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第第第第６６６６章章章章    保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの総合的総合的総合的総合的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 

第第第第１１１１節節節節    健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり    

    

    

健健健健やかやかやかやか山梨山梨山梨山梨 21212121（（（（山梨県健康増進計画山梨県健康増進計画山梨県健康増進計画山梨県健康増進計画））））    

○○○○    平成平成平成平成 13131313 年年年年 3333 月月月月にににに一次予防一次予防一次予防一次予防にににに重点重点重点重点をおいたをおいたをおいたをおいた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの施策施策施策施策をををを強力強力強力強力にににに推進推進推進推進するこするこするこするこ    

とをとをとをとを目的目的目的目的としてとしてとしてとして「「「「健健健健やかやかやかやか山梨山梨山梨山梨 21212121（（（（山梨県健康増進計画山梨県健康増進計画山梨県健康増進計画山梨県健康増進計画）」）」）」）」をををを策定策定策定策定しししし、、、、各種施策各種施策各種施策各種施策をををを実実実実

施施施施してきましたがしてきましたがしてきましたがしてきましたが、、、、生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの予防予防予防予防をををを重点化重点化重点化重点化するなどするなどするなどするなど、、、、同計画同計画同計画同計画はははは過去過去過去過去 2222 回回回回のののの改訂改訂改訂改訂

をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

平成平成平成平成 24242424 年年年年 7777 月月月月にににに厚生労働省告示厚生労働省告示厚生労働省告示厚生労働省告示「「「「国民国民国民国民のののの健康健康健康健康のののの増進増進増進増進のののの総合的総合的総合的総合的なななな推進推進推進推進をををを図図図図るためるためるためるため

のののの基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針」」」」のののの全部改正全部改正全部改正全部改正においてにおいてにおいてにおいて、、、、ライフステージにライフステージにライフステージにライフステージに応応応応じたじたじたじた生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの予防予防予防予防、、、、

社会生活社会生活社会生活社会生活をををを営営営営むためにむためにむためにむために必要必要必要必要なななな機能機能機能機能のののの維持及維持及維持及維持及びびびび向上等向上等向上等向上等によりによりによりにより、、、、健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命のののの延伸延伸延伸延伸をををを実現実現実現実現

するとともにするとともにするとともにするとともに健康格差健康格差健康格差健康格差のののの縮小縮小縮小縮小をををを実現実現実現実現するというするというするというするという基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針がががが示示示示されたことからされたことからされたことからされたことから、、、、

このこのこのこの方針方針方針方針をををを受受受受けてけてけてけて平成平成平成平成 25252525 年年年年 3333 月月月月にににに「「「「健健健健やかやかやかやか山梨山梨山梨山梨 21212121（（（（第第第第 2222 次次次次）」）」）」）」計画計画計画計画をををを策定策定策定策定しまししまししまししまし

たたたた。。。。    

○○○○    平成平成平成平成 20202020 年年年年にににに策定策定策定策定したしたしたした「「「「健健健健やかやかやかやか山梨山梨山梨山梨 21212121」」」」にににに記載記載記載記載のあるのあるのあるのある 56565656 のののの数値目標数値目標数値目標数値目標のうちのうちのうちのうち、、、、目目目目

標標標標をををを達達達達したしたしたした項目項目項目項目（（（（評価評価評価評価Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）はははは 7777 項目項目項目項目（（（（12.512.512.512.5％）、％）、％）、％）、改善傾向改善傾向改善傾向改善傾向にあるにあるにあるにある項目項目項目項目（（（（評価評価評価評価Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）はははは

19191919 項目項目項目項目（（（（33.933.933.933.9％）％）％）％）でしたのででしたのででしたのででしたので、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて 26262626 項目項目項目項目（（（（46.446.446.446.4％）％）％）％）がががが、「、「、「、「目標値目標値目標値目標値にににに達達達達したしたしたした」」」」

またはまたはまたはまたは「「「「目標値目標値目標値目標値にににに達達達達していないもののしていないもののしていないもののしていないものの改善傾向改善傾向改善傾向改善傾向にあるにあるにあるにある」」」」というというというという結果結果結果結果となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。        

一方一方一方一方、、、、計画計画計画計画のののの策定時策定時策定時策定時からからからから変変変変わらないわらないわらないわらない項目項目項目項目（（（（評価評価評価評価Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）はははは 8888 項目項目項目項目（（（（14.3%14.3%14.3%14.3%）、）、）、）、悪化悪化悪化悪化してしてしてして

いるいるいるいる項目項目項目項目（（（（評価評価評価評価Ｄ）Ｄ）Ｄ）Ｄ）はははは 13131313 項目項目項目項目（（（（23.2%23.2%23.2%23.2%））））でしたでしたでしたでした。。。。    

        主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標のののの状況状況状況状況はははは次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

・・・・健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命についてについてについてについて、、、、山梨県山梨県山梨県山梨県はははは、、、、男性男性男性男性（（（（71.2071.2071.2071.20 年年年年））））5555 位位位位、、、、女性女性女性女性（（（（74.4774.4774.4774.47 年年年年））））12121212

位位位位でしたでしたでしたでした。。。。        

・・・・特定健康診査受診率特定健康診査受診率特定健康診査受診率特定健康診査受診率はははは 47.47.47.47.3333％、％、％、％、特定保健指導実施率特定保健指導実施率特定保健指導実施率特定保健指導実施率はははは 16.16.16.16.0000％％％％でありでありでありであり、、、、全国全国全国全国

平均平均平均平均をををを上回上回上回上回っていますっていますっていますっています。。。。        

・・・・朝食朝食朝食朝食をををを欠食欠食欠食欠食するするするする者及者及者及者及びびびび女性女性女性女性 20202020 歳代歳代歳代歳代のやせののやせののやせののやせの者者者者がががが増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。        

・・・・塩分摂取量塩分摂取量塩分摂取量塩分摂取量はははは、、、、全国全国全国全国１１１１位位位位のののの多多多多さですさですさですさです。。。。    

・・・・20202020 歳歳歳歳～～～～60606060 歳代歳代歳代歳代のののの男性及男性及男性及男性及びびびび 40404040 歳歳歳歳～～～～60606060 歳代歳代歳代歳代のののの女性女性女性女性のののの肥満者肥満者肥満者肥満者はははは改善傾向改善傾向改善傾向改善傾向にありにありにありにあり

ますますますます。。。。        

・・・・野菜野菜野菜野菜のののの摂取量摂取量摂取量摂取量はははは 1111 日平均日平均日平均日平均 335335335335ｇｇｇｇとととと全国平均全国平均全国平均全国平均をををを上回上回上回上回っていますっていますっていますっています。。。。        

・・・・日常生活日常生活日常生活日常生活におけるにおけるにおけるにおける歩数歩数歩数歩数はははは男性男性男性男性、、、、女性全女性全女性全女性全てのてのてのての年代層年代層年代層年代層でででで著著著著しくしくしくしく減少減少減少減少していますしていますしていますしています。。。。        

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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・・・・80808080 歳歳歳歳でででで 20202020 本以上本以上本以上本以上のののの自分自分自分自分のののの歯歯歯歯をををを有有有有するするするする者者者者のののの割合割合割合割合がががが 4444 割割割割をををを超超超超えていますえていますえていますえています。。。。        

・・・・生後生後生後生後 4444 かかかか月月月月までのまでのまでのまでの乳児乳児乳児乳児のののの全戸訪問事業実施市町村全戸訪問事業実施市町村全戸訪問事業実施市町村全戸訪問事業実施市町村のののの割合割合割合割合がががが 100%100%100%100%となっていとなっていとなっていとなってい

ますますますます。。。。    

    

市町村等市町村等市町村等市町村等におけるにおけるにおけるにおける健康増進施策健康増進施策健康増進施策健康増進施策のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

○○○○    市町村市町村市町村市町村におけるにおけるにおけるにおける健康増進施策健康増進施策健康増進施策健康増進施策のののの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況ですがですがですがですが、、、、平成平成平成平成 23232323 年度末時点年度末時点年度末時点年度末時点でででで全市町全市町全市町全市町

村村村村がががが健康増進計画健康増進計画健康増進計画健康増進計画をををを策定策定策定策定していますしていますしていますしています。。。。    

またまたまたまた、、、、健康増進施策健康増進施策健康増進施策健康増進施策のののの推進体制推進体制推進体制推進体制についてについてについてについて「「「「庁内庁内庁内庁内にににに部局横断的部局横断的部局横断的部局横断的なななな組織体制組織体制組織体制組織体制があるがあるがあるがある」」」」

とととと回答回答回答回答したしたしたした市町村市町村市町村市町村のののの割合割合割合割合はははは 19191919％、「％、「％、「％、「関係団体関係団体関係団体関係団体、、、、民間企業民間企業民間企業民間企業、、、、住民組織住民組織住民組織住民組織がががが参加参加参加参加したしたしたした協議協議協議協議

会会会会・・・・連絡会等連絡会等連絡会等連絡会等のののの体制体制体制体制があるがあるがあるがある」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした市町村市町村市町村市町村はははは 70707070％％％％となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

さらにさらにさらにさらに、「、「、「、「計画計画計画計画のののの評価評価評価評価をををを行行行行うううう体制体制体制体制があるがあるがあるがある」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした市町村市町村市町村市町村がががが 70707070％％％％であったのにであったのにであったのにであったのに

対対対対しししし、「、「、「、「これまでにこれまでにこれまでにこれまでに中間評価等中間評価等中間評価等中間評価等のののの評価評価評価評価をををを行行行行ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした市町村市町村市町村市町村はははは41414141％％％％

でしたでしたでしたでした。。。。    

○○○○    関係団体関係団体関係団体関係団体におけるにおけるにおけるにおける健康増進施策健康増進施策健康増進施策健康増進施策のののの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、健健健健やかやかやかやか山梨山梨山梨山梨 21212121 推進会議推進会議推進会議推進会議

をををを構成構成構成構成しているしているしているしている 29292929 団体団体団体団体にににに対対対対しししし平成平成平成平成 23232323 年年年年にににに調査調査調査調査（（（（28282828 団体団体団体団体がががが回答回答回答回答））））したところしたところしたところしたところ、「、「、「、「他他他他

のののの機関機関機関機関やややや団体団体団体団体とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図ったったったった」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした団体団体団体団体はははは75757575％％％％にににに上上上上りりりり、「、「、「、「担当者担当者担当者担当者をををを決決決決めためためためた」、」、」、」、

「「「「年度毎年度毎年度毎年度毎にににに計画計画計画計画をををを立立立立てててててててて取組取組取組取組みをみをみをみを行行行行ったったったった」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした割合割合割合割合もももも70707070％％％％をををを上回上回上回上回りましたりましたりましたりました。。。。    

    

    

    

健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命のののの延伸延伸延伸延伸とととと健康格差健康格差健康格差健康格差のののの縮小縮小縮小縮小のののの実現実現実現実現        

○○○○    高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展及進展及進展及進展及びびびび疾病構造疾病構造疾病構造疾病構造のののの変化変化変化変化をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの予防等予防等予防等予防等によりによりによりにより健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿

のののの延伸延伸延伸延伸をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

またまたまたまた、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる世代世代世代世代のののの健健健健やかなやかなやかなやかな暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるえるえるえる良好良好良好良好なななな社会環境社会環境社会環境社会環境をををを構築構築構築構築することにすることにすることにすることに

よりよりよりより、、、、健康格差健康格差健康格差健康格差のののの縮小縮小縮小縮小をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

主要主要主要主要なななな生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの発症予防発症予防発症予防発症予防とととと重症化予防重症化予防重症化予防重症化予防のののの徹底徹底徹底徹底    

○○○○    食生活食生活食生活食生活のののの改善改善改善改善やややや運動習慣運動習慣運動習慣運動習慣のののの定着等定着等定着等定着等によるによるによるによる一次予防一次予防一次予防一次予防にににに重点重点重点重点をををを置置置置いたいたいたいた対策対策対策対策をををを推進推進推進推進しししし、、、、

合併症合併症合併症合併症のののの発症発症発症発症やややや症状症状症状症状のののの進展等進展等進展等進展等のののの重症化予防重症化予防重症化予防重症化予防にににに重点重点重点重点をををを置置置置いたいたいたいた対策対策対策対策をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

        

社会生活社会生活社会生活社会生活をををを営営営営むためにむためにむためにむために必要必要必要必要なななな機能機能機能機能のののの維持維持維持維持・・・・向上向上向上向上    

○○○○    県民県民県民県民がががが自立自立自立自立したしたしたした日常生活日常生活日常生活日常生活をををを営営営営むことをむことをむことをむことを目指目指目指目指しししし、、、、乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期からからからから高齢期高齢期高齢期高齢期までのライフまでのライフまでのライフまでのライフ

ステージにおいてステージにおいてステージにおいてステージにおいて、、、、心身機能心身機能心身機能心身機能のののの維持及維持及維持及維持及びびびび向上向上向上向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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またまたまたまた、、、、生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病をををを予防予防予防予防しししし、、、、又又又又はははは発症時期発症時期発症時期発症時期をををを遅遅遅遅らせることができるようにらせることができるようにらせることができるようにらせることができるように、、、、子子子子どどどど

ものものものもの頃頃頃頃からからからから健康健康健康健康なななな生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。        

    

健康健康健康健康をををを支支支支ええええ、、、、守守守守るためのるためのるためのるための社会環境社会環境社会環境社会環境のののの整備整備整備整備        

○○○○    社会全体社会全体社会全体社会全体でででで、、、、個人個人個人個人のののの健康健康健康健康をををを支支支支ええええ、、、、守守守守るるるる環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに努努努努めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが重要重要重要重要ですのですのですのですの

でででで、、、、地域地域地域地域やややや世代間世代間世代間世代間のののの相互扶助相互扶助相互扶助相互扶助などなどなどなど、、、、地域地域地域地域やややや社会社会社会社会のののの絆絆絆絆、、、、職場職場職場職場のののの支援等支援等支援等支援等がががが機能機能機能機能することすることすることすること

によりによりによりにより社会全体社会全体社会全体社会全体がががが相互相互相互相互にににに支支支支ええええ合合合合うともにうともにうともにうともに、、、、健康健康健康健康をををを視点視点視点視点としたとしたとしたとした社会環境社会環境社会環境社会環境のののの整備整備整備整備にににに努努努努めめめめ

ますますますます。。。。        

○○○○    住民住民住民住民のののの健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めていくうえでめていくうえでめていくうえでめていくうえで今後重要今後重要今後重要今後重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担うことがうことがうことがうことが期待期待期待期待されるされるされるされる

ソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタル（（（（※※※※））））をををを活用活用活用活用したしたしたした自助自助自助自助・・・・共助共助共助共助のののの確立確立確立確立をををを図図図図るためるためるためるため、、、、自治会自治会自治会自治会、、、、愛愛愛愛

育会育会育会育会、、、、食生活改善推進員連絡協議会食生活改善推進員連絡協議会食生活改善推進員連絡協議会食生活改善推進員連絡協議会、、、、学校等学校等学校等学校等とのとのとのとの共助活動共助活動共助活動共助活動をををを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。    

    

［［［［用語解説用語解説用語解説用語解説］］］］    

（（（（※※※※））））ソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタル    

地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした信頼信頼信頼信頼やややや社会規範社会規範社会規範社会規範、、、、ネットワークといったネットワークといったネットワークといったネットワークといった社会関係資本社会関係資本社会関係資本社会関係資本のことでのことでのことでのことで、、、、保保保保

健医療分野健医療分野健医療分野健医療分野でのでのでのでの取組取組取組取組みをみをみをみを推進推進推進推進するするするする基盤基盤基盤基盤としてとしてとしてとして見見見見たたたた場合場合場合場合、、、、次次次次のようにのようにのようにのように分類分類分類分類されるされるされるされる。。。。    

