間点において、
後期５か年の重点施策群の策定に向け、有識者による検討をとりまとめ 【平成２１年９月】
◎ 精神疾患による、生活の質の低下や社会経
済的損失は甚大。
◎ 精神障害者の地域生活を支える医療・福祉等
の支援体制が不十分。
◎ 依然として多くの統合失調症による長期入院
患者が存在。これは、入院医療中心の施策の
結果であることを、行政を含め関係者が反省。

精神医療の質の向上
目標値

z地域医療の拡充、入院医療の
急性期への重点化など医療体制
の再編・拡充

z薬物療法、心理社会的療法な
ど、個々の患者に提供される医
療の質の向上

z統合失調症入
院患者数を15万
人に減少<H26>
z入院患者の退
院率等に関する
目標を継続し、
精神病床約7万
床の減少を促進。

z人員の充実等による医療の質の向上

z地域生活を支える障害福祉
サービス、ケアマネジメント、救
急・在宅医療等の充実、住まい
の場の確保

地域生活支援体制の強化

事業の概要

z患者が早期に支援を受けられ、
精神障害者が地域の住民として
暮らしていけるような、精神障害
に関する正しい理解の推進

z施策推進へ
の精神障害者・
家族の参画

普及啓発の重点的実施

地域を拠点と する共生社会の実現

精神保健医療体系の再構築

● 「改革ビジョン」 の「入院医療中心から地域生活中心へ」
という基本理念の推進
● 精神疾患にかかった場合でも
・質の高い医療
・症状・希望等に応じた、適切な医療・福祉サービス
症状 希望等に応じた、適切な医療 福祉サ
を受け、地域で安心して自立した生活を継続できる社会
● 精神保健医療福祉の改革を更に加速

精神障害者地域移行支援特別対策事業（17億円）

受入条件が整えば退院可能な精神障害者の退院支援や地域生活支援を行う地域移行推進員を配置するとともに、地域生活に必要な
体制整備を促進する地域体制整備コーディネーターを配置することにより、精神障害者の地域生活への移行を着実に推進する。

精神科病院・
関連施設内

地域体制整備コーディネーター

連

精神科病院

病院・施設から退院・
地域移行する個人への支援

地域生活
精神障害者の地域生活
に必要な事業（例示）
日中活動の場
・自立訓練（生活訓練）
・就労移行支援・就労継続支援
・地域活動支援センター等

携

住まいの場
・グループホーム・ケアホーム
等

福祉施設
福祉ホームＢ型
地域移行型ホーム
等

連携

地域移行推進員
（自立支援員）
・精神科病院等における利用対象者に対する退
院への啓発活動
・退院に向けた個別の支援計画の作成
・院外活動に係る同行支援 等
※ 必要に応じピアサポートなどを活用

地域自立支援協議会
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連携

・相談支援事業
・居住サポート事業
・ピアサポート
ピアサポ ト 等

・訪問看護
その他活用可能な社会資源

（
主として市町村が整備することを想定）

退院促進・地域定着に必要な体制整備の総合調整
働きかけ
働きかけ ・病院・施設への働きかけ
・必要な事業・資源の点検・開発に関する助言、指導
・複数圏域にまたがる課題の解決に関する助言
複数圏域にまたがる課題の解決に関する助言 等

研究の成果（１）
究 成
マニュアルの作成

マニュアルの活用について
１．作成の目的
２．内容について
３．活用方法
４．今後の課題
Ⅰ 本事業の概要
Ⅰ．本事業の概要
１．事業の経過
２．背景
３．地域移行支援特別対策事業
の目指すもの（20、21年度）
４．地域定着に向けた事業の展
開（2010年度から）
Ⅱ．都道府県の役割
１ 都道府県による実態把握
１．都道府県による実態把握
２．方向性の明確化と事業評価
３．各機関の役割の明確化
４．課題を施策に反映させるシス
テム作り
５．事業の周知徹底

Ⅲ．保健所の役割と地域体制整備コーディ
ネーターとの協働のあり方
１．地域移行支援特別対策事業（以下本事
業）におけるコーディネーターと保健所の
役
２．コーディネーターと保健所の具体的な活
動
３．保健所が本来の精神保健業務として果
たすべき役割
４．市型保健所が本事業を行う利点
Ⅳ．地域体制整備コーディネーターの役割
１．コーディネーターの実施体制
２．コーディネーターの役割
３．基本的認識の合意
４．地域移行推進員への支援
地域移行推進員 の支援
５．阻害要因を見直す
６．ピア・サポーターへの期待
７．地域自立支援協議会の活用
（社会資源開発のための手立て）
８．関係機関の役割
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限界
①本事業で退院できる患者の数が少ない
②協力しない病院があり 理解が広がらない
②協力しない病院があり、理解が広がらない
③市町村（特に生活保護担当）の協力が不十分
④地域社会資源の生活支援能力を高めることができ
ていない
⑤生活支援センターの相談が、入院患者には及ばな
い
⑥患者や家族に抵抗感がある

事業の目指すものの転換の必要性
当事業で何人
→ 事業を通じて変化を起こして
退院させるのか
退院できる体制づくりを行う
①病院の変化（地域資源のことを知るようになる）
職員の意識変化（退院するのが当たり前）
病院完結型支援 → 地域支援
②地域の変化
病院を地域資源の一部と考える
長期入院患者も地域住民
③当事者の変化
娑婆の生活はやはり病院よりいいという常識
④保健所の変化
入院支援 → 退院支援と地域定着
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保健所の役割
１）病院の現状分析と改善支援
２）入院患者や家族への働きかけ
入院中の患者家族教室の設定
３）病院・病院職員への働きかけ
４）病院と地域資源との橋渡し
５）地域資源間の調整
６）市町村への支援
①自立支援協議会の活用
②生活保護と障害福祉担当部局への働きかけ

１）精神科病院実地指導の活用
①病棟毎の機能の評価（急性期病棟、療養病棟、認
知症治療病棟等）
②開放化の状況と患者の社会参加 の制限
②開放化の状況と患者の社会参加への制限
③退院促進の病院の体制
病院の質を高める実地指導を行う
病院の退院促進の成果の評価：組織とデータ

２）精神医療審査会資料の活用
①患者からの処遇に関する不服申請のチェック
②実地診察を通じての処遇変更への働きかけ
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３）病院報告、６３０調査の活用
それぞれの病院のデータを評価する
①平均在院 数（入退院数から得られる数字）
①平均在院日数（入退院数から得られる数字）
②５年以上入院患者割合
③一年残存率
④入院患者の疾患別、入院期間別数の現状
⑤全国のデータとの比較
実地指導や地域移行にデータを生かす
病院内の長期任意入院患者の存在
→事業対象者

マニュアルのまとめ
１）共同作業
退院促進 ＋ 地域移行 × コーディネート力
（病院の努力） （地域資源） （保健所の役割）
２）意識改革
①長期入院は人権侵害
②地域での当たり前の生活を取り戻す
③症状があっても地域生活はできる
④医療は治療を行うのが本来の役割
⑤地域資源の活用や開発はみんなの力
（他障害や介護保険のサービスも活用しよう）
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研究の成果（２）
研修会の実施