・・・・地縁地縁地縁地縁にににに基基基基づくネットワークづくネットワークづくネットワークづくネットワーク（（（（例例例例：：：：自治会自治会自治会自治会、、、、老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ、、、、こどもこどもこどもこども会等会等会等会等））））    

・・・・価値観価値観価値観価値観やややや経験経験経験経験をををを共有共有共有共有しししし、、、、健康課題健康課題健康課題健康課題のののの解決解決解決解決にににに強強強強いいいい動機動機動機動機をもつネットワークをもつネットワークをもつネットワークをもつネットワーク    

（（（（例例例例：：：：愛育会愛育会愛育会愛育会、、、、食生活改善推進員連絡協議会食生活改善推進員連絡協議会食生活改善推進員連絡協議会食生活改善推進員連絡協議会、、、、患者会患者会患者会患者会などなどなどなど））））    

・・・・職業職業職業職業をををを通通通通じてじてじてじて住民住民住民住民のののの健康課題健康課題健康課題健康課題をををを共有共有共有共有するネットワークするネットワークするネットワークするネットワーク    

（（（（例例例例：：：：生活衛生生活衛生生活衛生生活衛生・・・・食品安全関係同業組合等食品安全関係同業組合等食品安全関係同業組合等食品安全関係同業組合等））））    

・・・・児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの活動活動活動活動のののの場場場場であるとともにであるとともにであるとともにであるとともに、、、、保護者保護者保護者保護者やややや地域住民地域住民地域住民地域住民とのとのとのとの交流交流交流交流のののの場場場場でもあるでもあるでもあるでもある学校学校学校学校    

・・・・労働者等労働者等労働者等労働者等のののの健康管理健康管理健康管理健康管理をををを担担担担うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任をををを果果果果たすこともたすこともたすこともたすことも求求求求めめめめ

られるられるられるられる企業企業企業企業・・・・保険者保険者保険者保険者    
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＜＜＜＜推進体制推進体制推進体制推進体制＞＞＞＞    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

支援・情報提供

環境づくりへの参画

県民県民県民県民のののの主体的健康主体的健康主体的健康主体的健康づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのための環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

環境づくりへの取り組み

健健健健やかやかやかやか山梨山梨山梨山梨２１２１２１２１推進会議推進会議推進会議推進会議

職域の健康づくり活動を支援

家庭・地域の健康づくり活動を支援

学校の健康づくり活動を支援

山山山山 梨梨梨梨 県県県県

地域・職域保健連携推進協議会

県県県県 民民民民

協働
連携

協働

市町村市町村市町村市町村

関係団体関係団体関係団体関係団体

協働

ソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタル

（（（（社会資源社会資源社会資源社会資源））））

協

働

協働

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

支援・情報提供

環境づくりへの参画

県民県民県民県民のののの主体的健康主体的健康主体的健康主体的健康づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのための環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

環境づくりへの取り組み

健健健健やかやかやかやか山梨山梨山梨山梨２１２１２１２１推進会議推進会議推進会議推進会議

職域の健康づくり活動を支援

家庭・地域の健康づくり活動を支援

学校の健康づくり活動を支援

山山山山 梨梨梨梨 県県県県

地域・職域保健連携推進協議会

県県県県 民民民民

協働
連携

協働

市町村市町村市町村市町村

関係団体関係団体関係団体関係団体

協働

ソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタル

（（（（社会資本社会資本社会資本社会資本））））

協

働

協働

労働者やその家族の健康管

理を担うと共に、地域社会へ

の社会的責任を果たすこと

が求められる場

価値観や経験を共有し、健康課

題の解決に強い動機をもつネッ

トワーク
例：保健活動推進員、食生活改善

推進員連絡協議会、患者会、ＮＰＯ

児童生徒やＰＴＡのほか、

地域住民の活動・交流の場

自治会

子供会 青年会

老人クラブ商店街

問題解決型地域組織

企業・保険者

住民個人住民個人住民個人住民個人

地域地域地域地域のソーシャルキャピタルのソーシャルキャピタルのソーシャルキャピタルのソーシャルキャピタル

学校

愛育会

地縁組織
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［［［［用語解説用語解説用語解説用語解説］］］］    

（（（（※※※※））））ロコモティブシンドロームロコモティブシンドロームロコモティブシンドロームロコモティブシンドローム（（（（運動器症候群運動器症候群運動器症候群運動器症候群））））    

身体運動身体運動身体運動身体運動にににに関関関関わるわるわるわる骨骨骨骨、、、、関節関節関節関節、、、、神経神経神経神経などのなどのなどのなどの運動器障害運動器障害運動器障害運動器障害のためにのためにのためにのために自立度自立度自立度自立度がががが低下低下低下低下しししし、、、、介護介護介護介護    

がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる危険性危険性危険性危険性がががが高高高高いいいい状態状態状態状態。。。。    

    

    

    

現状 平成29年度目標

男性 71.20（H22)

女性 74.47（H22)

0.82％（H21) 0.76％

2.71％（H22) 6.36％

29.3％（H21)

22.9％（H21)

25.0％（H21)

16.6％（H21) 18.8％

17.3％（H24)

　＜全国値　参考＞

25％（H23)

　＜全国値　参考＞

 適正体重を維持している者の増
加
～肥満（BMI 25以上）、やせ
（BMI 18.5未満）の減少～

 血糖コントロール指標における
コントロール不良者の割合の減少
（HｂA１cがJDS値8.0％(NGSP値
8.4%)以上の者の割合の減少）

目標項目等

 健康寿命の延伸（日
常生活に制限のない
期間の平均の延伸）

　平均寿命の増加分を上回
る増加

 認知機能低下ハイリスク高齢者
の把握率の向上

 20～60歳代の男性の肥満
者の割合

 40～60歳代女性の肥満者
の割合

 20歳代女性のやせの者の
割合

27.7％

21.5％

21.0％

 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認
知度の向上

52.5％

 低栄養傾向（BMI 20以下）の高
齢者の割合の増加の抑制

48.7％
 ロコモティブシンドローム（運
動器症候群※）を認知している県
民の割合の増加

数値目標数値目標数値目標数値目標    
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第第第第２２２２節節節節    高齢者保健福祉高齢者保健福祉高齢者保健福祉高齢者保健福祉    

    

    

○○○○    本県本県本県本県のののの総人口総人口総人口総人口はははは、、、、平成平成平成平成 24242424 年年年年 4444 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在 869,032869,032869,032869,032 人人人人    となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、このうちこのうちこのうちこのうち、、、、    

65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者人口高齢者人口高齢者人口高齢者人口はははは、、、、214,765214,765214,765214,765 人人人人ですですですです（（（（高齢者福祉基礎調査高齢者福祉基礎調査高齢者福祉基礎調査高齢者福祉基礎調査）。）。）。）。    

○○○○    本県本県本県本県のののの高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率    はははは、、、、高齢者人口高齢者人口高齢者人口高齢者人口のののの増加増加増加増加とともにとともにとともにとともに、、、、総人口総人口総人口総人口のののの減少減少減少減少もももも影響影響影響影響してしてしてして、、、、年年年年々々々々    

高高高高くなってきておりくなってきておりくなってきておりくなってきており、、、、平成平成平成平成 24242424 年年年年 4444 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在でででで 24.724.724.724.7％％％％にににに達達達達しししし、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均のののの 23.723.723.723.7％％％％    

をををを 1.01.01.01.0 ポイントポイントポイントポイント上回上回上回上回るなどるなどるなどるなど、、、、全国全国全国全国よりもよりもよりもよりも高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進行進行進行進行していますしていますしていますしています。。。。    

○○○○    本県本県本県本県のののの総人口総人口総人口総人口はははは今後減少今後減少今後減少今後減少をををを続続続続けるけるけるける一方一方一方一方、、、、団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる第第第第１１１１次次次次ベビーブーベビーブーベビーブーベビーブー    

ムムムム世代世代世代世代（（（（昭和昭和昭和昭和 22222222 年年年年～～～～昭和昭和昭和昭和 24242424 年出生者年出生者年出生者年出生者））））がががが 65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上となるとなるとなるとなる平成平成平成平成 27272727 年年年年にはにはにはには、、、、総人口総人口総人口総人口    

にににに占占占占めるめるめるめる 65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの者者者者のののの割合割合割合割合であるであるであるである高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率はははは 27.727.727.727.7％％％％となりとなりとなりとなり、、、、このこのこのこの団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代がががが、、、、    

後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者となるとなるとなるとなる平成平成平成平成 37373737 年年年年にはにはにはには、、、、高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率はははは、、、、31.731.731.731.7％％％％になるとになるとになるとになると見込見込見込見込まれていますまれていますまれていますまれています。。。。    

○○○○    高齢者人口高齢者人口高齢者人口高齢者人口のうちのうちのうちのうち、、、、75757575 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの後期高齢後期高齢後期高齢後期高齢者人口者人口者人口者人口はははは、、、、113,854113,854113,854113,854 人人人人でででで、、、、高齢者人口全高齢者人口全高齢者人口全高齢者人口全    

体体体体のののの 53.053.053.053.0％％％％占占占占めておりめておりめておりめており、、、、このこのこのこの割合割合割合割合はははは年年年年々々々々増加増加増加増加していますしていますしていますしています    

    

県人口県人口県人口県人口とととと高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率（（（（人人人人、％）、％）、％）、％）    

    

    資料資料資料資料：：：：健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿やまなしプランやまなしプランやまなしプランやまなしプラン（（（（長寿社会課長寿社会課長寿社会課長寿社会課））））    

    

○○○○    平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度のののの要介護要介護要介護要介護（（（（要支援要支援要支援要支援））））認定者数認定者数認定者数認定者数    はははは、、、、33,95933,95933,95933,959 人人人人ですですですです。。。。    

このうちこのうちこのうちこのうち、、、、介護保険被保険者介護保険被保険者介護保険被保険者介護保険被保険者のうちのうちのうちのうち 65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの者者者者であるであるであるである    第第第第 1111 号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者のののの要介要介要介要介    

護護護護（（（（要支援要支援要支援要支援））））    認定者数認定者数認定者数認定者数はははは    33,02933,02933,02933,029 人人人人となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、第第第第 1111 号被保険者数号被保険者数号被保険者数号被保険者数にににに対対対対するするするする割割割割    

合合合合（（（（認定率認定率認定率認定率））））はははは、、、、平成平成平成平成 18181818 年度年度年度年度にはにはにはには 14.014.014.014.0％％％％でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度にはにはにはには 15151515．．．．4444％％％％となとなとなとな    

りりりり、、、、年年年年々々々々増加増加増加増加していしていしていしていますますますます。。。。    

○○○○    平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度のののの介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス受給者数受給者数受給者数受給者数（（（（延延延延べべべべ人数人数人数人数））））はははは、、、、352,271352,271352,271352,271 人人人人（（（（対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比    

3.63.63.63.6％％％％増増増増））））ですですですです。。。。    

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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        このうちこのうちこのうちこのうち、、、、居宅居宅居宅居宅サービスはサービスはサービスはサービスは254,797254,797254,797254,797人人人人（（（（同同同同4.14.14.14.1％％％％増増増増）、）、）、）、地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスはサービスはサービスはサービスは20,51120,51120,51120,511    

人人人人（（（（同同同同 10.510.510.510.5％％％％増増増増）、）、）、）、施設施設施設施設サービスはサービスはサービスはサービスは 76,96376,96376,96376,963 人人人人（（（（同同同同 0.30.30.30.3％％％％増増増増））））でありでありでありであり、、、、地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型ササササ    

ービスービスービスービス受給者受給者受給者受給者のののの増加率増加率増加率増加率がががが大大大大きくなっていますきくなっていますきくなっていますきくなっています。。。。    

    

受給受給受給受給サービスサービスサービスサービス別別別別のののの介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス受給者数受給者数受給者数受給者数    

    

資料資料資料資料：：：：長寿社会課調長寿社会課調長寿社会課調長寿社会課調べべべべ    

    

○○○○    平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度のののの介護保険介護保険介護保険介護保険のののの給付額給付額給付額給付額はははは 54,81154,81154,81154,811 百万円百万円百万円百万円となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化にににに伴伴伴伴うううう介介介介    

護護護護サービスサービスサービスサービス受給者受給者受給者受給者のののの増加増加増加増加とととと、、、、受給者受給者受給者受給者１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの給付費給付費給付費給付費のののの増加増加増加増加とととと相俟相俟相俟相俟ってってってって、、、、年年年年々々々々増増増増    

加加加加していますしていますしていますしています。。。。    

    

資料資料資料資料：：：：県長寿社会課調県長寿社会課調県長寿社会課調県長寿社会課調べべべべ    
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○○○○        夫婦夫婦夫婦夫婦ともともともとも 65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者夫婦世帯高齢者夫婦世帯高齢者夫婦世帯高齢者夫婦世帯はははは、、、、31313131，，，，055055055055 世帯世帯世帯世帯となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、県総世帯県総世帯県総世帯県総世帯    

にににに対対対対するするするする割合割合割合割合はははは、、、、平成平成平成平成 20202020 年年年年にはにはにはには 8888．．．．3333％％％％でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、平成平成平成平成 24242424 年年年年にはにはにはには、、、、8888．．．．9999％％％％とととと増加増加増加増加    

していますしていますしていますしています。。。。    

    
資料資料資料資料：：：：高齢者福祉基礎調査高齢者福祉基礎調査高齢者福祉基礎調査高齢者福祉基礎調査（（（（長寿社会課長寿社会課長寿社会課長寿社会課））））    

    

○○○○    平成平成平成平成 24242424 年年年年 4444 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在のののの県内県内県内県内のののの在宅在宅在宅在宅でででで生活生活生活生活しているしているしているしている高齢者高齢者高齢者高齢者のうちのうちのうちのうち、、、、31313131，，，，072072072072 人人人人    

がががが在宅在宅在宅在宅ひとりひとりひとりひとり暮暮暮暮らしらしらしらし高齢者高齢者高齢者高齢者でででで、、、、男女別男女別男女別男女別にににに見見見見るとるとるとると男性男性男性男性がががが 8888，，，，811811811811 人人人人、、、、女性女性女性女性がががが 22222222，，，，261261261261    

人人人人となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

またまたまたまた、、、、高齢者人口高齢者人口高齢者人口高齢者人口にににに占占占占めるめるめるめる在宅在宅在宅在宅ひとりひとりひとりひとり暮暮暮暮らしらしらしらし高齢者高齢者高齢者高齢者のののの割合割合割合割合はははは、、、、平成平成平成平成 20202020 年年年年にはにはにはには 13131313．．．．

0000％％％％でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、平成平成平成平成 24242424 年年年年にはにはにはには 14141414．．．．5555％％％％となりとなりとなりとなり年年年年々々々々増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。    

    

資料資料資料資料：：：：高齢者福祉基礎調査高齢者福祉基礎調査高齢者福祉基礎調査高齢者福祉基礎調査（（（（長寿社会課長寿社会課長寿社会課長寿社会課））））    

    

○○○○    平成平成平成平成 24242424 年年年年 4444 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在のののの在宅寝在宅寝在宅寝在宅寝たきりたきりたきりたきり高齢者高齢者高齢者高齢者はははは、、、、7777，，，，042042042042 人人人人となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、高齢高齢高齢高齢    

者人口者人口者人口者人口にににに占占占占めるめるめるめる在宅寝在宅寝在宅寝在宅寝たきりのたきりのたきりのたきりの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの割合割合割合割合はははは、、、、3333．．．．3333％％％％となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。                

またまたまたまた、、、、65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者((((日常生活自立度日常生活自立度日常生活自立度日常生活自立度ⅡⅡⅡⅡ以上以上以上以上))))はははは、、、、20,476 20,476 20,476 20,476 人人人人（（（（男性男性男性男性

5,7145,7145,7145,714 人人人人、、、、女性女性女性女性 14,76214,76214,76214,762 人人人人））））でででで、、、、高齢者人口高齢者人口高齢者人口高齢者人口にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合はははは、、、、9999．．．．5555％％％％となっていまとなっていまとなっていまとなっていま

すすすす。。。。    

        更更更更にににに、、、、認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者のうちのうちのうちのうち、、、、75757575 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者高齢者高齢者高齢者がががが 18181818，，，，983983983983 人人人人でででで、、、、92929292．．．．7777％％％％をををを占占占占めめめめ    

ていますていますていますています。。。。    

            

県総世帯数
６５歳以上高齢者

夫婦世帯数
県総世帯数に
対する割合

（世帯） （世帯） （％）

平成20年 340,733 28,231 8.3

平成21年 343,183 29,340 8.5

平成22年 344,800 30,166 8.7

平成23年 347,565 31,154 9.0

平成24年 347,994 31,055 8.9

　　　　　区分

　
年

男 女 男 女 男 女

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （％） （％） （％）

平成20年 204,275 86,355 117,920 26,492 7,018 19,474 13.0 8.1 16.5

平成21年 209,195 88,799 120,396 27,781 7,539 20,242 13.3 8.5 16.8

平成22年 211,888 89,943 121,945 28,824 7,813 21,011 13.6 8.7 17.2

平成23年 211,892 89,951 121,941 29,970 8,431 21,539 14.1 9.4 17.7

平成24年 214,765 91,389 123,376 31,072 8,811 22,261 14.5 9.6 18.0

在宅ひとり暮らし高齢者数
65歳以上高齢者に対する

在宅ひとり暮らし高齢者の割合
　　 区分

年

65歳以上
高齢者数
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○○○○    このようなこのようなこのようなこのような高齢者高齢者高齢者高齢者をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況をををを背景背景背景背景にににに、「、「、「、「ともにともにともにともに生生生生きききき、、、、ともにともにともにともに支支支支えるえるえるえる」」」」といといといとい    

うううう長寿長寿長寿長寿やまなしやまなしやまなしやまなし県民憲章県民憲章県民憲章県民憲章のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、「、「、「、「明明明明るくるくるくるく活力活力活力活力あるやまなしあるやまなしあるやまなしあるやまなし」」」」のののの構築構築構築構築をををを目目目目    

指指指指しししし、、、、健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿やまなしプランやまなしプランやまなしプランやまなしプラン（（（（平成平成平成平成 24242424 年年年年～～～～平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度））））をををを策定策定策定策定しましたしましたしましたしました。。。。    

○○○○    健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿やまなしプランのやまなしプランのやまなしプランのやまなしプランの基本理念基本理念基本理念基本理念、、、、基本目標基本目標基本目標基本目標、、、、施策施策施策施策のののの方向方向方向方向はははは次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

    

    

    

「「「「暮暮暮暮らしやすさらしやすさらしやすさらしやすさ日本一日本一日本一日本一のののの県県県県づくりづくりづくりづくり」」」」    

    

    

    

    

    

健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命のののの維持向上維持向上維持向上維持向上をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、いいいい    

きいきときいきときいきときいきと安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるようらせるようらせるようらせるよう、、、、地域全体地域全体地域全体地域全体でででで高齢者高齢者高齢者高齢者をををを支支支支えるえるえるえる地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシスケアシスケアシスケアシス    

テムのテムのテムのテムの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    

    

＜＜＜＜施策施策施策施策のののの方向方向方向方向＞＞＞＞    

○○○○    健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命のののの維持向上維持向上維持向上維持向上をををを図図図図りりりり、、、、寝寝寝寝たきりやたきりやたきりやたきりや認知症認知症認知症認知症にならないようにするためにならないようにするためにならないようにするためにならないようにするため、、、、    

        高齢者高齢者高齢者高齢者がががが主体主体主体主体となってとなってとなってとなって行行行行うううう健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みなどみなどみなどみなど、、、、幅広幅広幅広幅広いいいい介護予防活動介護予防活動介護予防活動介護予防活動    

        をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

○○○○    高齢者高齢者高齢者高齢者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活をををを続続続続けられるようにするためけられるようにするためけられるようにするためけられるようにするため、、、、医医医医    

        療療療療、、、、介護介護介護介護、、、、予防予防予防予防やややや多様多様多様多様なななな生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス等等等等をををを包括的包括的包括的包括的、、、、継続的継続的継続的継続的にににに受受受受けられるけられるけられるけられる    

        地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    

○○○○    居宅居宅居宅居宅でのでのでのでの生活生活生活生活がががが困難困難困難困難なななな高齢者高齢者高齢者高齢者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活がががが送送送送れるよれるよれるよれるよ    

        うううう、、、、多様多様多様多様なニーズになニーズになニーズになニーズに対応対応対応対応するするするする高齢者福祉施設高齢者福祉施設高齢者福祉施設高齢者福祉施設のののの計画的計画的計画的計画的なななな整備整備整備整備をををを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。    

    

    

    

    

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり、、、、生生生生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

【【【【高齢者高齢者高齢者高齢者がいつまでもがいつまでもがいつまでもがいつまでも元気元気元気元気でででで生生生生きがいをきがいをきがいをきがいを持持持持ってってってって地域社会地域社会地域社会地域社会でででで活動活動活動活動できるようできるようできるようできるよう、、、、市町村市町村市町村市町村    

のののの介護予防事業介護予防事業介護予防事業介護予防事業やややや健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり、、、、生生生生きがいづくりをきがいづくりをきがいづくりをきがいづくりを推進推進推進推進するするするする老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ、、、、県社会福祉県社会福祉県社会福祉県社会福祉    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    

基 本 目 標    

基 本 理 念    

「「「「生涯生涯生涯生涯あんしんあんしんあんしんあんしん地域地域地域地域」」」」チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ    

～～～～誰誰誰誰もがもがもがもが健康健康健康健康にににに安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるやまなしをらせるやまなしをらせるやまなしをらせるやまなしを実現実現実現実現～～～～    
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協議会等協議会等協議会等協議会等のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援】】】】    

○○○○    本県本県本県本県はははは、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者がががが介護介護介護介護をををを必要必要必要必要とせずとせずとせずとせず、、、、元気元気元気元気でででで生活生活生活生活できるできるできるできる期間期間期間期間、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「健康寿健康寿健康寿健康寿    

命命命命（（（（※※※※）」）」）」）」がががが全国全国全国全国トップクラスでありトップクラスでありトップクラスでありトップクラスであり、、、、このこのこのこの一層一層一層一層のののの維持維持維持維持・・・・向上等向上等向上等向上等をををを図図図図るためるためるためるため、「、「、「、「健康健康健康健康    

長寿長寿長寿長寿やまなしやまなしやまなしやまなし推進本部推進本部推進本部推進本部」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、介護予防介護予防介護予防介護予防のののの取取取取りりりり組組組組みなどのみなどのみなどのみなどの検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、各種施各種施各種施各種施    

策策策策にににに反映反映反映反映させますさせますさせますさせます。。。。    

    

［［［［用語解説用語解説用語解説用語解説］］］］    

（（（（※※※※））））健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命    

健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命にはにはにはには、、、、様様様様々々々々なななな定義定義定義定義やややや算出方法算出方法算出方法算出方法がありがありがありがあり、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ客観的客観的客観的客観的なデータやなデータやなデータやなデータや算出方算出方算出方算出方    

法法法法にににに基基基基づきづきづきづき算出算出算出算出しているしているしているしている。。。。本県本県本県本県のののの調査調査調査調査ではではではでは、、、、平成平成平成平成 15151515 年度年度年度年度にににに、、、、健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命をををを「「「「介護介護介護介護をををを受受受受    

けずにけずにけずにけずに自立自立自立自立してしてしてして生活生活生活生活できるできるできるできる期間期間期間期間」」」」としてとしてとしてとして、、、、介護保険介護保険介護保険介護保険でのでのでのでの要介護認定者数等要介護認定者数等要介護認定者数等要介護認定者数等にににに基基基基づきづきづきづき、、、、    

健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命がががが日本一日本一日本一日本一であることがであることがであることがであることが確認確認確認確認されされされされ、、、、平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度にににに、、、、山梨県立大学山梨県立大学山梨県立大学山梨県立大学のののの小田切陽小田切陽小田切陽小田切陽    

一教授一教授一教授一教授のののの算定算定算定算定においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、男女男女男女男女ともともともとも全国全国全国全国でででで 1111～～～～2222 位位位位をををを占占占占めめめめ、、、、引引引引きききき続続続続きききき健康寿命日本一健康寿命日本一健康寿命日本一健康寿命日本一    

であることがであることがであることがであることが確認確認確認確認されたされたされたされた。。。。    

またまたまたまた、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省ではではではでは、、、、平成平成平成平成 24242424 年年年年 6666 月月月月にににに、、、、健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命をををを「「「「日常生活日常生活日常生活日常生活にににに支障支障支障支障のないのないのないのない期期期期    

間間間間」」」」としてとしてとしてとして、、、、国民生活基礎調査国民生活基礎調査国民生活基礎調査国民生活基礎調査におけるにおけるにおけるにおける「「「「あなたはあなたはあなたはあなたは現在現在現在現在、、、、健康上健康上健康上健康上のののの問題問題問題問題でででで日常生活日常生活日常生活日常生活    

にににに何何何何かかかか影響影響影響影響がありますかがありますかがありますかがありますか」」」」とのとのとのとの調査項目等調査項目等調査項目等調査項目等にににに基基基基づきづきづきづき、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県のののの健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命をををを算出算出算出算出・・・・    

公表公表公表公表しししし、、、、本県本県本県本県はははは男性男性男性男性 5555 位位位位、、、、女性女性女性女性 12121212 位位位位となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    

○○○○    高齢者高齢者高齢者高齢者がががが自立自立自立自立したしたしたした日常生活日常生活日常生活日常生活をををを営営営営むことができるようむことができるようむことができるようむことができるよう、、、、市町村等市町村等市町村等市町村等にににに対対対対しししし、、、、地域包括地域包括地域包括地域包括    

支援支援支援支援センターセンターセンターセンター職員研修職員研修職員研修職員研修やややや介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント従事者研修従事者研修従事者研修従事者研修などをなどをなどをなどを実施実施実施実施しししし、、、、地域地域地域地域    

支援事業支援事業支援事業支援事業のののの効果的効果的効果的効果的でででで円滑円滑円滑円滑なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、介護予防介護予防介護予防介護予防のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、介護予防支援介護予防支援介護予防支援介護予防支援ソフトのソフトのソフトのソフトの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用    

をををを市町村市町村市町村市町村にににに働働働働きかけますきかけますきかけますきかけます。。。。    

○○○○    高齢者高齢者高齢者高齢者のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり、、、、生生生生きがいづくりをきがいづくりをきがいづくりをきがいづくりを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動へのへのへのへの助成助成助成助成、、、、    

いきいきいきいきいきいきいきいき山梨山梨山梨山梨ねんりんピッねんりんピッねんりんピッねんりんピックやシルバークやシルバークやシルバークやシルバー作品展作品展作品展作品展などのなどのなどのなどの開催開催開催開催、、、、ことぶきマスターことぶきマスターことぶきマスターことぶきマスター制度制度制度制度    

のののの一層一層一層一層のののの充実充実充実充実をををを図図図図るなどるなどるなどるなど高齢者高齢者高齢者高齢者のののの社会参加社会参加社会参加社会参加をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

    

認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者へのへのへのへの支援支援支援支援    

【【【【認知症認知症認知症認知症になってもになってもになってもになっても、、、、住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活がががが送送送送れるようれるようれるようれるよう、、、、認知症認知症認知症認知症にににに対対対対するするするする    

理解理解理解理解のののの普及普及普及普及やややや介護技術介護技術介護技術介護技術のののの向上向上向上向上をををを支援支援支援支援するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、医療医療医療医療とととと介護介護介護介護のののの連携強化連携強化連携強化連携強化などなどなどなど地域地域地域地域    

におけるにおけるにおけるにおける総合的総合的総合的総合的なななな支援体制支援体制支援体制支援体制づくりをづくりをづくりをづくりを促進促進促進促進】】】】    

○○○○    「「「「山梨県認知症対策推進会議山梨県認知症対策推進会議山梨県認知症対策推進会議山梨県認知症対策推進会議」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、認知症認知症認知症認知症にににに関関関関するするするする正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識のののの普及普及普及普及やややや認認認認    
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知症知症知症知症のののの人人人人とととと家族家族家族家族へのへのへのへの支援支援支援支援のののの方策方策方策方策などのなどのなどのなどの検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、各種施策各種施策各種施策各種施策にににに反映反映反映反映させていきますさせていきますさせていきますさせていきます。。。。    

○○○○    認知症認知症認知症認知症をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解しししし、、、、認知症認知症認知症認知症のののの人人人人やややや家族家族家族家族をををを温温温温かくかくかくかく見守見守見守見守るるるる認知症認知症認知症認知症サポーターやサポーターやサポーターやサポーターやそそそそ    

のサポーターのサポーターのサポーターのサポーターをををを養成養成養成養成するするするするためのためのためのための講師講師講師講師となるキャラバン・メイトをとなるキャラバン・メイトをとなるキャラバン・メイトをとなるキャラバン・メイトを養成養成養成養成しますしますしますします。。。。    

○○○○    かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医のののの認知症対応力向上認知症対応力向上認知症対応力向上認知症対応力向上のためののためののためののための研修研修研修研修をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ    

医医医医にににに対対対対しししし助言等助言等助言等助言等のののの支援支援支援支援をををを行行行行うううう「「「「認知症認知症認知症認知症サポートサポートサポートサポート医医医医」」」」のののの養成養成養成養成やフォローアップやフォローアップやフォローアップやフォローアップ研修研修研修研修をををを    

実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

○○○○    認知症介護認知症介護認知症介護認知症介護にににに携携携携わるわるわるわる施設職員等施設職員等施設職員等施設職員等をををを対象対象対象対象にににに実践的実践的実践的実践的なななな研修研修研修研修をををを行行行行うことなどによりうことなどによりうことなどによりうことなどにより、、、、介介介介    

護護護護サービスのサービスのサービスのサービスの質質質質のののの向上向上向上向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○    認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者をををを抱抱抱抱えるえるえるえる家族家族家族家族をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、家族家族家族家族とととと認知症介護認知症介護認知症介護認知症介護のののの経験者経験者経験者経験者によるによるによるによる交交交交    

流会流会流会流会やややや研修会研修会研修会研修会をををを開催開催開催開催するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、介護介護介護介護のののの悩悩悩悩みみみみ事等事等事等事等のののの電話相談電話相談電話相談電話相談をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの構築構築構築構築    

【【【【高齢者高齢者高齢者高齢者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活をををを続続続続けられるようけられるようけられるようけられるよう、、、、医療医療医療医療、、、、介護介護介護介護、、、、予防予防予防予防やややや多多多多    

様様様様なななな生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス等等等等がががが包括的包括的包括的包括的、、、、継続的継続的継続的継続的にににに提供提供提供提供できるできるできるできる地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムをケアシステムをケアシステムをケアシステムを構構構構    

築築築築】】】】    

○○○○    医療的医療的医療的医療的ニーズのニーズのニーズのニーズの高高高高いいいい高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅生活在宅生活在宅生活在宅生活をををを支支支支えるためえるためえるためえるため、、、、医療医療医療医療とととと連携連携連携連携したしたしたした介護介護介護介護サービサービサービサービ    

スがスがスがスが継続的継続的継続的継続的にににに提供提供提供提供できるできるできるできる体制体制体制体制づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

○○○○    定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回・・・・随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護などのなどのなどのなどの在宅在宅在宅在宅サービスのサービスのサービスのサービスの普及促進普及促進普及促進普及促進にににに取取取取りりりり組組組組みまみまみまみま    

すすすす。。。。    

○○○○    地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの構築構築構築構築にににに向向向向けてけてけてけて中中中中心的役割心的役割心的役割心的役割をををを果果果果たすたすたすたす地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センタセンタセンタセンタ    