研修参加状況（１２８保健所より参加）
開
催
会
場

東京
近畿
九州
合計
(人）

参
加
者
数

保
健
所
(県)

保
健
所
(市)

精
神セ
保ン
健タ
福｜
祉
(県）

精
神セ
保ン
健タ
福｜
祉
(市）

本

本

庁

庁

(県)

(市）

89
83
49

51
55
33

15
10
4

14
10
3

2
4
2

5
2
6

2
2
1

221

139

29

27

8

13

5

－25－

8

研究の成果（３）
究 成
保健所調査

調査概要
１．調査の目的
移行支援について、現状や課題・先駆的事例等の把握を行う
２．調査の方法
時期：時期：平成２１年１０月２６日～１１月１７日
対象：①全国都道府県 指定都市担当部局、②全国保健所
対象：①全国都道府県・指定都市担当部局、②全国保健所
方法：郵送で配布・回収。
３．調査内容
１）都道府県・指定都市
精神科病院の実態（精神科病院数、精神科病床数）
精神保健福祉資料（630調査）の実施体制と保健所のかかわり
平成２０年度以降の精神障害者地域移行支援特別事業
平成２１年度の実施状況
地域移行を進めるための保健所の役割
２）保健所
保健所の状況（職員総数、保健師数、精神保健福祉担当の職員数）
管内の状況（精神科病院数、精神科病床数、精神科診療所数など）
精神科病院実地指導での現状
平成２０年度以降の精神障害者地域移行支援特別事業
平成２１年度の実施状況
地域移行支援事業における保健所の役割
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まとめ







地域移行推進事業における保健所の役割を整理し、
マニュアル作成ができた
マニュアルを全国保健所の担当者に配布すること
ができた（各保健所最低５部）
研修を全国の３会場でマニュアルに基き実施し、
１／４の保健所から221人の参加者を得た
調査では、保健所の本事業の実施が、20年度は
51 4%であったのが 21年度には 予定も含めると
51.4%であったのが、21年度には、予定も含めると
73.8%と増加していることがわかった。
研究を通じて、本事業における保健所の役割を厚
生労働省担当部局に理解を得ることができた。

２２年度の展開






全国保健所長のほとんどのブロック検討会で、（６／
７）本事業をテ マに取り上げる
７）本事業をテーマに取り上げる
継続的位置づけの研究である22年度障害者総合
福祉推進事業「未治療•受診中断等の精神疾患患
者へのアウトリーチ（訪問）支援モデルの開発と普
及」への協力
上記研究における保健所調査の協力
国の23年度概算要求のアウトリーチ支援事業の全
国実施への準備

－27－

精神保健・医療等の連携による地域定着支援体制の強化
地域定着支援強化の概要及び対象者
地域生活移行後の受療中断等により再発した精神障害者や未受診者等で、直ちに入院治療を要する状態ではな
いものの、自ら医療等の支援を受けることが難しい者に対して、入院を要する状態に至らないように保健・医療等が
地域にて積極的な支援を行う体制を確保し、治療導入及び生活上の包括的な支援を一定期間において実施する。
新たな体制

既存の体制

保健所等の行政機関による
相談支援（訪問指導等）

＋

地域定着支援事業（H22新規）実地主体：都道府県、指定都市

補助率：1/2

精神障害者等の危機介入包括支援体制
体制の構築

● 医師、保健師（看護師）、精神保健福祉士等の多職種チームを配置し、訪問による包括的な支援（関係
づくり、治療の開始、相談支援等）を行いつつ、外来・在宅医療の能動的な利用に結びつくよう援助を行う。
－ 多職種チームによる支援体制の例 －

行政機関単独体制

① 家族等からの相談（市町村等からの紹介を含む）
○ 保健所
○ 精神保健福祉センター等
精神保健福祉センタ 等

多職種
チーム

② 危機介入・回復支援（包括的支援） → ③外来・在宅医療等へ繋ぐ

○ 受療中断
○ 未受診 等
居宅

委託・連携体制
① 家族等からの相談（市町村等からの紹介を含む）
② 危機介入・回復支援（初回・初期の同行訪問）
○ 保健所
○ 精神保健福祉センター等
連携

② 危機介入・回復支援（包括的支援） → ③外来・在宅医療等へ繋ぐ
多職種チーム

※都道府県等が委託 → 〔委託〕訪問看護ステーション（ACTを含む） 〔委託〕精神科医療機関
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○ 受療中断
○ 未受診 等
居宅

第６７回全国保健所長会総会会員協議
テーマ「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の見直しについて」
地域保健対策検討会での議論について
国立保健医療科学院

公衆衛生政策部長
曽根 智史

平成 17 年 1 月から 4 月に開催された地域保健対策検討会では、主として健康危機管
理体制のあり方と地域保健計画のあり方について討議され、同 5 月に中間報告が発表
された。その中で、保健所を中心とした地域における健康危機管理体制の構築につい
ては、①初動は専門技術職員を備えた保健所で、②新たに対応すべき分野を設定し 12
分野に、③地方衛生研究所は技術的・専門的支援拠点との位置づけ、が提言された。
また、
「今後の地域保健計画」については、内容として、①健康危機管理計画、生活習
慣病対策その他の地域保健対策、②健康課題の優先度に応じた資源配分、③基盤整備
（人材、保健所設備、調査研究等）が記載されるべきで、法律上の位置付けも明確化
された計画として策定することが必要であるとされた。
地域保健法第 4 条の「地域保健対策の推進に関する基本指針」は、①地域保健対策
の推進の基本的な方向、②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、③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、④地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項、
⑤社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項、⑥その他地域保健対策の推進
に関する重要事項を網羅的に示しているが、平成 15 年の大幅改正以来、大きな改正は
行われていない。
厚生労働省健康局は、市町村合併の進展や健康危機管理事案の発生など、近年の地
域保健を取り巻く状況の変化に対応し、地域住民の健康の保持及び増進並びに地域住
民が安心して暮らせる地域保健の確保を図る検討を行うために、基本指針の改定も視
野に入れて、平成 22 年 7 月から地域保健対策検討会（座長：林謙治国立保健医療科学
院長）を再開した。
検討事項としては、①地域における健康危機管理の体制（地方衛生研究所の機能強
化含む）について、②市町村と保健所の連携について、③地域における医療計画との
関わりについて、④地域保健対策にかかる人材確保・育成について（人材確保につい
ては特に医師）があげられ、現在までに 2 回の検討会が開催された。
当日は、現在までの議論の概略を報告するとともに、今後の方向性について考えを
述べ、さらに会員の皆様のご意見をうかがいたい。
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曽根智史
1986 年
1986 年
1995 年
1997 年
2002 年
2004 年
2004 年