ーのーのーのーの機能強化機能強化機能強化機能強化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、地域地域地域地域でででで連携連携連携連携してしてしてして高齢者高齢者高齢者高齢者をををを支支支支えるえるえるえる地域地域地域地域ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの構築構築構築構築    

やややや、、、、多職種多職種多職種多職種がががが連携連携連携連携してしてしてして地域課題地域課題地域課題地域課題のののの解決解決解決解決をををを図図図図るるるる地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議のののの活用活用活用活用にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ市町村市町村市町村市町村    

をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

○○○○    高齢者高齢者高齢者高齢者のののの自立自立自立自立やややや介護介護介護介護のののの軽度化軽度化軽度化軽度化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、市町村等市町村等市町村等市町村等がががが行行行行うううう介護予防事業介護予防事業介護予防事業介護予防事業やややや高齢者高齢者高齢者高齢者    

のののの自主的自主的自主的自主的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

○○○○    見守見守見守見守りやりやりやりや配食配食配食配食、、、、買買買買いいいい物物物物やややや通院通院通院通院のためののためののためののための外出支援外出支援外出支援外出支援などなどなどなど、、、、地域地域地域地域のののの実情実情実情実情やややや高齢者高齢者高齢者高齢者のニーのニーのニーのニー    

ズにズにズにズに応応応応じたじたじたじた高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生活生活生活生活をををを支支支支えるえるえるえる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

○○○○    サービスサービスサービスサービス付付付付きききき高齢者向高齢者向高齢者向高齢者向けけけけ住宅住宅住宅住宅のののの供給供給供給供給のののの促進促進促進促進をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、デイサービスやデイサービスやデイサービスやデイサービスや定期定期定期定期    

巡回巡回巡回巡回・・・・随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護などのなどのなどのなどの介護介護介護介護サービスをサービスをサービスをサービスを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせた仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの普及普及普及普及をををを    

図図図図りますりますりますります。。。。    

    

良質良質良質良質でででで多様多様多様多様なななな介護保険介護保険介護保険介護保険サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供    

【【【【高齢者高齢者高齢者高齢者のののの多様多様多様多様なニーズになニーズになニーズになニーズに対応対応対応対応するするするする高齢者福祉施設高齢者福祉施設高齢者福祉施設高齢者福祉施設のののの計画的計画的計画的計画的なななな整備整備整備整備をををを促進促進促進促進するととするととするととするとと    
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もにもにもにもに、、、、介護介護介護介護サービスのサービスのサービスのサービスの円滑円滑円滑円滑なななな推進推進推進推進とととと質質質質のののの向上向上向上向上をををを促進促進促進促進】】】】        

○○○○    居宅居宅居宅居宅においてにおいてにおいてにおいて生活生活生活生活することがすることがすることがすることが困難困難困難困難なななな高齢者高齢者高齢者高齢者がががが、、、、住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活がががが    

送送送送れるようれるようれるようれるよう、、、、定員定員定員定員 29292929 人以下人以下人以下人以下のののの特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム、、、、小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護、、、、認認認認    

知症高齢者知症高齢者知症高齢者知症高齢者グループホームなどのグループホームなどのグループホームなどのグループホームなどの地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスをサービスをサービスをサービスを基本基本基本基本にににに、、、、市町村市町村市町村市町村のののの計画的計画的計画的計画的なななな    

整備整備整備整備をををを支援支援支援支援していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

○○○○    介護保険施設介護保険施設介護保険施設介護保険施設についてについてについてについて、、、、在宅在宅在宅在宅にににに近近近近いいいい居住環境居住環境居住環境居住環境のののの中中中中でででで高齢者一人高齢者一人高齢者一人高齢者一人ひとりのひとりのひとりのひとりの生活生活生活生活をををを尊尊尊尊    

重重重重したしたしたした個別個別個別個別ケアをケアをケアをケアを行行行行うユニットケアをうユニットケアをうユニットケアをうユニットケアを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、既存施設既存施設既存施設既存施設のユニットのユニットのユニットのユニット型型型型へのへのへのへの転転転転    

換換換換をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

○○○○    介護介護介護介護サービスのサービスのサービスのサービスの円滑円滑円滑円滑なななな推進推進推進推進とととと質質質質のののの向上向上向上向上がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう、、、、介護職員介護職員介護職員介護職員のののの確保確保確保確保、、、、処遇改処遇改処遇改処遇改    

善善善善にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや、、、、介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス従事者従事者従事者従事者をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした研修研修研修研修のののの実施実施実施実施、、、、事業所事業所事業所事業所にににに対対対対    

するするするする指導監督指導監督指導監督指導監督をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、介護介護介護介護サービスのサービスのサービスのサービスの評価評価評価評価やややや情報情報情報情報のののの公表等公表等公表等公表等によりサービスによりサービスによりサービスによりサービス    

のののの質質質質のののの向向向向上上上上をををを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。    

○○○○    第第第第２２２２期介護給付適正化期介護給付適正化期介護給付適正化期介護給付適正化にににに関関関関するするするする指針指針指針指針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、効果的効果的効果的効果的なななな取組事例取組事例取組事例取組事例などのなどのなどのなどの情報提供情報提供情報提供情報提供    

やややや研修会等研修会等研修会等研修会等をををを通通通通してしてしてして、、、、市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うううう「「「「要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定のののの適正化適正化適正化適正化」「」「」「」「ケアプランのケアプランのケアプランのケアプランの点検点検点検点検」」」」    

やややや「「「「医療情報医療情報医療情報医療情報とのとのとのとの突合突合突合突合・・・・縦覧点検縦覧点検縦覧点検縦覧点検」」」」等等等等のののの介護給付適正化介護給付適正化介護給付適正化介護給付適正化のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

    

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの尊厳尊厳尊厳尊厳のののの保持保持保持保持    

【【【【高齢者高齢者高齢者高齢者のののの尊厳尊厳尊厳尊厳がががが保持保持保持保持されるようされるようされるようされるよう、、、、虐待虐待虐待虐待のののの防止防止防止防止、、、、身体拘束身体拘束身体拘束身体拘束のののの解消解消解消解消やややや権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護のののの取取取取りりりり組組組組    

みをみをみをみを促進促進促進促進】】】】    

○○○○    高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止のののの中心的役割中心的役割中心的役割中心的役割をををを担担担担うううう市町村市町村市町村市町村をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、専門職専門職専門職専門職によるによるによるによる電話相電話相電話相電話相    

談談談談・・・・派遣支援派遣支援派遣支援派遣支援をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、高齢者虐待対応事例検討会等高齢者虐待対応事例検討会等高齢者虐待対応事例検討会等高齢者虐待対応事例検討会等をををを開催開催開催開催しししし、、、、虐待防虐待防虐待防虐待防    

止止止止へのへのへのへの対応対応対応対応やややや虐待虐待虐待虐待がががが起起起起きないきないきないきない地域地域地域地域づくりのためのネットワークのづくりのためのネットワークのづくりのためのネットワークのづくりのためのネットワークの構築構築構築構築などのなどのなどのなどの検討検討検討検討    

をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

○○○○    介護保険施設等介護保険施設等介護保険施設等介護保険施設等におけるにおけるにおけるにおける身体拘束身体拘束身体拘束身体拘束のののの解消解消解消解消をををを目指目指目指目指しししし、、、、看護職員看護職員看護職員看護職員、、、、介護職員介護職員介護職員介護職員にににに対対対対するするするする

研修研修研修研修のののの開催開催開催開催やややや県民県民県民県民へのへのへのへの意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○    山梨県社会福祉協議会山梨県社会福祉協議会山梨県社会福祉協議会山梨県社会福祉協議会がががが実施実施実施実施しているしているしているしている日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業にににに対対対対するするするする助成助成助成助成やややや    県県県県    

ホームページホームページホームページホームページ等等等等をををを通通通通じてじてじてじて成年後見人制度成年後見人制度成年後見人制度成年後見人制度のののの仕組仕組仕組仕組みやみやみやみや相談窓口等相談窓口等相談窓口等相談窓口等をををを周知周知周知周知するとともするとともするとともするととも    

にににに、、、、市町村市町村市町村市町村にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供やややや技術的助言技術的助言技術的助言技術的助言などをなどをなどをなどを行行行行いいいい権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支支支支    

援援援援しますしますしますします。。。。    
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第第第第３３３３節節節節    障害者保健福祉障害者保健福祉障害者保健福祉障害者保健福祉    

    

    

○○○○    県内県内県内県内のののの身体障害者手帳交付者身体障害者手帳交付者身体障害者手帳交付者身体障害者手帳交付者はははは 41,54841,54841,54841,548 人人人人、、、、療育手帳交付者療育手帳交付者療育手帳交付者療育手帳交付者はははは 5,6205,6205,6205,620 人人人人、、、、精神障精神障精神障精神障

害者保健福祉手帳交付者害者保健福祉手帳交付者害者保健福祉手帳交付者害者保健福祉手帳交付者はははは 5,3775,3775,3775,377 人人人人（（（（いずれもいずれもいずれもいずれも平成平成平成平成 23232323 年度末現在年度末現在年度末現在年度末現在））））でありでありでありであり、、、、手帳手帳手帳手帳

交付者交付者交付者交付者はははは年年年年々々々々増加増加増加増加のののの傾向傾向傾向傾向にありますにありますにありますにあります。。。。    

○○○○    障害別障害別障害別障害別ではではではでは身体障害身体障害身体障害身体障害のののの肢体不自由及肢体不自由及肢体不自由及肢体不自由及びびびび内部障害内部障害内部障害内部障害のののの割合割合割合割合がががが高高高高くくくく、、、、特特特特にににに、、、、内部障害内部障害内部障害内部障害のののの

増加増加増加増加がががが著著著著しいしいしいしい状況状況状況状況ですですですです。。。。    

○○○○    障害障害障害障害のののの早期発見早期発見早期発見早期発見、、、、早期療育早期療育早期療育早期療育のののの連携体制連携体制連携体制連携体制をををを整備整備整備整備するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ライフステージにライフステージにライフステージにライフステージに応応応応

じたじたじたじた一貫一貫一貫一貫したしたしたした相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制のののの充実充実充実充実がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

○○○○    日日日日々々々々のののの生活生活生活生活をををを充実充実充実充実させてさせてさせてさせて地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける活動活動活動活動につなげるためにはにつなげるためにはにつなげるためにはにつなげるためには、、、、保健保健保健保健、、、、医療医療医療医療、、、、介介介介

護護護護、、、、生活支援生活支援生活支援生活支援そのそのそのその他自立他自立他自立他自立のためののためののためののための適切適切適切適切なななな支援支援支援支援がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

    

資料資料資料資料：：：：県障害福祉課調県障害福祉課調県障害福祉課調県障害福祉課調べべべべ    

    

    

    

障害障害障害障害のののの原因原因原因原因となるとなるとなるとなる傷病傷病傷病傷病のののの予防予防予防予防・・・・早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期治療体制早期治療体制早期治療体制早期治療体制のののの充実充実充実充実    

○○○○    障害障害障害障害のののの原因原因原因原因となるとなるとなるとなる傷病傷病傷病傷病のののの発生予防発生予防発生予防発生予防のためのためのためのため、、、、市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携してしてしてして生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防などなどなどなど

のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり施策施策施策施策をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

○○○○    障害障害障害障害のののの原因原因原因原因となるとなるとなるとなる傷病傷病傷病傷病をををを早期早期早期早期にににに発見発見発見発見するためするためするためするため、、、、先天性代謝異常検査先天性代謝異常検査先天性代謝異常検査先天性代謝異常検査（（（（※※※※）、）、）、）、新生新生新生新生

児聴覚検査等児聴覚検査等児聴覚検査等児聴覚検査等のののの検査体制検査体制検査体制検査体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診などのなどのなどのなどの実施実施実施実施によりによりによりにより、、、、市市市市
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町村町村町村町村とととと連携連携連携連携してしてしてして障害障害障害障害のののの早期発見早期発見早期発見早期発見、、、、診断診断診断診断、、、、相談相談相談相談、、、、療育療育療育療育をををを進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

○○○○    あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの医療福祉医療福祉医療福祉医療福祉センターではセンターではセンターではセンターでは心身心身心身心身のののの障害障害障害障害にににに関関関関してしてしてして、、、、こころのこころのこころのこころの発達総合支援発達総合支援発達総合支援発達総合支援センセンセンセン

ターではターではターではターでは発達障害発達障害発達障害発達障害にににに関関関関してしてしてして、、、、障害障害障害障害のののの早期発見早期発見早期発見早期発見、、、、治療治療治療治療からからからから指導指導指導指導・・・・療育療育療育療育までのまでのまでのまでの一貫一貫一貫一貫したしたしたした

支援体制支援体制支援体制支援体制をををを充実充実充実充実しますしますしますします。。。。    

［［［［用語解説用語解説用語解説用語解説］］］］    

（（（（※※※※））））先天性代謝異常検査先天性代謝異常検査先天性代謝異常検査先天性代謝異常検査    

フェニールケトンフェニールケトンフェニールケトンフェニールケトン尿症尿症尿症尿症などのなどのなどのなどの先天性代謝異常及先天性代謝異常及先天性代謝異常及先天性代謝異常及びびびび先天性甲状腺機能低下症先天性甲状腺機能低下症先天性甲状腺機能低下症先天性甲状腺機能低下症はははは放置放置放置放置すすすす

るとるとるとると知的障害知的障害知的障害知的障害などのなどのなどのなどの症状症状症状症状をををを来来来来すのですのですのですので、、、、異常異常異常異常をををを早期早期早期早期にににに発見発見発見発見するするするする必要必要必要必要があることからがあることからがあることからがあることから、、、、新新新新

生児生児生児生児をををを対象対象対象対象にににに実施実施実施実施するするするする血液血液血液血液によるマス・スクリーニングによるマス・スクリーニングによるマス・スクリーニングによるマス・スクリーニング検査検査検査検査。。。。    

    

保健保健保健保健、、、、医療医療医療医療、、、、福祉等各分福祉等各分福祉等各分福祉等各分野野野野のののの連携連携連携連携のののの強化強化強化強化    

○○○○    障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人がががが、、、、適切適切適切適切なななな自己選択自己選択自己選択自己選択、、、、自己決定自己決定自己決定自己決定ができるようができるようができるようができるよう、、、、障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの

充実充実充実充実をををを図図図図りりりり、、、、適切適切適切適切なななな情報情報情報情報のののの提供提供提供提供をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、保健保健保健保健、、、、医療医療医療医療、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、労働労働労働労働、、、、教育教育教育教育なななな

どどどど様様様様々々々々なななな分野分野分野分野がががが連携連携連携連携したしたしたした支援支援支援支援のののの確保確保確保確保をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○    障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人のののの多様多様多様多様なニーズになニーズになニーズになニーズに対応対応対応対応するためにはするためにはするためにはするためには相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制のののの構築構築構築構築がががが重要重要重要重要でででで

ありありありあり、、、、障害保健福祉圏域障害保健福祉圏域障害保健福祉圏域障害保健福祉圏域ごとにごとにごとにごとに地域地域地域地域ネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築にににに向向向向けたけたけたけた指導指導指導指導、、、、調整等調整等調整等調整等をををを行行行行うううう

圏域圏域圏域圏域マネージャーをマネージャーをマネージャーをマネージャーを配置配置配置配置しししし、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制のののの整備整備整備整備・・・・充実強化充実強化充実強化充実強化のののの広域的広域的広域的広域的

支援支援支援支援をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

○○○○    精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者がががが入院中心入院中心入院中心入院中心のののの医療医療医療医療ではなくではなくではなくではなく住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた家家家家やややや地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らしながららしながららしながららしながら療養療養療養療養

できるようできるようできるようできるよう保健保健保健保健、、、、医療医療医療医療、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、教育教育教育教育、、、、就労等就労等就労等就労等のののの関係機関関係機関関係機関関係機関がががが連携連携連携連携したしたしたした支援支援支援支援のののの充実充実充実充実をををを図図図図

りますりますりますります。。。。    

○○○○    障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人のののの社会参加社会参加社会参加社会参加のののの機会機会機会機会のののの確保確保確保確保やややや共生社会共生社会共生社会共生社会をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、保健保健保健保健、、、、医療医療医療医療、、、、

福祉等福祉等福祉等福祉等、、、、各分野各分野各分野各分野のののの更更更更なるなるなるなる連携連携連携連携にににに努努努努めめめめ障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、障害者保健福祉施障害者保健福祉施障害者保健福祉施障害者保健福祉施

策策策策のののの推進推進推進推進をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    
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第第第第４４４４節節節節    母子保健福祉母子保健福祉母子保健福祉母子保健福祉    

    

    

母子保健母子保健母子保健母子保健のののの水準水準水準水準    

○○○○    県県県県ではではではでは、、、、母子保健対策母子保健対策母子保健対策母子保健対策としてとしてとしてとして、、、、少子化少子化少子化少子化やややや核家族化核家族化核家族化核家族化のののの中中中中でででで県民県民県民県民がががが安心安心安心安心してしてしてして子子子子どもをどもをどもをどもを

産産産産みみみみ、、、、子子子子どものどものどものどもの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長とゆとりあるとゆとりあるとゆとりあるとゆとりある子育子育子育子育てをてをてをてを支援支援支援支援するためのするためのするためのするための家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域におにおにおにお

けるけるけるける環境環境環境環境づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした各種施策各種施策各種施策各種施策をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

○○○○    国国国国はははは、、、、平成平成平成平成 12121212 年年年年 10101010 月月月月にににに 21212121 世紀世紀世紀世紀のののの母子保健母子保健母子保健母子保健のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性とととと目標目標目標目標やややや指標指標指標指標をををを

示示示示したしたしたした「「「「健健健健やかやかやかやか親子親子親子親子 21212121」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、母子保健母子保健母子保健母子保健のののの新新新新たなたなたなたな課題課題課題課題としてとしてとしてとして、、、、育児不安育児不安育児不安育児不安やややや虐虐虐虐

待対策待対策待対策待対策をををを含含含含めたよりめたよりめたよりめたより広範広範広範広範なななな子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの役割役割役割役割とととと不妊対策不妊対策不妊対策不妊対策やややや思春期対策思春期対策思春期対策思春期対策などをなどをなどをなどを示示示示しししし、、、、

平成平成平成平成 21212121 年年年年にはにはにはには第第第第 2222 回中間評価回中間評価回中間評価回中間評価をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

        本県本県本県本県でもでもでもでも、、、、これをこれをこれをこれを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度にににに本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける「「「「健健健健やかやかやかやか親子親子親子親子 21212121」」」」のののの中間中間中間中間

評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその後後後後のののの重点課題重点課題重点課題重点課題としてとしてとしてとして「「「「妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産にににに関関関関するするするする安全性安全性安全性安全性とととと快適快適快適快適さのさのさのさの確保確保確保確保

とととと不妊不妊不妊不妊へのへのへのへの支援支援支援支援」」」」などのなどのなどのなどの４４４４つのつのつのつの柱柱柱柱をををを示示示示しましたしましたしましたしました。。。。    

○○○○    本県本県本県本県ではではではでは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの関係者関係者関係者関係者のののの様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの結果結果結果結果、、、、母子保健母子保健母子保健母子保健のののの水準水準水準水準をををを示示示示すすすす指指指指

標標標標はははは概概概概ねねねね全国平均全国平均全国平均全国平均レベルとなっていますレベルとなっていますレベルとなっていますレベルとなっています。。。。    

        引引引引きききき続続続続きききき、「、「、「、「健健健健やかやかやかやか親子親子親子親子 21212121」」」」をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて母子保健福祉母子保健福祉母子保健福祉母子保健福祉のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを

市町村及市町村及市町村及市町村及びびびび関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携してしてしてして進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

    

平成平成平成平成19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

出生率出生率出生率出生率 山梨県山梨県山梨県山梨県 8.18.18.18.1 8.18.18.18.1 7.87.87.87.8 7.87.87.87.8 7.67.67.67.6

（（（（人口千対人口千対人口千対人口千対）））） 全国全国全国全国 8.68.68.68.6 8.78.78.78.7 8.78.78.78.7 8.58.58.58.5 8.38.38.38.3

乳児死亡率乳児死亡率乳児死亡率乳児死亡率 山梨県山梨県山梨県山梨県 1.91.91.91.9 1.41.41.41.4 2.72.72.72.7 1.11.11.11.1 1.41.41.41.4

（（（（出生千対出生千対出生千対出生千対）））） 全国全国全国全国 2.62.62.62.6 2.62.62.62.6 2.42.42.42.4 2.32.32.32.3 2.32.32.32.3

新生児死亡率新生児死亡率新生児死亡率新生児死亡率 山梨県山梨県山梨県山梨県 0.70.70.70.7 0.40.40.40.4 1.71.71.71.7 0.30.30.30.3 0.30.30.30.3

（（（（出生千対出生千対出生千対出生千対）））） 全国全国全国全国 1.31.31.31.3 1.21.21.21.2 1.21.21.21.2 1.11.11.11.1 1.11.11.11.1

死産率死産率死産率死産率 山梨県山梨県山梨県山梨県 25.825.825.825.8 21.521.521.521.5 24.924.924.924.9 23.623.623.623.6 23.923.923.923.9

（（（（出産千対出産千対出産千対出産千対）））） 全国全国全国全国 26.226.226.226.2 25.225.225.225.2 24.624.624.624.6 24.224.224.224.2 23.923.923.923.9

周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率 山梨県山梨県山梨県山梨県 3.03.03.03.0 3.23.23.23.2 4.44.44.44.4 4.44.44.44.4 4.54.54.54.5

（（（（出産千対出産千対出産千対出産千対）））） 全国全国全国全国 4.54.54.54.5 4.34.34.34.3 4.24.24.24.2 4.24.24.24.2 4.14.14.14.1

妊産婦死亡率妊産婦死亡率妊産婦死亡率妊産婦死亡率 山梨県山梨県山梨県山梨県 ---- ---- 14.714.714.714.7 ---- 15.215.215.215.2

（（（（出産出産出産出産10101010万対万対万対万対）））） 全国全国全国全国 3.13.13.13.1 3.53.53.53.5 4.84.84.84.8 4.14.14.14.1 3.83.83.83.8

山梨県山梨県山梨県山梨県 1.351.351.351.35 1.351.351.351.35 1.311.311.311.31 1.461.461.461.46 1.411.411.411.41

全国全国全国全国 1.341.341.341.34 1.371.371.371.37 1.371.371.371.37 1.391.391.391.39 1.391.391.391.39

資料資料資料資料：：：：人口動態統計人口動態統計人口動態統計人口動態統計（（（（厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省））））

合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のののの健康管理健康管理健康管理健康管理    

○○○○    妊娠妊娠妊娠妊娠がががが正常正常正常正常にににに経過経過経過経過していることをしていることをしていることをしていることを確認確認確認確認しししし，，，，ハイリスクハイリスクハイリスクハイリスク妊娠妊娠妊娠妊娠のののの早期抽出早期抽出早期抽出早期抽出，，，，妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中にににに

発症発症発症発症するするするする各種合併症各種合併症各種合併症各種合併症のののの発症予防発症予防発症予防発症予防などをなどをなどをなどを目的目的目的目的としてとしてとしてとして妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査がががが行行行行われていますわれていますわれていますわれています

がががが、、、、平成平成平成平成 21212121 年年年年 2222 月月月月からからからから市町村市町村市町村市町村がががが実施主体実施主体実施主体実施主体となってとなってとなってとなって「「「「山梨県妊婦健康診査基金事業山梨県妊婦健康診査基金事業山梨県妊婦健康診査基金事業山梨県妊婦健康診査基金事業」」」」

によりによりによりにより、、、、従来従来従来従来のののの 5555 回回回回のののの健康診査健康診査健康診査健康診査にににに 9999 回回回回のののの検査検査検査検査をををを加加加加ええええ、、、、妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中にににに必要必要必要必要なななな 14141414 回回回回のののの妊婦妊婦妊婦妊婦

健康診査健康診査健康診査健康診査をををを対象対象対象対象にににに助成助成助成助成をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

○○○○    平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度からはからはからはからは、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠 26262626 週以降週以降週以降週以降にににに行行行行われるわれるわれるわれる HTLVHTLVHTLVHTLV－－－－1111 抗体検査抗体検査抗体検査抗体検査とクラミジアとクラミジアとクラミジアとクラミジア抗抗抗抗

原検査原検査原検査原検査がががが公費助成公費助成公費助成公費助成のののの対象対象対象対象となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    

児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待    

○○○○    児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待はははは、、、、少子化少子化少子化少子化やややや核家族化核家族化核家族化核家族化、、、、地域地域地域地域のののの養養養養育力育力育力育力のののの低下低下低下低下、、、、経済不況等経済不況等経済不況等経済不況等をををを背景背景背景背景にににに、、、、保保保保

護者護者護者護者のののの育児負担育児負担育児負担育児負担、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの孤立孤立孤立孤立などからのなどからのなどからのなどからの育児育児育児育児ストレスをストレスをストレスをストレスを感感感感じじじじ、、、、虐待虐待虐待虐待にににに至至至至ってしまってしまってしまってしま

うケースもうケースもうケースもうケースも多多多多くくくく、、、、年年年年々々々々増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。    

虐待虐待虐待虐待はははは、、、、様様様様々々々々なななな要因要因要因要因がががが重重重重なってなってなってなって起起起起きるきるきるきる場合場合場合場合がががが多多多多くくくく、、、、特特特特にににに児童児童児童児童がががが自閉傾向自閉傾向自閉傾向自閉傾向、、、、情緒障情緒障情緒障情緒障

害害害害、、、、言語障害等言語障害等言語障害等言語障害等のののの場合場合場合場合はははは虐待虐待虐待虐待のリスクがのリスクがのリスクがのリスクが高高高高いいいい傾向傾向傾向傾向にありますにありますにありますにあります。。。。    

虐待虐待虐待虐待のののの未然防止未然防止未然防止未然防止のためにはのためにはのためにはのためには、、、、児童児童児童児童のののの発達上発達上発達上発達上のののの問題問題問題問題、、、、保護者保護者保護者保護者のののの育児不安育児不安育児不安育児不安などリスクなどリスクなどリスクなどリスク

要因要因要因要因をををを抱抱抱抱えるえるえるえる家庭家庭家庭家庭にににに積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減    

○○○○    乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児のののの疾病等疾病等疾病等疾病等にににに際際際際しししし、、、、受診受診受診受診にににに伴伴伴伴うううう経済的経済的経済的経済的なななな負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減することによりすることによりすることによりすることにより、、、、乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児

疾病疾病疾病疾病のののの早早早早期発見期発見期発見期発見とととと早期治療早期治療早期治療早期治療をををを促促促促しししし、、、、乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児をををを安心安心安心安心してしてしてして生生生生みみみみ育育育育てることができるてることができるてることができるてることができる環境環境環境環境

づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進していますしていますしていますしています。。。。    

        またまたまたまた、、、、少子化少子化少子化少子化がががが進行進行進行進行するするするする中中中中でででで保護者保護者保護者保護者からのからのからのからの強強強強いいいい要望要望要望要望をををを受受受受けけけけ、、、、平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度からからからから医医医医

療費療費療費療費にににに関関関関するするするする経済的経済的経済的経済的・・・・時間的負担時間的負担時間的負担時間的負担をををを軽減軽減軽減軽減するためのするためのするためのするための窓口無料化窓口無料化窓口無料化窓口無料化をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

○○○○    乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児のののの保険診療保険診療保険診療保険診療におけるにおけるにおけるにおける一部負担金一部負担金一部負担金一部負担金（（（（総医療費総医療費総医療費総医療費のののの 2222 割割割割））））をををを乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児のののの居住居住居住居住するするするする市市市市

町村町村町村町村がががが助成助成助成助成するするするする場合場合場合場合にににに県県県県がそのがそのがそのがその 1/21/21/21/2 をををを助成助成助成助成していますしていますしていますしています。。。。    

助成助成助成助成のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる年齢年齢年齢年齢はははは、、、、通院通院通院通院についてはについてはについてはについては 5555 歳未満歳未満歳未満歳未満、、、、入院入院入院入院についてはについてはについてはについては小学校就学小学校就学小学校就学小学校就学

前前前前ですですですです。。。。    
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母母母母とととと子子子子のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進        

【【【【母子保健推進体制母子保健推進体制母子保健推進体制母子保健推進体制のののの整備整備整備整備】】】】    

○○○○    県母子保健評価運営委員会県母子保健評価運営委員会県母子保健評価運営委員会県母子保健評価運営委員会やややや保健所保健所保健所保健所のののの母子保健推進会議母子保健推進会議母子保健推進会議母子保健推進会議などをなどをなどをなどを開催開催開催開催しししし、、、、市町村市町村市町村市町村やややや

母子保健関係機関母子保健関係機関母子保健関係機関母子保健関係機関とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら各種母子保健各種母子保健各種母子保健各種母子保健サービスについてサービスについてサービスについてサービスについて評価検討評価検討評価検討評価検討をををを行行行行いいいい、、、、

本県本県本県本県のののの母子保健施策母子保健施策母子保健施策母子保健施策をををを効果的効果的効果的効果的にににに推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、母子母子母子母子のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進にににに当当当当たってたってたってたって重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしているたしているたしているたしている母子保健地母子保健地母子保健地母子保健地

域組織域組織域組織域組織のののの育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援をををを引引引引きききき続続続続きききき行行行行っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

【【【【乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児のののの異常異常異常異常のののの早期発見早期発見早期発見早期発見】】】】    

○○○○    先天的先天的先天的先天的なななな病気病気病気病気やややや異常異常異常異常をををを早期発見早期発見早期発見早期発見してしてしてして誰誰誰誰もがもがもがもが健健健健やかにやかにやかにやかに成長成長成長成長できるようできるようできるようできるよう、、、、先天性代謝先天性代謝先天性代謝先天性代謝

異常検査異常検査異常検査異常検査のののの実施実施実施実施やややや新生児聴覚検査新生児聴覚検査新生児聴覚検査新生児聴覚検査のののの普及促進普及促進普及促進普及促進をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うううう健康診健康診健康診健康診

査等査等査等査等とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、医師医師医師医師やややや保健師等保健師等保健師等保健師等によるによるによるによる専門的専門的専門的専門的なななな支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

【【【【生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた女性女性女性女性のののの健康支援健康支援健康支援健康支援】】】】    

○○○○    女性女性女性女性にはにはにはには、、、、特有特有特有特有のののの疾患疾患疾患疾患（（（（子宮筋腫子宮筋腫子宮筋腫子宮筋腫・・・・子宮子宮子宮子宮がん・がん・がん・がん・乳乳乳乳がん・がん・がん・がん・骨粗鬆症骨粗鬆症骨粗鬆症骨粗鬆症・・・・更年期障害等更年期障害等更年期障害等更年期障害等））））

がありがありがありがあり心身心身心身心身にににに関関関関するするするする悩悩悩悩みをみをみをみを抱抱抱抱えるえるえるえる者者者者がががが多多多多いことからいことからいことからいことから、、、、各保健所各保健所各保健所各保健所にににに設置設置設置設置しているしているしているしている女性女性女性女性

健康相談健康相談健康相談健康相談センターにおいてセンターにおいてセンターにおいてセンターにおいて相談事業相談事業相談事業相談事業をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

    

妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のののの健康管理健康管理健康管理健康管理    

○○○○    市町村市町村市町村市町村にににに対対対対するするするする技術的支援等技術的支援等技術的支援等技術的支援等をををを行行行行いいいい、、、、妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のののの健康管理健康管理健康管理健康管理のののの充実充実充実充実をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