略歴
産業医科大学医学部卒業
産業医科大学医学部公衆衛生学助手
同 講師
国立公衆衛生院公衆衛生行政学部健康教育室長
国立保健医療科学院公衆衛生政策部地域保健システム室長
同 研修企画部長
同 公衆衛生政策部長（現職）
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健康なまちづくりにおける保健所の役割と機能に関する研究班の立場から
島根県益田保健所 中川昭生
健康概念の拡大
ＷＨＯ執行理事会は、1998 年に「健康とは、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状
態であり、単に病気あるいは虚弱でないことではない」という健康の定義に、スピリチ
ュアルとダイナミックという語句を加える改正案を採択した。翌年の総会では審議未了
となったが、この提案は「「健康」の確保において生きている意味・生きがいなどの追求
が重要との立場から」（厚労省見解）なされたものである。
厚労省の国民健康会議は、新しい時代の健康のとらえ方として、健康を生理的な面のみ
ではなく生活全般の観点からとらえていくことと、日常生活を前向きの姿勢で送ること
が出来るならば「一病息災」も健康という考え方を提案している。
また、人生８５年ビジョン懇談会報告書では、
「尊厳ある生を自分らしく全うできる社会、
すなわち遊び心を持って学び、働き、成長しながら、心豊かにそして悔いのない時を過
ごし、他者の役に立つ充実した人生を全うする人が増え、そうした人々が互いを尊重し
つつ支え合う、懐の深い社会づくりが進むことを切に願う」と述べている。
これからの健康づくりは、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広い概念で推進する必要がある。
社会環境要因に迫る取組の必要性
オタワ憲章では、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。
また近年のＷＨＯ国際会議では、格差の増大をはじめ健康の社会的決定要因制御の重要
性が論議されており、健康政策にとどまらず全ての政策に健康の視点を加えることが求
められている。
我が国においても、自殺増加の背景に不況、倒産、失業、生活困窮、差別･偏見、孤立、
過重労働、セーフティ・ネットの不足など様々な社会環境要因の存在が指摘され、内閣
府に自殺総合対策会議を設置して多分野に渡る取組が指向されている。
自殺、虐待、孤独死、いじめ等々の様々な健康問題にとって、国家政策のみならず地域
においても、格差の拡大及び関係性の喪失への対応は重要な課題である。自治体政策と
地域コミュニティ活動の両面から、①多分野にわたる健康を支援する環境づくり、②地
域組織による施策要求を含めた住民自治の動き、③ソーシャルキャピタルや社会的支援
活動の展開等が求められる。
地方自治体における取組
西欧を中心に Healthy Cities project が展開されている。「健康都市とは、健康を支える
物的および社会的環境をつくり、向上させ、そこに住む人々が、相互に支え合いながら
生活機能を最大限に生かすことのできるように、地域の資源を常に発達させる都市であ
る。」と定義されている。
我が国においても、健康都市連合日本支部の活動を始め、健康を政策の柱に据える地方
自治体が出てきている。地域主権が提唱されている今日、自治体による地域の特性に応
じた健康をコンセプトとしたまちづくりの推進は時代の要請ではなかろうか。
地域コミュニティと住民自治の重要性
近年、地域コミュニティ機能が見直されている。総務省のコミュニティ研究会の中間と
りまとめ（2008 年）では、セーフティ・ネットの強化、地域福祉の基盤、見守り・子育
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て支援における地域コミュニティの役割を指摘し、団体自治ばかりではなく住民自治を
重視し、地域力を再生していくことが必要としている。
健康づくりにおいても、地域コミュニティのふれ合いや支え合いを大切に、自分たちの
まちは自分たちで作りあげる気概と能力に満ちた「健康なまちづくり」が各地ですすめ
られている。
健康日本 21 は生活習慣病予防に収束してしまい、健康づくり＝疾病予防と受け取られ
る傾向が生じてはいるものの、運動、食事、禁煙などに取り組みやすい環境づくり、ま
ちづくりとしてすすめられている地域も少なくない。
健やか親子２１では、
「安心して子どもを産み、ゆとりを持って健やかに育てるための家
庭や地域の環境づくり」をめざして、行政等による支援対策のみではなく、住民による
絵本・自然・農漁業等に親しむ機会の創出、託児などの支えあい、子育てサークル、見
守り･声掛けなどの子育て支援がすすめられている。
高齢者、障害者、難病等に対しては、例えば認知症になっても住み慣れた地域で暮らせ
るまちづくりをめざして、保健・医療・福祉・介護の支援体制とともに、病気への正し
い理解、見守りネットワーク、介護者への支援、手作りサロン、施設と地域の交流、予
防活動の展開などが地域ぐるみで取組まれている。
これからの地域保健は、地域コミュニティと住民自治を重視した健康なまちづくりとし
ての展開が求められている。
健康なまちづくりを地域保健の柱に
地域保健法第 2 条「地域における公衆衛生の向上及び増進を図る」を基本とし、地域保
健と学校･職域保健、それらを包括する公衆衛生の概念を整理する必要がある。
新たな健康概念や期待される地域コミュニティの機能を踏まえ、ヘルスプロモーション
を基本理念とする健康なまちづくりを、国・都道府県・市町村地域保健対策の柱とする。
健康なまちづくりは、団体自治と住民自治の両面からの取組が必要。
健康なまちづくり推進の基本方向は、①住民参画の健康づくりと地区組織活動、②地域
の特性を生かした科学的根拠に基づく多分野にわたる健康政策の企画実施、③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の構築、④健康を守り育
てる生活環境づくりとリスクコミュニケーション、⑤健康危機管理体制の強化と考える。
健康なまちづくりにおける保健所の役割
保健所の主な役割は、企画調整機能を積極的に発揮し、地域の特性をふまえた健康なま
ちづくりの取組を進めることと考える。
ア、 地域診断の実施と、住民参画のＰ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクルに基づく活動展開の定着。
イ、 健康なまちづくりのスーパーバイズ及び首長、関係者への「唱道」と調整。
ウ、 地域における保健･医療･福祉の総合システムの構築。
エ、 人材育成及び情報提供をはじめとする基本指針に示されている機能の発揮
保健所事業と健康なまちづくり
保健所が担っている精神、難病、感染症や食品衛生、薬物、環境衛生等の業務を健康な
まちづくり運動の中に位置づけることにより、地域コミュニティにおける自主的な学習
や住民の理解と参加･協力による地域主体の創意工夫した支援活動や効果的な監視活動
等の展開が期待される。
健康なまちづくりは保健所業務の推進にとっても有効な取組であり、この点からも健康
なまちづくりは市町村のみならず保健所の役割でもあるといえる。
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地域保健対策の推進に関する
基本的な指針の見直しについて
「健康なまちづくりにおける保健所
の役割と機能に関する研究班」
の立場から
分担事業者
中川昭生
（島根県益田保健所）

健康とは、身体的･精神的･スピリチュアル
･社会的に完全に良好なダイナミック状態
であり、単に病気あるいは虚弱でないこと
ではない（ＷＨＯ執行理事会）
• 病気はなくても、生きる意欲や喜びがな

い状態は健康とは言えない
• 障害があっても、積極的社会参加があり
希望、意欲に充ちた状態は健康的
－33－

今日的な健康関連要因の関係
主体要因

病原体
ストレッサー
生活習慣

心理･感情
生きる意味、生き方
生体の内部環境
免疫、神経、内分泌､代謝

生育歴

環境要因

主体の特性
性、年齢、人種、
遺伝素因、性格

健康状態

病因

地域社会
人と人の関係性､収入、
家庭・生活環境、労働環境

自然環境､地球環境
生態系

社会環境
政治、経済、教育･文化･歴史、
治安、平和、公正、社会正義

図：社会的要因に迫る地域保健活動
地方自治体の健康なまちづくり政策

過重労働
不規則生活

格差の拡大

生活困窮

精神疾患、
自殺、殺人、
犯罪、いじめ、

ゆとりの減少

虐待、不登校、

利己主義

引きこもり、

人間疎外
孤立、絶望
偏見･差別

関係性の喪失

ストレス増大

健康支援環境づくり
多分野連携
地区組織活動、住民
自治を推進する力

生活習慣病、
要介護
等々の増加

ソ ー シ ャル キ ャピ タ
ル，社会的支援

等々
コミュニティ・アプローチ
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健康なまちのイメージ
健康で生きがいのあるまち
産業、生産、建

保健、医療、

築、交通など

福祉、環境など

教育、文化

健康で生きがいのあるまち
（保健、医療、福祉、環境）
健康的な環境
豊かな自然

健やかな生活

病気・障害でも
安心な生活

安心・安全
きれいな
な衛生環境 健康増進、十分な医療
環境
疾病予防
充分な福祉

地域コミュニティーを基盤とした健康なまちづくりのイメージ
・保健所と市町村の協働
・住民･行政･団体･事業者等の三位一体活動
・様々な分野との連携
健やか生活習慣
生涯現
子を
な
役
運動
か
健康長
健や 育てる
寿
産み
平和
バリアフリー
社会保障 ノーマライゼーション
豊か
実
な自
社会正義
教育
の充
療
環境 然と
医
保全
安全で健康的な 公正 地域
衛生環境
施設・団体・
事業者

住民・地区組織
地域コミュニティ
（校区、公民館等）
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行

政

子の心の発達と育児不安軽減
情報提供、相談・訪問、虐待防止、心のケ
ア、食育、親子の愛着促進 子育て支援・
社会化促進、地域の理解・協力

思春期保健強化と健康教育
性感染症防止、望まぬ妊娠防止、
性への正しい理解、心の支援、
非行防止、不登校・引きこもり支
援、人間関係の構築

妊娠・出産の安全と快適さ
妊婦の健康管理､相談・支援体
制充実、心のケア周産期医療
体制確保、不妊支援、職場環境
づくり､ハイリスク予防・管理

妊
婦
健
診

家
庭
訪
問

健
康
教
育
・
相
談

周
産
期
医
療
体
制

小児保健医療水準維持向上

乳幼児健康管理・相談・指導体制充実、
未熟児・長期慢性疾患等支援、小児救
急医療体制、小児事故予防、発達障 小
児
害児早期発見・支援
生
活
習
慣
改
善

食
育

学
習
障
害
支
援

不
妊
支
援

小
児
医
療
充
実

乳
幼
児
健
診

未
熟
児
支
援

慢
性
疾
患

分担・連携・協働

事業所

住

民

心
の
健
康
対
策

性
感
染
症
予
防

喫
煙・
飲
酒
防
止

薬
物
乱
用
防
止

保健所

市町村

各種団体

児
童
虐
待
予
防

医療機関
営業施設

親の会

専門家団体

地区組織
保育所･学校

各種施設

関係機関

益田圏域認知症高齢者に
関するネットワーク会議

市 町
地域の各種団体等
・地区振興センター長会
・市町健康づくり組織
・市町公民館長会
・市町民生児童委員協
・市町社協
・地区サロンや小地域ネット
ワーク会議の連絡会
・連合自治会、連合婦人会、
老人会連合会

地域包括支援セン
ター

医療機関

福祉施設
（グループホーム、
デイケア等）

保健所

介護者の会

その他関係機関

キャラバンメイト
認知症家族の会

地区のリーダ
呆けてもともに暮らせる地域づくり（公民館単位等）
・地区振興センター長
高齢者
子供
・地区健康づくり組織役員
子育て中の親
独居高齢者
・公民館長、自治会長
認知症
・サロン世話役、地区社協、
駐在警官
高齢者
商店の人
・小地域ネットワーク員
日中働いている人
認知症介護家族
・婦人会、老人会等役員
郵便配達員
・議員等
地区ぐるみの健康づくり活動
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脳卒中対策における保健・医療・福祉の総合化
（柳：2010を改編）
予防期

救急

市町村

健康増進計画
健康づくり

生活習慣病予防

急性期

搬
送

介護保険事業計画

一
次
救
急

退院
調整

病院群輪番

発症予防

県（
保健所）

保健・医療連携
地域・職域連携

救
急
医
療
体
制

生活期

維持期

回復期

在宅療養医
体制づくり

＜医学の質と役割分担＞

介護予防

介護保険
マネジメント
（地域包括）

技術的支援

地域連携クリティカルパス
地域リハビリテーションシステム化(切れ目のないリハビリ提供）

健康増進計画

介護保健事業支援計画

医 療 計 画

退院

（柳：2010）

入院

発症

精神保健福祉の総合化

自立支援協議会
障 害 者 計 画

生 活 相 談

勧

医 療 相 談

措置
鑑定

入院中
支援

奨

移送

生活支援
住む 場の確保
通う
障害者手帳
集う

コー デ ィ ネ ー タ ー

生活保護
例面接

診

促
進

受

県（
保健所）

地
域
理
解

退 院 支 援 計 画 づ く り ・実 行

市町村

地域移行支
援

精神科救急

精 神 科 病 院 実 地 指 導
６ ３ ０ 調 査

医 療 審 査 会
医 療 計 画
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生活保護

地域グループ
ワーク
就労支援

医療継続支援

地域定着支援

近接（特定利用） ← サービス提供機関 → 広域（不特定利用）
・病院、診療所、歯科診療所、薬局
・飲食店、理容・美容所、ホテル旅館
・動物取扱業
・介護保険施設、事業所
・高校、専門学校、大学等
・警察、児童相談所

・地域密着型の介護保険事業所
・地域包括支援センター
・保育所・小中学校・子育て支援ｾﾝﾀｰ
・社会福祉協議会
・消防署
・一廃ゴミ処理施設、水道施設

環境

・地区組織
・サークル
・ボランティア

・ＮＰＯ
・広域的な住
民組織、患者
団体

環境

母子、老人、精神、難病、結核感染症等

保健所

市町村

（田上：2010）

連携協働

② 健 康 づ く り
（健 康 日 本 ２ １ ）

③ 総 合 的 な保 健 医 療 福 祉
シ
ス
テ
ム

④ リ ス ク コミ ュニケ ー シ ョ
ン （医 療 、 食 品 等 ）

⑤ 健 康 危 機 管 理

基本指針見直しに関する
提言の構成

①健康なまちづくり

⑥
人材確保・育成
住民、施設・団体・事業者、行政の三位一体
保健所と市町村の協働、重層的取組､多分野連携
地区
市町村
圏域
都道府県
国

－38－

研究班での保健所の機能に関する意見
• 保健所の役割を専門的・技術的業務に押し込めず、
公衆衛生の専門機関としての機能を発揮し、市町村
と連携・協働して地域保健対策を推進することを確
認すべき（求めに応じてではなく）
• 保健所の有すべき機能を再整理することが必要（提
言を参考に）。とりわけ、全ての業務における企画調
整機能の重要性を確認する
• 保健･医療･福祉の総合化における保健所の役割は
重要
• 保健所として、地域の健康水準の維持（評価）機能
や地域診断機能は重要