    

不妊不妊不妊不妊（（（（不育不育不育不育））））にににに悩悩悩悩むむむむ県民県民県民県民へのへのへのへの支援支援支援支援        

【【【【特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業のののの実施実施実施実施】】】】    

○○○○    体外受精体外受精体外受精体外受精、、、、顕微授精顕微授精顕微授精顕微授精をををを対象対象対象対象にににに治療費治療費治療費治療費のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを図図図図るためるためるためるため、、、、特定不妊治療費助成特定不妊治療費助成特定不妊治療費助成特定不妊治療費助成

事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

【【【【不妊不妊不妊不妊（（（（不育不育不育不育））））相談相談相談相談センターセンターセンターセンター事業事業事業事業のののの実施実施実施実施】】】】    

○○○○    不妊不妊不妊不妊（（（（不育不育不育不育））））相談相談相談相談センターにおいてセンターにおいてセンターにおいてセンターにおいて不妊及不妊及不妊及不妊及びびびび不育症不育症不育症不育症にににに悩悩悩悩むむむむ県民県民県民県民にににに対対対対するするするする相談相談相談相談やややや情情情情

乳幼児医療費助成事業実績乳幼児医療費助成事業実績乳幼児医療費助成事業実績乳幼児医療費助成事業実績

平成平成平成平成19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

給付延給付延給付延給付延べべべべ件数件数件数件数 549,235549,235549,235549,235 705,270705,270705,270705,270 621,078621,078621,078621,078 674,692674,692674,692674,692 672,310672,310672,310672,310

県補助金額県補助金額県補助金額県補助金額 447,691447,691447,691447,691 606,863606,863606,863606,863 543,576543,576543,576543,576 600,745600,745600,745600,745 597,123597,123597,123597,123

資料資料資料資料：：：：県児童家庭課調県児童家庭課調県児童家庭課調県児童家庭課調べべべべ

（（（（単位単位単位単位：：：：件件件件、、、、千円千円千円千円））））

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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報提供報提供報提供報提供をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

不妊不妊不妊不妊（（（（不育不育不育不育））））相談相談相談相談センターセンターセンターセンター「「「「ルピナスルピナスルピナスルピナス」」」」    

・・・・電話相談電話相談電話相談電話相談：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    午後午後午後午後 3333 時時時時～～～～7777 時時時時（（（（祝日祝日祝日祝日、、、、年末年始年末年始年末年始年末年始をををを除除除除くくくく））））    

・・・・専用電話専用電話専用電話専用電話：：：：055055055055----223223223223----2210221022102210（（（（保健師保健師保健師保健師がががが対応対応対応対応））））    

・・・・面接相面接相面接相面接相談談談談：：：：第第第第 2222・・・・第第第第 3333 水曜日水曜日水曜日水曜日（（（（医師医師医師医師やややや心理心理心理心理カウンセラーがカウンセラーがカウンセラーがカウンセラーが対応対応対応対応【【【【要予約要予約要予約要予約】）】）】）】）    

・・・・場所場所場所場所：：：：山梨県山梨県山梨県山梨県 JAJAJAJA 会館会館会館会館    5555 階階階階（（（（甲府市飯田甲府市飯田甲府市飯田甲府市飯田 1111----1111----20202020））））    

    

    

思春期思春期思春期思春期におけるにおけるにおけるにおける健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進        

【【【【健康情報等健康情報等健康情報等健康情報等のののの提供提供提供提供によるによるによるによる意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発】】】】    

○○○○    保健所保健所保健所保健所などにおいてなどにおいてなどにおいてなどにおいて健康相談健康相談健康相談健康相談をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、性感染症性感染症性感染症性感染症のののの予防予防予防予防にににに関関関関するするするする講習講習講習講習

会会会会などをなどをなどをなどを開催開催開催開催しししし、、、、思春期思春期思春期思春期におけるにおけるにおけるにおける健康健康健康健康づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのための意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止    

【【【【児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの発生予防発生予防発生予防発生予防とととと早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期対応早期対応早期対応早期対応】】】】    

○○○○    保護者保護者保護者保護者のののの育児不安育児不安育児不安育児不安をををを軽減軽減軽減軽減することによりすることによりすることによりすることにより虐待虐待虐待虐待のののの防止防止防止防止につなげるためにつなげるためにつなげるためにつなげるため、、、、乳児家庭全乳児家庭全乳児家庭全乳児家庭全

戸訪問事業戸訪問事業戸訪問事業戸訪問事業をををを全市町村全市町村全市町村全市町村でででで実施実施実施実施していますがしていますがしていますがしていますが、、、、特特特特にににに支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする家庭家庭家庭家庭にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、

養育支援訪問事業養育支援訪問事業養育支援訪問事業養育支援訪問事業などのなどのなどのなどの積極的積極的積極的積極的なななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要であることからであることからであることからであることから、、、、実施主体実施主体実施主体実施主体であるであるであるである

市町村市町村市町村市町村にににに働働働働きかけていきますきかけていきますきかけていきますきかけていきます。。。。    

【【【【児童児童児童児童のののの発達上発達上発達上発達上のののの問題問題問題問題がありがありがありがあり育児不安育児不安育児不安育児不安をををを抱抱抱抱えるえるえるえる家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの支援支援支援支援】】】】    

○○○○    児童児童児童児童のののの発達上発達上発達上発達上のののの問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、育児不安育児不安育児不安育児不安をををを抱抱抱抱えているえているえているえている家庭家庭家庭家庭にににに対対対対してしてしてして、、、、児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所なななな

どにおいてどにおいてどにおいてどにおいて、「、「、「、「1111 歳歳歳歳 6666 ヶヶヶヶ月月月月、、、、3333 歳児精神発達精密検診事後指導事業歳児精神発達精密検診事後指導事業歳児精神発達精密検診事後指導事業歳児精神発達精密検診事後指導事業」、「」、「」、「」、「集団適応困難集団適応困難集団適応困難集団適応困難

児童児童児童児童マザーズホームマザーズホームマザーズホームマザーズホーム事業事業事業事業」」」」をををを実施実施実施実施しししし、、、、児童児童児童児童にはにはにはには、、、、グループでのグループでのグループでのグループでの課題学習課題学習課題学習課題学習、、、、感覚運動感覚運動感覚運動感覚運動、、、、

遊戯療法遊戯療法遊戯療法遊戯療法などのなどのなどのなどの訓練訓練訓練訓練、、、、指導指導指導指導をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、保護者保護者保護者保護者にはにはにはには、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供やカウンセリンやカウンセリンやカウンセリンやカウンセリン

グをグをグをグを行行行行いいいい、、、、児童児童児童児童へのへのへのへの理解理解理解理解のののの促進促進促進促進やややや保護者同士保護者同士保護者同士保護者同士のののの交流等交流等交流等交流等をををを図図図図るるるる中中中中でででで、、、、育児不安育児不安育児不安育児不安をををを抱抱抱抱ええええ

るるるる家庭家庭家庭家庭をををを支援支援支援支援していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

【【【【こころのこころのこころのこころの発達総合支援発達総合支援発達総合支援発達総合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】】】】    

○○○○    虐待虐待虐待虐待によりによりによりによりこころこころこころこころをををを傷傷傷傷つけられたつけられたつけられたつけられた児童等児童等児童等児童等をををを対象対象対象対象にににに、、、、こころのこころのこころのこころの発達総合支援発達総合支援発達総合支援発達総合支援センタセンタセンタセンタ

ーにおいてーにおいてーにおいてーにおいて相談相談相談相談やややや支援支援支援支援をををを総合的総合的総合的総合的にににに実施実施実施実施していきますしていきますしていきますしていきます。（。（。（。（詳細詳細詳細詳細はははは第第第第 7777 節節節節 2222「「「「こころのこころのこころのこころの

発達総合支援発達総合支援発達総合支援発達総合支援センターセンターセンターセンター」」」」をををを参照参照参照参照））））    

    

    



----    229 229 229 229 ----    

 

乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減        

【【【【未熟児養育医療等未熟児養育医療等未熟児養育医療等未熟児養育医療等のののの給付給付給付給付】】】】    

○○○○    未熟児未熟児未熟児未熟児やややや病児病児病児病児のののの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、養育医療養育医療養育医療養育医療やややや育成医療育成医療育成医療育成医療のののの給付給付給付給付、、、、健康健康健康健康

相談相談相談相談をををを市町村市町村市町村市町村がががが実施実施実施実施できるようできるようできるようできるよう支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

        またまたまたまた、、、、慢性的慢性的慢性的慢性的なななな疾患疾患疾患疾患でででで治療治療治療治療をををを続続続続けているけているけているけている児童児童児童児童・・・・家庭家庭家庭家庭をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、小児慢性特小児慢性特小児慢性特小児慢性特

定疾患医療費定疾患医療費定疾患医療費定疾患医療費のののの給付給付給付給付をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

【【【【助成対象年齢助成対象年齢助成対象年齢助成対象年齢のののの拡大拡大拡大拡大のののの検討検討検討検討】】】】    

○○○○    現物給付方式現物給付方式現物給付方式現物給付方式によるによるによるによる県県県県やややや市町村市町村市町村市町村のののの財政負担財政負担財政負担財政負担のののの状況状況状況状況をををを見極見極見極見極めながらめながらめながらめながら、、、、実施主体実施主体実施主体実施主体であであであであ

るるるる市町村市町村市町村市町村とととと十分十分十分十分にににに協議協議協議協議をするをするをするをする中中中中でででで検討検討検討検討していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

    

＜＜＜＜推進体制推進体制推進体制推進体制＞＞＞＞    

    

    

母子保健推進体制母子保健推進体制母子保健推進体制母子保健推進体制

県 保健所 市町村

支援支援支援支援 連携・情報提供 支援支援支援支援
働働働働きかけきかけきかけきかけ

働働働働きかけきかけきかけきかけ

県母子保健

評価運営委員会

保健所管内

母子保健

推進会議

市町村母子保健連絡協議会

母子保健地域組織

県民

連携
連携

情報提供
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乳幼児医療費乳幼児医療費乳幼児医療費乳幼児医療費のののの現物給付方式現物給付方式現物給付方式現物給付方式（（（（窓口無料化窓口無料化窓口無料化窓口無料化））））

保険者（市町村等） 　　　　　市　　　町　　　村

　・受給者証の交付

　・審査支払い事務の委託

　・住民への制度周知

　・医療機関への協力依頼

医　　療　　機　　関

・診　　　　　療
乳　　幼　　児

（　医師会・歯科医師会・薬剤師会　　　）

（　病院協会・官公立病院等協議会等　）

　　国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金

　　　　　　　・医療保険料の審査

　　　　　　　・医療機関への医療費支払い

　　　　　　　　　 県

　 ・医療機関等関係機関への

　  協力依頼

　 ・市町村への制度周知

・請 求・請 求

受 診

・医療費全額の支払い ・医療費全額の請求

・支払い

医療費 （ 8割 ）

・支払い

医療費 （ 2割 ）

助 成

目標項目等 現状 目標

 妊娠11週以下での妊娠届出率 85.4％（H23) 100％

 1歳6ケ月児健診受診率 93.9％（H23) 100％

 3歳児健診受診率 90.8％（H23) 100％

数値目標数値目標数値目標数値目標    
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第第第第５５５５節節節節    学校保健学校保健学校保健学校保健    

    

    

肥満傾向肥満傾向肥満傾向肥満傾向    

○○○○    肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒（（（（※※※※））））はははは、、、、小学校小学校小学校小学校でででで 8.68.68.68.6%%%%、、、、中学校中学校中学校中学校でででで 10.310.310.310.3%%%%、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校でででで 13.213.213.213.2%%%%    

にみられますにみられますにみられますにみられます。。。。肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒のうちほぼのうちほぼのうちほぼのうちほぼ半数半数半数半数はははは、、、、軽度肥満軽度肥満軽度肥満軽度肥満ですがですがですがですが、、、、高度肥満高度肥満高度肥満高度肥満のののの    

割合割合割合割合はははは、、、、小学校小学校小学校小学校、、、、中学校中学校中学校中学校ではではではでは年齢年齢年齢年齢のののの上昇上昇上昇上昇とともにとともにとともにとともに増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。    

    

資料資料資料資料：：：：山梨県山梨県山梨県山梨県のデータはのデータはのデータはのデータは県県県県肥満傾向児及肥満傾向児及肥満傾向児及肥満傾向児及びびびび肥満指導肥満指導肥満指導肥満指導のののの実態調査実態調査実態調査実態調査、、、、全国全国全国全国のデータはのデータはのデータはのデータは学校保健統学校保健統学校保健統学校保健統    

計調査計調査計調査計調査（（（（文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省））））    
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現現現現
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％％％％
））））

平成平成平成平成24年度年度年度年度 肥満傾向児童生徒出現率肥満傾向児童生徒出現率肥満傾向児童生徒出現率肥満傾向児童生徒出現率 （（（（男子男子男子男子））））

肥満傾向出現率（山梨県） 肥満傾向出現率（全国）
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平成平成平成平成24年度年度年度年度 肥満傾向児童生徒出現率肥満傾向児童生徒出現率肥満傾向児童生徒出現率肥満傾向児童生徒出現率 （（（（女子女子女子女子））））

肥満傾向出現率（山梨県） 肥満傾向出現率（全国）

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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○○○○    肥満肥満肥満肥満にににに関関関関するするするする関係者関係者関係者関係者によるによるによるによる話話話話しししし合合合合いがいがいがいが、、、、学校内学校内学校内学校内やややや地域関係者地域関係者地域関係者地域関係者とのとのとのとの間間間間でででで少少少少ないないないない現状現状現状現状    

にありますにありますにありますにあります。。。。    

○○○○    学校内学校内学校内学校内でででで肥満傾向肥満傾向肥満傾向肥満傾向のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに対対対対してしてしてして個別指導個別指導個別指導個別指導をををを行行行行っているっているっているっている学校学校学校学校はははは、、、、平成平成平成平成 23232323 年年年年    

度度度度でででで公立小学校公立小学校公立小学校公立小学校ではではではでは 49494949 校校校校（（（（25.9%25.9%25.9%25.9%）、）、）、）、公立中学校公立中学校公立中学校公立中学校ではではではでは 30303030 校校校校（（（（34.5%34.5%34.5%34.5%）、）、）、）、県立高校県立高校県立高校県立高校ではではではでは    

４４４４校校校校（（（（9.8%9.8%9.8%9.8%））））となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

○○○○    肥満肥満肥満肥満はははは、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの乱乱乱乱れれれれ等等等等がががが重要重要重要重要なななな課題課題課題課題でありでありでありであり、、、、将来将来将来将来のののの生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病へへへへ    

のののの影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念されますされますされますされます。。。。    

    

[[[[用語解説用語解説用語解説用語解説]]]]    

（（（（※※※※））））肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒    

                性別性別性別性別、、、、年齢別年齢別年齢別年齢別、、、、身長別身長別身長別身長別にににに設定設定設定設定されたされたされたされた標準体重標準体重標準体重標準体重にににに対対対対するするするする実測体重実測体重実測体重実測体重のののの割合割合割合割合がががが 20202020％％％％以上以上以上以上

のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒。。。。    

・・・・肥満度肥満度肥満度肥満度＝（＝（＝（＝（実測体重実測体重実測体重実測体重－－－－標準体重標準体重標準体重標準体重）／）／）／）／標準体重標準体重標準体重標準体重××××100100100100（％））（％））（％））（％））    

    

アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー疾患疾患疾患疾患    

○○○○    アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー疾患疾患疾患疾患のうちアトピーのうちアトピーのうちアトピーのうちアトピー性皮膚炎性皮膚炎性皮膚炎性皮膚炎のののの罹患率罹患率罹患率罹患率はははは、、、、小学校小学校小学校小学校でででで 2.3%2.3%2.3%2.3%、、、、中学校中学校中学校中学校でででで