健康なまちづくりにおける保健所の
役割（検討中）
• 地域診断の実施と、住民参画のＰ－Ｄ－Ｃ－Ａサイク
ルに基づく活動展開の定着。
• 健康なまちづくりのスーパーバイズ及び首長、関係者
への「唱道」と調整。
• 地域における保健･医療･福祉の総合システムの構築。
• 健康を守り育てる生活環境づくりとリスクコミュニケー
ション
• 人材育成
• 情報、調査・研究、健康危機管理の拠点等、基本指
針に示されている機能の発揮
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中川昭生

福岡県出身

職歴
1978 年 3 月：鳥取大学医学部卒業
1978 年 4 月：島根医科大学第２環境保健医学教室助手
1988 年 4 月：島根県浜田保健所保健予防課長
1992 年 4 月：島根県益田保健所長
1996 年 4 月：島根県浜田保健所長（兼；浜田健康福祉センター保健環境部長）
1998 年 4 月：島根県木次健康福祉センター所長（兼；雲南保健所長）
2000 年 4 月：島根県健康福祉部健康推進課長
2005 年 4 月：島根県益田保健所長
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地域保健対策の推進に関する基本的な指針の見直しについて

～県型保健所の立場から～
平成 22 年 10 月 26 日
東京都南多摩保健所 赤穂

保

(1)「東京ブロックにおける保健所」の経緯・特徴
○都内には、東京都(7 所)、特別区(23 所)、政令市(1 所)の三種類の保健所がある。
○公衆衛生医・歯科医の人事管理は、都で一括し、一定のル－ルで都・区・政令市
間を異動する。(PPT－2)
(2)「東京都の保健所」
①都保健所の 4 つの分野と 7 つの役割 (PPT－3)
(平成 15 年 7 月 多摩地域保健サ－ビス検討会「最終報告」)
②「都保健所機能」検討の 3 つの視点 (PPT－4)
(平成 18 年 3 月 都保健政策部と都保健所による部内検討会報告)
③新たな保健・福祉の連携推進機能のイメ－ジ (PPT－6)
(同 上 部内検討会報告)
④南多摩保健医療圏における都と市、都保健所と政令市保健所の基本的な関係
(PPT－7)
(3)地域保健法(基本指針の各事項)における検討事項 (PPT－8)
①第一 地域保健対策の推進の基本的な方向
七 地域における健康危機管理体制の確保について、保健所が中心となって関
わる「健康危機」とは何かを確認した上で、各項における健康危機管理関係の内
容を記述すべきである。(「健康危機管理」の解釈については別途 PPT－10 参照)
②第二 保健所及び市町村保健センタ－の整備及び運営に関する基本的事項
一 保健所 2 保健所の運営について
(1) 専門的かつ技術的業務の推進については、「専門的かつ技術的業務」の
適切な規定を行う。(精神保健、難病対策、エイズ対策等の専門的・・・)
(4) 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においては、
「市町
村の求めに応じて、・・・」というスタンスの見直し・整理を行う。
(6) ア都道府県の各種計画への関与については、直接、間接(代表)の形態がある。
二 市町村保健センタ2 市町村保健センタ－の運営について
(五)の、「政令市(本庁の意味か？)は、保健所と市町村保健センタ－等との密接
な連携を図り、効率的かつ効果的な保健サ－ビスの提供を可能にする体制を整
備すること。」とされているが、政令市(又は特別区)における保健センタ－は、
一般の「市町村保健センタ－」と同じものとみなすことができるのか。政令市
(又は特別区)に対して、市町村保健センタ－という記述は不適切ではないか。
③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 (PPT－9)
二 人材の資質の向上 3「都道府県は、市町村の求めに応じ、・・・」、4「都道
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府県は、保健所において、市町村等の求めに応じ、・・・」及び、三 人材確保
支援計画の策定 1 人材確保支援計画の策定についての基本的考え方 (一)
「・・・町村の申出に基づき・・・」となっているが、保健所と市町村は役割分
担・連携しながら競合しない形で事業を展開しており、相互理解を深める中でし
か両者の人材育成も成就しない状況があり、どちらかの「求めに応じて｣という
関係ではなくなってきている。
④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
一 保健、医療、福祉の連携の下で最適なサ－ビスを総合的に提供するための
調整の機能の充実 2 「都道府県は、保健所において、精神障害及び難病等の専
門的・・・市町村の求めに応じて・・・」は、第二の一 2(一)の(1)、第三の二及
び三と同じ。
⑤第六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項
五 地域における健康危機管理体制の確保 2 「・・・また政令市においては、
本庁と保健所の持つ機能が不均衡であることがないよう、平時より健康危機管理
へ対応する体制整備を十分に図る必要がある。」については、都道府県の保健所
と本庁の関係においても指摘しておくべき事項である。
また、都道府県と政令市、とりわけ都道府県の保健所と政令市保健所間の連携、
協力・協働についても記述が必要。
(4)地域保健法(基本指針)におけるその他の検討事項 (PPT－11)
①保健所が中心となる「健康危機管理」とは何か
平成 13 年の「厚生労働省健康危機管理基本指針」において「健康危機管理」とは、
「医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、
健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療
等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう。」とされてい
る。ここに示された「厚生労働省の所管に属するもの」とは何か。
②二次医療圏と保健医療計画(地域保健計画)について (PPT－12)
医療法に基づいて都道府県の医療計画が策定されているが、二次医療圏単位の計
画については、平成 9 年 12 月の第三次医療法改正により、それまであった二次
医療圏ごとに地域医療計画を定めることとした任意的記載事項の概念がなくな
った。関連する通知等は以下のように発出されてはいるが、二次医療圏における
医療計画推進については、
「地域(保健)医療計画」に関する明確な位置づけ、記述
が地域保健法(指針)の中に必要ではないか。
・
「地域保健活動の充実強化について」(平成 17 年 10 月 20 日)(健発第 1020001 号)
・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)
(健総発第 0720001 号)
・医療計画について(平成 19 年 7 月 20 日)(健総発第 0720003 号)
③都道府県(保健所)と政令市・特別区(保健所)の役割分担と連携についての記述が
必要ではないか。(PPT－13)
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地域保健対策の推進に関する
基本的な指針の見直しについて

「県型保健所の立場から」
県型保健所の立場から」
第67回全国保健所長会総会
会員協議

平成22年10月26日
東京都南多摩保健所
所長 赤穂 保
1

東京ブロック

「東京ブロックにおける保健所」の経緯・特徴
特別区保健所(特別区)

東京都保健所(県型)
▽平成9年4月～18保健所、13保健
相談所を13ヵ所の保健所に再編
▽平成16年４月～13保健所を8ヵ所
に再々編
▽平成19年4月～八王子保健所の
市移管、都保健所は7ヵ所となる
▽平成23年4月～町田保健所の政令
市移管により都保健所は6ヵ所とな
る予定
○都保健所の内、1ヵ所は伊豆七島
を管轄する島しょ保健所
(4出張所・1支所)

連携・協働
○公衆衛生医の人事管理は、都で一括し
一定のル-ルで都・区・政令市間を異動
○都・区・政令市保健所で東京ブロックを
構成し、年間計画を協働推進
○都・区それぞれの定例所長会には相互
の会長がオブザーバ参加

▽昭和50年～都から区に保健所移管、
▽昭和54年10月～東京ブロックの特別区部会
として53保健所で活動開始、平成8年までは全
区で保健所に加え31ヵ所の保健相談所があった
▽平成9年～順次保健所の統合
▽平成14年～全て1区1保健所体制、全体で23保
健所となった
▽統合された保健所は保健相談所(区によっては
保健センタ-など名称は様々)に組織変更され、
平成19年度には72ヵ所となった
▽介護保険法施行前後より、各区で保健衛生部
門と福祉部門の組織統合が進み、統合後の条
例部長の多くが医師から事務職になった
▽都区の役割分担等や連携については、都区保
健衛生連絡協議会を設け、区からは部長会、保
健所長会の代表が出て協議している。

政令市保健所(政令市型)
▽平成19年4月～東京都から八王子市に移管
▽平成23年4月～町田保健所の市移管予定
2

－43－

都保健所の4つの分野と７つの役割
平成１５年７月 多摩地域保健サービス検討会「最終報告」
(都保健所の再編統合に際しいての都と市町村合意)
都保健所の再編統合に際しいての都と市町村合意)

4つの分野
①地域保健医療の推進に関する分野
②生活環境に関する分野
③保健対策に関する分野
④健康危機管理に関する分野

7つの役割
①地域の保健医療に関するプランづくりを行います。
②健康についての様々な情報を発信していきます。
③よりよい医療を実現するため、地域の中での連携の仕組みづくりを
③よりよい医療を実現するため 地域の中での連携の仕組みづくりを
進めます。
④食品や医薬品の安全、くらしの衛生を守ります。
⑤エイズ・結核・感染症への対策を強化します。
⑥市町村が行う保健サービスへの支援と連携を強化します。
⑦地域の健康危機管理センターとして、都民の皆さんの健康を守ります。
3

都保健所機能検討の3
都保健所機能検討の
3つの視点
平成18
平成
18年
年3月 都保健政策部と都保健所による部内「検討会報告書」より

(1)地方分権の推進
ア 行政目的及び施策効果が広域的なもの、統一的処理が必要な事項
○企画・調整、地用さ研究機能(圏域レベルの計画策定)
○医療連携推進センター機能(地域医療システム)
○生活環境センタ 機能
○生活環境センター機能
○エイズ・結核感染症センター機能
○健康危機管理センター機能
イ 市町村事業への支援の観点から実施するもの
○企画・調整、調査研究機能
○健康情報センター機能
○市町村等地域支援機能
ウ 事務の対象の規模から、都保健所が実施することが効率的なもの
○重症難病患者に対する施策

(2)専門性・技術性
○・・・公衆衛生の専門機関としての特性を活かした事業展開を図るべきである。なお、これま
で市町村に移譲した事務などに対する専門的技術的支援は、市町村での体制整備がなされ
るまでの過渡的な性格を持つことに留意する必要がある。

(3)総合性
○・・・今後は、福祉保健局の事業所として各部事業とさらに広く連携した総合的な取組が求め
4
られている。
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今後の都保健所機能 (7つの機能の充実強化)
企画・調整、調査研究機能

生活環境センター機能
・効率的・効果的な監視指導体制の確保
リスク コミュニケ ションの充実
・リスク・コミュニケ-ションの充実

エイズ、結核・感染症
対策センター機能

健康情報センター機能

・新たな感染症対策
・地域診断による市町村に対する計画策
定・事業評価等支援

○「東京都健康推進プラ
ン21後期5か年戦略」を
基本とした取組
○福祉分野との一体的・
総合的取組
○広域的・専門的な対
人保健サ－ビスの実施

・結核・エイズ対策の再構築

健康危機管理センタ 機
―能

市町村等地域支援機能

・地域保健医療推進プランの推進
・課題別地域保健医療推進プラン及び市町
村地域保健サビ－ス推進事業の活用
・人材育成支援の強化

○健康危機管理対
策協議会の開催
○健康危機管理計
画の見直し・充実
○実戦的的訓練の
実施及び評価

医療連携推進センター機能
・疾病別医療連携システムの推進
・「医療安全支援センタ－」の構築

5

「あり方検討委員会」 平成18年

新たな保健・福祉の連携推進機能イメ－ジ
(本庁、出先、市町村との関係整理
本庁、出先、市町村との関係整理))
都福祉保健局
福祉関連所管部

保健政策部

児童相談所
福祉事務所 etc

保健医療
関連所管部

新しい仕組み

保健所

保健関連所管課

福祉関連所管課

市町村
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6

南多摩保健医療圏における
都と市、都保健所と政令市保健所の基本的な関係
事務局機能
東京都町田保健所
町田市

東京都南多摩保健所
公衆衛生の専門機関

八王子市保健所
八王子市

日野市・多摩市・稲城市
(二次医療圏)

◎広域行政(都)と狭域行政(市)の役割分担と連携
◎公衆衛生の専門機関としての保健所の共通機能

連立方程式

▼多様な住民ニ―ズに的確に応えていくことは住民に最も身近な「最初の政府」である基礎自治体
(市)の不可欠の役割であり、今後その責任は増大するため、基礎自治体優先の原則に立って基礎
自治体の役割と財政制度を強化する分権改革をさらに進める必要がある。
▼都保健所機能検討の3つの視点 ①地方分権の推進、②専門性・技術性、③総合性については、
政令市保健所側からも基礎自治体の立場から検討を要する事項である。
▼都(二次医療圏単位)と市(各市単位)の関係は「互譲・協調」の精神、「対等・協力」の相互補完によ
り、住民二ーズと効率性の要請に的確に応えるものでなければならない。
▼都保健所と政令市保健所の関係も、公衆衛生の専門機関としての役割・機能を踏まえつつ、 「互
譲・協調」の精神、「対等・協力」の相互補完により共通する住民ニーズと効率性の要求に応えてい
かなければならない。
7