2.0%2.0%2.0%2.0%、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校でででで 0.7%0.7%0.7%0.7%見見見見られますられますられますられます。。。。エピペンのエピペンのエピペンのエピペンの処方処方処方処方をををを受受受受けけけけ、、、、持参持参持参持参してしてしてして登校登校登校登校していしていしていしてい

るるるる児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒もももも増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。    

    

むしむしむしむし歯歯歯歯    

○○○○    12121212 歳歳歳歳のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒におけるにおけるにおけるにおける永久歯永久歯永久歯永久歯のののの平均平均平均平均むしむしむしむし歯歯歯歯のののの本数本数本数本数はははは、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均をををを上回上回上回上回っていっていっていってい    

ますがますがますがますが、、、、毎年減少傾向毎年減少傾向毎年減少傾向毎年減少傾向にありますにありますにありますにあります。。。。    

    

資料資料資料資料：：：：学校保健統計調査学校保健統計調査学校保健統計調査学校保健統計調査（（（（文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省））））    
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（（（（
本本本本
））））

12歳歳歳歳のののの永久歯永久歯永久歯永久歯におけるにおけるにおけるにおける一人平均一人平均一人平均一人平均むしむしむしむし歯数歯数歯数歯数

平均むし歯数（山梨県） 平均むし歯数（全国）



----    233 233 233 233 ----    

 

不登校不登校不登校不登校    

○○○○    不登校不登校不登校不登校、、、、保健室登校保健室登校保健室登校保健室登校はははは、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの心心心心のののの問題問題問題問題とともにとともにとともにとともに家庭家庭家庭家庭、、、、友人関係友人関係友人関係友人関係、、、、地域地域地域地域、、、、学学学学    

校等校等校等校等のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが置置置置かれているかれているかれているかれている環境環境環境環境のののの問題問題問題問題がががが複雑複雑複雑複雑にににに絡絡絡絡みみみみ合合合合っているとっているとっているとっていると考考考考えられえられえられえられ、、、、重重重重    

要要要要なななな課題課題課題課題となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

なおなおなおなお、、、、不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒（（（（30303030 日以上日以上日以上日以上のののの欠席欠席欠席欠席））））のののの割合割合割合割合はははは、、、、年年年年々々々々減少減少減少減少傾向傾向傾向傾向にありにありにありにあり、、、、保保保保    

健室登校児童生徒数健室登校児童生徒数健室登校児童生徒数健室登校児童生徒数のののの割合割合割合割合もももも平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度をピークにをピークにをピークにをピークに年年年年々々々々減少減少減少減少していますがしていますがしていますがしていますが、、、、引引引引きききき    

続続続続きききき、、、、校内校内校内校内だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく各関係機関各関係機関各関係機関各関係機関とととと積極的積極的積極的積極的にににに連携連携連携連携しししし、、、、組織的組織的組織的組織的にににに取組取組取組取組むむむむ必要必要必要必要がありがありがありがあり    

ますますますます。。。。    
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（（（（
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））））

不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒のののの割合割合割合割合

小学生（山梨県） 小学生（全国） 中学生（山梨県）

中学生（全国） 高校生（山梨県） 高校生（全国）

（（（（単位単位単位単位：％）：％）：％）：％）

平成 平成 平成 平成 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

小学生小学生小学生小学生 山梨県山梨県山梨県山梨県 0.370.370.370.37 0.290.290.290.29 0.260.260.260.26 0.300.300.300.30 0.300.300.300.30

全国全国全国全国 0.340.340.340.34 0.320.320.320.32 0.320.320.320.32 0.320.320.320.32 0.330.330.330.33

中学生中学生中学生中学生 山梨県山梨県山梨県山梨県 3.843.843.843.84 3.333.333.333.33 2.952.952.952.95 2.722.722.722.72 2.802.802.802.80

全国全国全国全国 2.912.912.912.91 2.892.892.892.89 2.772.772.772.77 2.732.732.732.73 2.642.642.642.64

高校生高校生高校生高校生 山梨県山梨県山梨県山梨県 2.132.132.132.13 1.911.911.911.91 1.961.961.961.96 1.681.681.681.68 1.001.001.001.00

全国全国全国全国 －－－－ －－－－ 2.742.742.742.74 2.882.882.882.88 1.901.901.901.90

資料資料資料資料：：：：学校基本調査学校基本調査学校基本調査学校基本調査（（（（文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省））））



----    234 234 234 234 ----    

 

    

    

    

喫煙防止喫煙防止喫煙防止喫煙防止    

○○○○    中学生中学生中学生中学生、、、、高校生高校生高校生高校生のののの喫煙経験者喫煙経験者喫煙経験者喫煙経験者（（（（今今今今までにまでにまでにまでに一度一度一度一度でもたばこをでもたばこをでもたばこをでもたばこを吸吸吸吸ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある者者者者））））    

はははは、、、、中学生中学生中学生中学生でででで 5.05.05.05.0％、％、％、％、高校生高校生高校生高校生でででで 7.27.27.27.2％（％（％（％（県健康増進課調県健康増進課調県健康増進課調県健康増進課調べべべべ））））となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

喫煙経験喫煙経験喫煙経験喫煙経験のののの割合割合割合割合はははは５５５５年前年前年前年前のののの調査調査調査調査とととと比比比比べべべべ減少減少減少減少していますがしていますがしていますがしていますが、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙はははは、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの心心心心

身身身身のののの健康健康健康健康へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、依存性薬物乱用依存性薬物乱用依存性薬物乱用依存性薬物乱用のきっかけになることからのきっかけになることからのきっかけになることからのきっかけになることから、、、、引引引引きききき

続続続続きききき喫煙防止対策喫煙防止対策喫煙防止対策喫煙防止対策にににに取組取組取組取組むむむむ必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

関係機関関係機関関係機関関係機関のののの連携連携連携連携    

○○○○    健康課題健康課題健康課題健康課題のののの多様化多様化多様化多様化によりによりによりにより、、、、養護教諭養護教諭養護教諭養護教諭などのなどのなどのなどの学校保健関係者学校保健関係者学校保健関係者学校保健関係者のよりのよりのよりのより一層一層一層一層のののの資質向上資質向上資質向上資質向上    

にににに取取取取りりりり組組組組むとともにむとともにむとともにむとともに、、、、学校学校学校学校、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会がががが連携連携連携連携してしてしてして、、、、社会全体社会全体社会全体社会全体でででで子子子子どものどものどものどもの健康健康健康健康    

づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組むむむむ体制体制体制体制づくりをめざしてづくりをめざしてづくりをめざしてづくりをめざして、、、、地域地域地域地域のののの実情実情実情実情をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた医療機関等医療機関等医療機関等医療機関等とのとのとのとの連連連連    

携携携携がががが重要重要重要重要になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    
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（（（（
％％％％
））））

保健室登校者保健室登校者保健室登校者保健室登校者のののの割合割合割合割合 （（（（山梨県山梨県山梨県山梨県））））

小学生 中学生 高校生

（（（（単位単位単位単位：％）：％）：％）：％）

平成 平成 平成 平成 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

小学生小学生小学生小学生 0.130.130.130.13 0.130.130.130.13 0.110.110.110.11 0.120.120.120.12 0.140.140.140.14

中学生中学生中学生中学生 0.390.390.390.39 0.430.430.430.43 0.350.350.350.35 0.330.330.330.33 0.330.330.330.33

高校生高校生高校生高校生 0.110.110.110.11 0.160.160.160.16 0.150.150.150.15 0.120.120.120.12 0.130.130.130.13

資料資料資料資料：「：「：「：「保健室登校保健室登校保健室登校保健室登校」「」「」「」「保健室登校以外登校保健室登校以外登校保健室登校以外登校保健室登校以外登校」」」」にににに関関関関するするするする調査調査調査調査（（（（山梨県養護教員研究会山梨県養護教員研究会山梨県養護教員研究会山梨県養護教員研究会））））



----    235 235 235 235 ----    

 

    

    

学校保健計画学校保健計画学校保健計画学校保健計画のののの適切適切適切適切なななな実施実施実施実施とととと運営運営運営運営    

○○○○    定期健康診断定期健康診断定期健康診断定期健康診断のののの適切適切適切適切なななな実施実施実施実施によりによりによりにより児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの個個個個々々々々のののの健康状況健康状況健康状況健康状況をををを把握把握把握把握しししし、、、、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保健指導保健指導保健指導保健指導、、、、健康相談健康相談健康相談健康相談をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

○○○○    学校環境衛生学校環境衛生学校環境衛生学校環境衛生のののの維持維持維持維持、、、、改善改善改善改善がががが、、、、一層適切一層適切一層適切一層適切にににに実施実施実施実施されるようされるようされるようされるよう推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

○○○○    学校医学校医学校医学校医、、、、学校歯科医学校歯科医学校歯科医学校歯科医、、、、学校薬剤師及学校薬剤師及学校薬剤師及学校薬剤師及びびびび学校保健関係者等学校保健関係者等学校保健関係者等学校保健関係者等によるによるによるによる専門的専門的専門的専門的なななな指導指導指導指導のののの整整整整    

備備備備をををを一層一層一層一層すすめますすすめますすすめますすすめます。。。。    

○○○○    学校保健委員会学校保健委員会学校保健委員会学校保健委員会のののの設置促進設置促進設置促進設置促進とととと活動活動活動活動のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

学校保健関係者学校保健関係者学校保健関係者学校保健関係者のののの資質向上資質向上資質向上資質向上    

○○○○    養護教諭研修会養護教諭研修会養護教諭研修会養護教諭研修会、、、、保健主事研修会及保健主事研修会及保健主事研修会及保健主事研修会及びびびび現代的現代的現代的現代的なななな健康課題健康課題健康課題健康課題にににに対対対対するするするする研修会研修会研修会研修会をををを引引引引きききき続続続続    

いていていていて開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

○○○○    専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる学校保健課題解決支援学校保健課題解決支援学校保健課題解決支援学校保健課題解決支援チームやチームやチームやチームや関係課関係課関係課関係課とのとのとのとの連携連携連携連携をををを深深深深めめめめ、、、、研修研修研修研修会会会会をををを開開開開    

催催催催していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

特特特特にににに、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー疾患疾患疾患疾患へのへのへのへの対応対応対応対応についてはについてはについてはについては、、、、学校関係者学校関係者学校関係者学校関係者のののの理解理解理解理解とととと対応対応対応対応するするするする力力力力をををを高高高高

められるようめられるようめられるようめられるよう取組取組取組取組みますみますみますみます。。。。    

    

学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域のののの連携強化連携強化連携強化連携強化    

○○○○    多様化多様化多様化多様化、、、、深刻化深刻化深刻化深刻化するするするする児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの健康課題健康課題健康課題健康課題にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、学校学校学校学校、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会    

がががが連携連携連携連携しししし、、、、地域地域地域地域のののの実情実情実情実情をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた医療機関等医療機関等医療機関等医療機関等とのとのとのとの連携体制連携体制連携体制連携体制づくりをづくりをづくりをづくりを支援支援支援支援していきましていきましていきましていきま

すすすす。。。。    

特特特特にににに、、、、肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒肥満傾向児童生徒にににに対対対対するするするする取組取組取組取組はははは、、、、将来将来将来将来のののの生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防とととと現在現在現在現在のののの生活習生活習生活習生活習    

慣改善慣改善慣改善慣改善としてとしてとしてとして早早早早いいいい時期時期時期時期からのからのからのからの取組取組取組取組をすすめますをすすめますをすすめますをすすめます。。。。    

        またまたまたまた、、、、心心心心のののの健康健康健康健康についてはについてはについてはについては、、、、引引引引きききき続続続続きききき組織的組織的組織的組織的なななな取組取組取組取組みをみをみをみを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

    

健康教育健康教育健康教育健康教育のののの充実充実充実充実    

○○○○    学校保健計画学校保健計画学校保健計画学校保健計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、系統的継続的系統的継続的系統的継続的系統的継続的なななな健康教育健康教育健康教育健康教育のののの充実充実充実充実をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

特特特特にににに、、、、養護教諭養護教諭養護教諭養護教諭、、、、栄養教諭栄養教諭栄養教諭栄養教諭などのなどのなどのなどの専門職専門職専門職専門職のののの活用活用活用活用、、、、学校医学校医学校医学校医、、、、学校歯科医学校歯科医学校歯科医学校歯科医、、、、学校薬剤学校薬剤学校薬剤学校薬剤    

師等師等師等師等によるによるによるによる健康相談健康相談健康相談健康相談やややや、、、、専門家専門家専門家専門家をををを活用活用活用活用してのしてのしてのしての学習会等学習会等学習会等学習会等のののの開催開催開催開催をををを推進推進推進推進していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

学校保健学校保健学校保健学校保健におけるにおけるにおけるにおける調査研究調査研究調査研究調査研究のののの推進推進推進推進    

○○○○    健康課題健康課題健康課題健康課題にににに関関関関するするするする児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの実態実態実態実態とととと取組取組取組取組のののの状況把握状況把握状況把握状況把握のためにのためにのためにのために、、、、計画的計画的計画的計画的にににに調査調査調査調査をををを実実実実    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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施施施施しししし、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をふまえてをふまえてをふまえてをふまえて、、、、取組取組取組取組をををを推進推進推進推進していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

目標項目等 現状 平成29年度目標

・小学校　  7.9％
・中学校　  9.1％
・高等学校　9.6％

減少

（H23）

・中学校　  44.8％
・高等学校　90.3％

・中学校　   70％
・高等学校　100％

（H23）

 肥満傾向児童生徒の割合

 薬物乱用防止教室実施率

数値目標数値目標数値目標数値目標    
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第第第第６６６６節節節節    産業保健産業保健産業保健産業保健    

    

    

○○○○    労働者労働者労働者労働者のののの健康保持健康保持健康保持健康保持・・・・増進増進増進増進のためのためのためのため、、、、県県県県、、、、労働局労働局労働局労働局、、、、労働基準監督署及労働基準監督署及労働基準監督署及労働基準監督署及びびびび産業保健推進産業保健推進産業保健推進産業保健推進    

連絡事務所連絡事務所連絡事務所連絡事務所などなどなどなど関係機関関係機関関係機関関係機関がががが連携連携連携連携しししし、、、、事業主事業主事業主事業主やややや勤労者勤労者勤労者勤労者にににに対対対対してしてしてして安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理、、、、労働衛労働衛労働衛労働衛    

生教育生教育生教育生教育、、、、健康管理健康管理健康管理健康管理などのなどのなどのなどの産業保健活動産業保健活動産業保健活動産業保健活動のののの普及普及普及普及にににに努努努努めてきましためてきましためてきましためてきました。。。。    

        これらのこれらのこれらのこれらの取取取取りりりり組組組組みによりみによりみによりみにより、、、、一般健康診断受診者数一般健康診断受診者数一般健康診断受診者数一般健康診断受診者数（（（（常時使用常時使用常時使用常時使用するするするする労働者数労働者数労働者数労働者数がががが 50505050    

人以上人以上人以上人以上のののの事業場事業場事業場事業場からのからのからのからの報告報告報告報告））））はははは毎年毎年毎年毎年 7777 万人以上万人以上万人以上万人以上にににに達達達達するなどするなどするなどするなど一定一定一定一定のののの成果成果成果成果をををを挙挙挙挙げていげていげていげてい    

ますますますます。。。。    

○○○○    本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける一般健康診断受診者一般健康診断受診者一般健康診断受診者一般健康診断受診者にににに占占占占めるめるめるめる有所見者数有所見者数有所見者数有所見者数はははは、、、、ここここここここ数年高止数年高止数年高止数年高止まりのまりのまりのまりの状状状状    

況況況況にありにありにありにあり、、、、そのそのそのその割合割合割合割合（（（（有所見率有所見率有所見率有所見率））））はははは平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度にはにはにはには 55.055.055.055.0％％％％とととと、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均のののの 52.752.752.752.7％％％％    