地域保健法(基本指針)における検討事項-①
平成22年4月現在、都道府県374ヵ所、指定都市50ヵ所、中核市40ヵ所、その他の政
令市7ヵ所、特別区23ヵ所という設置主体の異なる保健所があり、事項によってはそ
れぞれに特有の役割・機能、あるいは相互の関係について整理が必要。
以下、指針に沿って順次「検討事項」を列記。
▽第一 地域保健対策の推進の基本的な方向
七 地域における健康危機管理体制の確保 について、保健所が中心となって関わる
「健康危機」とは何かを確認した上で、各項における健康危機管理関係の内容を記
述すべきである。(「健康危機管理」の解釈については別紙に詳細)
▽第二 保健所及び市町村保健センタ－の整備及び運営に関する基本的事項
一 保健所 2 保健所の運営
(1) 専門的かつ技術的業務の推進 については、「専門的かつ技術的業務」の適切
な規定を行う。(精神保健、難病対策、エイズ対策等の専門的かつ技術的業務・・・)
(4)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においては、「市町村
の求めに応じて
の求めに応じて、・・・」という一方向、待ちのスタンスを見直し・整理を行う。
という 方向 待ちのスタンスを見直し 整理を行う
(6)ア 都道府県の各種計画への関与については、直接、間接(代表)の形態がある。
二 市町村保健センタ2 市町村保健センタ－の運営
(五)に、「政令市(本庁の意味か？)は、保健所と市町村保健センタ－等との密接な
連携を図り、効率的かつ効果的な保健サ－ビスの提供を可能にする体制を整備す
ること。」とされているが、政令市(又は特別区)における保健センタ－は、一般の「市
町村保健センタ－」と同じものとみなすことができるのか。政令市(又は特別区)に対
8
して、市町村保健センタ－という記述は不適切ではないか。
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地域保健法(基本指針)における検討事項-②
▽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
二 人材の資質の向上 3「都道府県は、市町村の求めに応じ、・・・」、4「都道府県は、
保健所において、市町村等の求めに応じ、・・・」及び、三 人材確保支援計画の策定
1 人材確保支援計画の策定についての基本的考え方
人材確保支援計画の策定に い の基本的考え方 (一)「・・・町村の申出に基づ
( )「
町村の申出に基づ
き・・・」となっているが、保健所と市町村は役割分担・連携しながら競合しない形で事
業を展開しており、相互理解を深める中でしか両者の人材育成も成就しない状況があ
り、どちらかの「求めに応じて｣という関係ではなくなってきている。
▽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
一 保健、医療、福祉の連携の下で最適なサ－ビスを総合的に提供するための調整の
機能の充実 2 「都道府県は、保健所において、精神障害及び難病等の専門的・・・市
町村の求めに応じて・・・」は、第二の一 2 (一)の(1)、第三の二及び三と同じ。
▽第六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項
五 地域における健康危機管理体制の確保 2 「・・・また政令市においては、本庁と保
健所の持つ機能が不均衡であることがないよう、平時より健康危機管理へ対応する
体制整備を十分に図る必要がある。」については、都道府県の保健所と本庁の関係
においても指摘しておくべき事項である。
また、都道府県と政令市、とりわけ都道府県の保健所と政令市保健所間の連携、協
力・協働についても記述が必要。
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地域保健法(基本指針)におけるその他検討事項-③
□保健所が中心となる「健康危機管理」とは何か・・・①
平成13年の「厚生労働省健康危機管理基本指針」において「健康危機管理」とは、「医薬品、食中毒、感染症、飲料
水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、
拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう。」とされている。ここに示された「厚
生労働省の所管に属するもの」とは何か。例えば、生物テロへの対応について、警察、消防などとの役割分担はどうな
るか。どこが中心となるか、連携はどのような仕組みになるか、事例対応の全体の流れイメ－ジは、全て保健所を中心
に描くことができるのか など曖昧なまま 保健所の健康危機対応を語ることはできない
に描くことができるのか、など曖昧なまま、保健所の健康危機対応を語ることはできない。
なお、参考までに、平成22年1月の健康危機発生時における行政機関相互の適切な連携体制及び活動内容に関す
る研究(原因不明分野)がまとめた「原因不明の健康危機に対する県型保健所活動マニュアル」では、健康危機とは、
「食中毒、感染症、飲料水、医薬品、毒物劇物その他何らかの原因により生じる地域住民の生命、健康の安全を脅か
す事態」をいう、とされている。
平成17年の「地域保健対策検討会」中間報告では、生物テロ等への対応の項で、「平成13年に内閣官房に設置され
た『NBCテロ対処現地関係連携モデル』には、警察、消防、海上保安庁、自衛隊、保健所、医療機関、都道府県、市町
村などの連携について記載されており、地域においては、保健所を中心とした関係機関との連携関係を構築する等の
取組が行われている。」と記述されているが、ここで引用されている『NBCテロ対処現地関係連携モデル』には、あくまで
「警察及び消防」が「それぞれ現地指揮本部を設置するとともに・・・」「・・・関係機関は、・・・現地調整所を設置するとと
もに、互いに連携して活動を実施する。」と記載されており、「中間報告」に示されているような「保健所を中心とした関係
機関と 連携関係を構築する等 取組が行われ
機関との連携関係を構築する等の取組が行われている。」という読み取りは出来ない内容となっている。このような誤っ
る と う読み取りは出来な 内容とな
る
ような誤
た引用？により、保健所を健康危機管理センタ－化しようとした「中間報告」と、その後それに沿った保健所のあり方検
討がある程度進められていった問題については総括、整理が必要である。
また、 「厚生労働省の所管に属するもの」とは何かが曖昧であると指摘したが、平成17年の「中間報告」では、なぜか
この、「厚生労働省の所管に属するものをいう」という重要な部分が定義からはずされていた。この流れは平成22年7月
20日から始まった「地域保健対策検討会」に提出された資料の中の「健康危機管理の定義」においても引き継がれ、
「厚生労働省の所管に属するものをいう」という記述が抜け落ちている。今回もまた、地域保健方の見直し作業に連動
するこの検討会で、不完全な健康危機管理の定義のまま議論が進むとすれば、果たして正しい結論が導き出されるか
どうか、疑問である。(この件に関しては、2006.4 公衆衛生情報 p64 所長会から皆さんへ 参照)
10
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地域保健法(基本指針)におけるその他検討事項-④
□二次医療圏と保健医療計画について－①東京都の現状
医療法に基づいて都道府県の医療計画が策定されているが、二次医療圏単位の計画については、
平成9年12月の第三次医療法改正により、それまであった二次医療圏ごとに地域医療計画を定める
こととした任意的記載事項の概念がなくなった。東京都では、平成10年12月に保健医療計画の第二
次改定を行ったが、この段階では二次保健医療圏ごとの地域保健医療計画を策定した。しかし、前述
の第三次医療法改定により 実質的にこの地域保健医療計画は棚上げ状態とな ていた
の第三次医療法改定により、実質的にこの地域保健医療計画は棚上げ状態となっていた。
そこで、平成13年3月の第四次医療法改正に合わせ、東京都では平成14年12月に第三次保健医療
計画を改定した段階で、地域保健医療計画の策定を取りやめ、以後は都計画の資料編の中に二次
保健医療圏別保健医療の概況を記述することとしてきた。
一方、区部を除く東京都では、この第三次計画の策定に際して、二次医療圏単位に、「地域保健推
進プラン」及び「課題別地域保健医療推進プラン」の策定・推進を明記。この「地域保健医療推進プラ
ン」は、各圏域の都保健所が事務局となって関係各市・団体、住民、学識経験者等からなる地域保健
医療協議会を設置しPDSAサイクルを進めている。
このプランは、都の保健医療計画と整合の上、地域特性を踏まえてそれぞれ策定されており、改訂
も都計画と連動している。なお、都計画の策定には都の保健医療協議会に都・区の保健所長会から
も都計画と連動している。なお、都計画の策定には都の保健医療協議会に都
区の保健所長会から
代表が委員として参画している。
◎二次医療圏単位の保健医療計画そのものの法的根拠について、都道府県医療計画の圏域におけ
る推進計画という意味での地域保健医療計画の必要性、法的根拠はいかがか。関連する各種通知等
は次ページのごとく発出されてはいるが、二次医療圏における計画の策定等に直接言及したものでは
ない。これについては、地域保健法の中で何らかの位置づけは考えられないか。
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地域保健法(基本指針)におけるその他検討事項-⑤
□二次医療圏と保健医療計画について－②関連する通知等
●「地域保健活動の充実強化について」(平成17年10月20日)(健発第1020001号)
(1)地域保健医療計画の推進
都道府県単位に作成された医療計画の着実な推進を図るためには、二次医療圏を単位として、地域
の実情に即した具体的な施策を推進することが必要であり、地域診断能力、保健医療サ-ビスの総合調
整機能等を有する保健所を活用しつつ、地域における総合的な保健医療提供体制の計画的な整備の
推進を図ることが必要である。
●医療計画の作成及び推進における保健所の役割に いて(平成19年 月20日)(健総発第0 20001号)
●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)(健総発第0720001号)
1一般的事項
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の「第二 保健所及び市町村保健センタ-の整備及び運
営に関する基本的事項」では、保健所の業務として、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、医療計画策定に関与すること等が記載されている。保健所は医療計画の作成及び推進において、
以下の2及び3の点に留意しながら、引き続き積極的に関与されたい。
2 医療計画の作成及び推進における保健所の役割
(2)地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化
(3)企画及び調整の機能の強化
②医療計画作成指針において 「第4 医療計画作成の手順等」の「2 疾病または事業ごとの医療連
②医療計画作成指針において、「第4
携体制構築の手順」の「(2)協議の場の設置」の「②圏連携会議」に「その際保健所は、地域医師会等
と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サ-ビス事業所との調整を行うなど、
積極的に役割を果たすものとする。」と記載されており、この点に留意すること。
●医療計画について(平成19年7月20日)(健総発第0720003号)
第4 医療計画作成の手順等
2 疾病または事業ごとの医療連携体制構築の手順
(2)協議の場の設置
②その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護
12
サ-ビス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。

－48－

地域保健法(基本指針)におけるその他検討事項-⑥
□都道府県(保健所)と政令市・特別区(保健所)の役割分担と連携
都道府県の本庁と保健所、道府県の本庁と政令市・特別区(保健所)との関係、さらには都道府県
保健所と政令市保健所の役割分担と連携については特に記載条項がないが、いかがか。
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[略歴]
赤穂 保 (あかほ たもつ)
1947 年生まれ
1972年 鳥取大学医学部 卒
1984年 東京都衛生局(島しょ保健所 三宅出張所 副所長)
1988 年 東京都三鷹保健所 予防課長
1991年 東京都教育庁体育部 保健給食課長
1992年 東京都小金井保健所 所長
1995年 東京都青梅保健所 所長
1996年 東京都多摩川保健所 所長
1999年 杉並区保健衛生部 部長 兼 杉並保健所長
2002 年 中央区保健衛生部 部長 兼 中央区保健所長
2005年 東京都多摩立川保健所 所長
2009 年 東京都南多摩保健所 所長 現在に至る
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市型保健所の立場から
姫路市保健所 毛利好孝

政令市保健所の業務
z

z

z

保健所設置市では、都道府県型保健所の業
務に加えて 市長が実施主体となる事業や都
務に加えて、市長が実施主体となる事業や都
道府県から委譲された事業も所掌している。
市町村業務は、基礎的住民サービスであるこ
とに加えて、対象者が多いため、業務量とし
ては、大きなウ イトを占めている。
ては、大きなウエイトを占めている。
両者の業務を一体的に構築し、バランスの良
いサービスを提供することが重要である。

－51－

保健所長の育成
z

z

z

保健所長は、幅広い保健所業務と市町村業
務に関して 組織の統括者として的確な判断
務に関して、組織の統括者として的確な判断
を下すことができる能力が求められる。
一方、少数職種として、医師としての技術を
求められることも多い。
このような Playing Managerを育成するため
このような、Playing
には、政令市単独ではなく、都道府県と一体
になった取り組みが必要である。

技術系職員の人材育成
z

z

z

z

政令市保健所は、１市１保健所であり、異動
やポストの制約があるため キ リアパスの
やポストの制約があるため、キャリアパスの
形成には困難をともなう。
市単独では、技術職の育成において明らか
な限界がある。
特に少数職種は 採用数も極めて少なく 自
特に少数職種は、採用数も極めて少なく、自
治体単独での研修も不可能である。
保健所を設置しない市よりは恵まれている。

－52－

健康づくり施策の分断化
z

z

z

学校保健、産業保健に加えて、母子保健も福
祉 教育との 体化した子育て支援部（局）と
祉、教育との一体化した子育て支援部（局）と
いった組織に機能が移されつつある。
特定健診・特定保健指導の導入で、成人保
健の大きな部分が保険部局へと移管された。
保健所政令市においても 生涯を通じて一貫
保健所政令市においても、生涯を通じて
貫
的なコンセプトの下に健康づくりの施策化を
担当する部局がなくなりつつある。

委託による業務の空洞化
z

z

母子保健における乳幼児健診や予防接種の
個別医療機関委託 特定健診・特定保健指
個別医療機関委託、特定健診・特定保健指
導の導入・委託、試験・検査の外注により、政
令市保健所においても、都道府県型保健所
と同様に保健サービスの直接供給機能がなく
なりつつある。
行き過ぎた委託は 長期的視点から観て 保
行き過ぎた委託は、長期的視点から観て、保
健行政の硬直化と技術系職員の能力低下を
招来する。
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略歴
毛利

好孝

昭和 63 年 3 月：岡山大学医学部卒
昭和 63 年 4 月：厚生省健康政策局計画課
昭和 63 年 4 月：岡山県岡山環境保健所
平成元年 4 月：岡山県環境保健部公衆衛生課
平成 3 年 4 月：岡山県倉敷環境保健所
平成 4 年 4 月：環境庁企画調整局環境保健部保健業務課特殊疾病対策室主査
平成 5 年 5 月：高知県土佐山田保健所保健予防課長
平成 6 年 12 月：岡山大学医学博士号取得
平成 9 年 4 月：高知県室戸保健所長
平成 11 年 4 月：大阪府福祉部社会保健管理課指導医療官
平成 12 年 4 月：神戸市保健所地域保健課主査
平成 14 年 4 月：神戸市保健福祉局健康部主幹兼保健所主幹
平成 18 年 3 月：大阪市立大学創造都市研究科都市ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ研究分野修了
平成 18 年 4 月：兵庫県西播磨県民局県民生活部龍野健康福祉事務所長・龍野保健所長
平成 20 年 4 月：兵庫県健康福祉部健康局医務課長
平成 22 年 4 月：姫路市保健所長
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