をををを 2.32.32.32.3 ポイントポイントポイントポイント上回上回上回上回るるるる状況状況状況状況となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

中中中中でもでもでもでも脳脳脳脳・・・・心臓疾患心臓疾患心臓疾患心臓疾患とととと関係関係関係関係があるがあるがあるがある「「「「血中脂質血中脂質血中脂質血中脂質」、「」、「」、「」、「血圧血圧血圧血圧」、「」、「」、「」、「血糖血糖血糖血糖」」」」などのなどのなどのなどの検査項目検査項目検査項目検査項目    

においてにおいてにおいてにおいて有所見率有所見率有所見率有所見率がががが全国全国全国全国とととと同様同様同様同様、、、、増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にありますのでにありますのでにありますのでにありますので、、、、脳脳脳脳・・・・心臓疾患心臓疾患心臓疾患心臓疾患のののの発生防発生防発生防発生防    

止止止止のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    
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一般健康診断受診労働者数一般健康診断受診労働者数一般健康診断受診労働者数一般健康診断受診労働者数とととと有所見者数有所見者数有所見者数有所見者数のののの推移推移推移推移

一般健康診断受診者数（山梨県） 有所見者数（山梨県）

有所見率（山梨県） 有所見率（全国）

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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○○○○    慢性的慢性的慢性的慢性的なななな長時間労働長時間労働長時間労働長時間労働によりによりによりにより疲労疲労疲労疲労がががが蓄積蓄積蓄積蓄積しししし、、、、労働者労働者労働者労働者のののの約約約約 6666 割割割割がががが仕事仕事仕事仕事にににに不安不安不安不安やストレやストレやストレやストレ    

スをスをスをスを感感感感じておりじておりじておりじており、、、、過労死過労死過労死過労死やややや自殺自殺自殺自殺がががが増加増加増加増加するなどするなどするなどするなど、、、、心心心心のののの健康問題健康問題健康問題健康問題もももも重要重要重要重要なななな課題課題課題課題となっとなっとなっとなっ    

ていますていますていますています。。。。    

    

    

    

健康相談実施後健康相談実施後健康相談実施後健康相談実施後のののの保健指導保健指導保健指導保健指導やややや健康教育等健康教育等健康教育等健康教育等のののの促進促進促進促進    

○○○○    県県県県、、、、労働局労働局労働局労働局がががが連携連携連携連携しししし、、、、各事業場各事業場各事業場各事業場にににに対対対対してしてしてして健康診断実施後健康診断実施後健康診断実施後健康診断実施後のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり推進推進推進推進のためのためのためのため    

のののの支援策等支援策等支援策等支援策等をををを周知周知周知周知しししし、、、、一般健康診断一般健康診断一般健康診断一般健康診断におけるにおけるにおけるにおける有所見率有所見率有所見率有所見率のののの改善改善改善改善にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

○○○○    産業医産業医産業医産業医のののの選任選任選任選任とととと一般健康診断一般健康診断一般健康診断一般健康診断のののの実施及実施及実施及実施及びびびび報告報告報告報告がががが義務付義務付義務付義務付けられているけられているけられているけられている、、、、常時使用常時使用常時使用常時使用すすすす    

るるるる労働者数労働者数労働者数労働者数がががが 50505050 人以上人以上人以上人以上のののの事業場事業場事業場事業場にににに対対対対してしてしてして、、、、一般健康診断結果一般健康診断結果一般健康診断結果一般健康診断結果にににに基基基基づくづくづくづく保健指導保健指導保健指導保健指導やややや、、、、    

業務内容業務内容業務内容業務内容のののの調整調整調整調整、、、、健康教育等健康教育等健康教育等健康教育等をををを実施実施実施実施するようするようするようするよう意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

○○○○    独自独自独自独自にににに医師医師医師医師をををを確保確保確保確保しししし、、、、保健指導保健指導保健指導保健指導やややや健康相談健康相談健康相談健康相談をををを実施実施実施実施することがすることがすることがすることが困難困難困難困難なななな小規模事業場小規模事業場小規模事業場小規模事業場    

にににに対対対対してしてしてして、、、、保健指導保健指導保健指導保健指導などなどなどなど産業保健産業保健産業保健産業保健サービスをサービスをサービスをサービスを受受受受けられるけられるけられるけられる制度制度制度制度のののの周知周知周知周知にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

    

職場職場職場職場におけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルス対策対策対策対策    

○○○○    メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス対策対策対策対策にににに取取取取りりりり組組組組もうとするもうとするもうとするもうとする事業場事業場事業場事業場にににに対対対対してしてしてして、、、、相談体制相談体制相談体制相談体制づくりからづくりからづくりからづくりから職職職職    

場復帰場復帰場復帰場復帰までのメンタルヘルスまでのメンタルヘルスまでのメンタルヘルスまでのメンタルヘルス対策全般対策全般対策全般対策全般についてについてについてについて、、、、無料無料無料無料でででで専門家専門家専門家専門家からのアドバイスをからのアドバイスをからのアドバイスをからのアドバイスを    

受受受受けられるけられるけられるけられる支援制度支援制度支援制度支援制度のののの周知周知周知周知にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

    

    

    

    

    

（（（（単位単位単位単位：：：：人人人人、％）、％）、％）、％）

平成平成平成平成19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

一般健康診断受診者数一般健康診断受診者数一般健康診断受診者数一般健康診断受診者数（（（（山梨県山梨県山梨県山梨県）））） 81,49281,49281,49281,492 84,32984,32984,32984,329 81,63481,63481,63481,634 85,09685,09685,09685,096 77,83977,83977,83977,839

有所見者数有所見者数有所見者数有所見者数（（（（山梨県山梨県山梨県山梨県）））） 43,75843,75843,75843,758 47,77047,77047,77047,770 46,11146,11146,11146,111 47,96147,96147,96147,961 42,84542,84542,84542,845

有所見率有所見率有所見率有所見率（（（（山梨県山梨県山梨県山梨県）））） 53.753.753.753.7 56.756.756.756.7 56.556.556.556.5 56.456.456.456.4 55.055.055.055.0

有所見率有所見率有所見率有所見率（（（（全国全国全国全国）））） 49.949.949.949.9 51.351.351.351.3 52.352.352.352.3 52.552.552.552.5 52.752.752.752.7

資料資料資料資料：：：：山梨県内山梨県内山梨県内山梨県内のののの労働安全衛生労働安全衛生労働安全衛生労働安全衛生のののの状況状況状況状況（（（（山梨労働局山梨労働局山梨労働局山梨労働局））））

目標項目等 現状 目標

 一般健康診断の有所見率 55.0％（H23) 55.0％未満

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    

数値目標数値目標数値目標数値目標    
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第第第第７７７７節節節節    保健保健保健保健、、、、医療医療医療医療、、、、福祉福祉福祉福祉のののの総合的総合的総合的総合的なななな連携連携連携連携をををを推進推進推進推進するするするする施設施設施設施設    

１１１１    保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所（（（（保健所保健所保健所保健所））））    

    

    

○○○○    人口人口人口人口のののの高齢化高齢化高齢化高齢化とととと出生率出生率出生率出生率のののの低下低下低下低下、、、、慢性疾患慢性疾患慢性疾患慢性疾患をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした疾病構造疾病構造疾病構造疾病構造のののの変化変化変化変化、、、、住民住民住民住民のニのニのニのニ

ーズやーズやーズやーズや生活生活生活生活スタイルのスタイルのスタイルのスタイルの多様化多様化多様化多様化、、、、食品食品食品食品のののの安全性安全性安全性安全性やややや地球環境地球環境地球環境地球環境などのなどのなどのなどの生活環境問題生活環境問題生活環境問題生活環境問題にににに対対対対すすすす

るるるる住民意識住民意識住民意識住民意識のののの高高高高まりなどまりなどまりなどまりなど、、、、地域地域地域地域のののの保健医療対策保健医療対策保健医療対策保健医療対策をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる状況状況状況状況はははは著著著著しくしくしくしく変化変化変化変化していましていましていましていま

すすすす。。。。    

○○○○    保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所（（（（保健所保健所保健所保健所））））はははは、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける保健医療対策保健医療対策保健医療対策保健医療対策のののの広域的広域的広域的広域的・・・・専門的専門的専門的専門的・・・・技技技技

術的術的術的術的なななな拠点拠点拠点拠点でありでありでありであり、、、、地域地域地域地域のののの課題課題課題課題にににに対対対対するするするする人的等資源人的等資源人的等資源人的等資源のののの連携連携連携連携・・・・調整調整調整調整、、、、調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究、、、、専専専専

門的人材門的人材門的人材門的人材のののの資質資質資質資質のののの向上向上向上向上などなどなどなど、、、、求求求求められるめられるめられるめられる機能機能機能機能はははは多岐多岐多岐多岐にににに亘亘亘亘っていますっていますっていますっています。。。。    

特特特特にににに、、、、救急医療救急医療救急医療救急医療、、、、災害医療災害医療災害医療災害医療、、、、在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療、、、、精神保健精神保健精神保健精神保健、、、、感染症感染症感染症感染症、、、、食品衛生食品衛生食品衛生食品衛生などなどなどなど、、、、主主主主にににに

地域内地域内地域内地域内のののの連携体制連携体制連携体制連携体制のののの構築構築構築構築やややや事象発生時事象発生時事象発生時事象発生時におけるにおけるにおけるにおける迅速迅速迅速迅速なななな対応対応対応対応をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある対策対策対策対策

にににに関関関関するするするする地域地域地域地域のののの中核的拠点施設中核的拠点施設中核的拠点施設中核的拠点施設としてとしてとしてとして、、、、これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上にににに関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの調整等調整等調整等調整等においにおいにおいにおい

てててて大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割がががが期待期待期待期待されていますされていますされていますされています。。。。    

○○○○    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの保健予防保健予防保健予防保健予防はははは、、、、生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣やややや高血圧等高血圧等高血圧等高血圧等ののののリスクのあるリスクのあるリスクのあるリスクのある者者者者にににに対対対対するするするする働働働働きかけきかけきかけきかけ

（（（（ハイリスク・アプローチハイリスク・アプローチハイリスク・アプローチハイリスク・アプローチ））））をををを中心中心中心中心にににに行行行行われてわれてわれてわれてきましたきましたきましたきましたがががが、、、、今後今後今後今後はリスクのはリスクのはリスクのはリスクの有無有無有無有無にににに

関関関関わらずわらずわらずわらず全全全全てのてのてのての者者者者にににに対対対対するするするする働働働働きかけきかけきかけきかけ（（（（ポピュレーション・アプローチポピュレーション・アプローチポピュレーション・アプローチポピュレーション・アプローチ））））のののの充実充実充実充実がががが求求求求

められますめられますめられますめられます。。。。    

保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所（（（（保健所保健所保健所保健所））））はははは、、、、地域地域地域地域のののの拠点施設拠点施設拠点施設拠点施設としてとしてとしてとして、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり、、、、疾病疾病疾病疾病、、、、食品食品食品食品

のののの安全安全安全安全などのなどのなどのなどの情報発信情報発信情報発信情報発信をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに市町村等市町村等市町村等市町村等とととと協力協力協力協力しつつしつつしつつしつつ住民住民住民住民からのからのからのからの

相談相談相談相談にににに総合的総合的総合的総合的にににに対応対応対応対応できるできるできるできる体制体制体制体制をををを構築構築構築構築するなどしてするなどしてするなどしてするなどして、、、、全全全全てのてのてのての地域住民地域住民地域住民地域住民にににに対対対対してしてしてして保健保健保健保健

医療医療医療医療にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発をををを行行行行っていくっていくっていくっていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

        またまたまたまた、、、、健康危機健康危機健康危機健康危機のののの発生時発生時発生時発生時にはにはにはには地域住民地域住民地域住民地域住民がががが状況状況状況状況をををを的確的確的確的確にににに確認確認確認確認したしたしたした上上上上でででで行動行動行動行動ができるができるができるができる

ようようようよう、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民やややや関係者関係者関係者関係者とのとのとのとの相互相互相互相互のののの情報及情報及情報及情報及びびびび意見意見意見意見のののの交換交換交換交換（（（（リスクコミュニケーショリスクコミュニケーショリスクコミュニケーショリスクコミュニケーショ

ンンンン））））にににに努努努努めるめるめるめる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

○○○○    住民住民住民住民のののの健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めていくうえではめていくうえではめていくうえではめていくうえでは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所（（（（保健所保健所保健所保健所）、）、）、）、

市町村等市町村等市町村等市町村等のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに加加加加ええええ、、、、地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした信頼信頼信頼信頼やややや社会規範社会規範社会規範社会規範、、、、ネットワークなどのネットワークなどのネットワークなどのネットワークなどの

社会関係資本等社会関係資本等社会関係資本等社会関係資本等（（（（ソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタル））））にににに基基基基づくづくづくづく学校学校学校学校、、、、企業企業企業企業、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ等等等等のののの民間団民間団民間団民間団

体体体体によるによるによるによる共助活動共助活動共助活動共助活動がががが重要重要重要重要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。    

○○○○    保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所（（（（保健所保健所保健所保健所））））はははは、、、、自自自自らのらのらのらの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと併併併併せてせてせてせて、、、、市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うううう住民住民住民住民サーサーサーサー

ビスやボランティアビスやボランティアビスやボランティアビスやボランティア団体等団体等団体等団体等のののの民間団体民間団体民間団体民間団体などのなどのなどのなどの活動活動活動活動にににに対対対対してしてしてして積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援やややや協力協力協力協力をををを

行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、地域内地域内地域内地域内におけるにおけるにおけるにおける市町村市町村市町村市町村やややや関係機関等関係機関等関係機関等関係機関等とのとのとのとの重層的重層的重層的重層的なななな連携体制連携体制連携体制連携体制をををを構築構築構築構築するするするする

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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ことによりことによりことによりことにより、、、、医療医療医療医療やややや食品食品食品食品などのなどのなどのなどの保健医療保健医療保健医療保健医療にににに関関関関するするするする安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行ってってってって

行行行行くくくく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

    

    

保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所（（（（保健所保健所保健所保健所））））のののの機能強化機能強化機能強化機能強化        

○○○○    住民住民住民住民、、、、市町村及市町村及市町村及市町村及びびびび関係機関関係機関関係機関関係機関のニーズやのニーズやのニーズやのニーズや課題課題課題課題をををを把握把握把握把握しししし、、、、情報情報情報情報のののの収集収集収集収集・・・・整理整理整理整理・・・・分析機分析機分析機分析機

能能能能をををを強化強化強化強化するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、積極的積極的積極的積極的にににに情報交換情報交換情報交換情報交換をををを行行行行いいいい、、、、地域地域地域地域のののの実情実情実情実情をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた保健保健保健保健・・・・医医医医

療療療療・・・・福祉福祉福祉福祉にににに関関関関わるわるわるわる施策施策施策施策のののの企画企画企画企画・・・・調整調整調整調整・・・・立案立案立案立案などがなどがなどがなどが行行行行えるようなえるようなえるようなえるような体制整備体制整備体制整備体制整備やややや調査研究調査研究調査研究調査研究

をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

○○○○    地域住民地域住民地域住民地域住民にににに対対対対するするするする健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり、、、、疾病疾病疾病疾病、、、、食品食品食品食品のののの安全安全安全安全などなどなどなどにににに関関関関するするするする情報発信情報発信情報発信情報発信をををを積極的積極的積極的積極的

にににに行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、市町村等市町村等市町村等市町村等とととと協力協力協力協力しつつしつつしつつしつつ住民住民住民住民からのからのからのからの相談相談相談相談にににに総合的総合的総合的総合的にににに対応対応対応対応できるできるできるできる体制体制体制体制

をををを構築構築構築構築するなどしてするなどしてするなどしてするなどして、、、、保健医療保健医療保健医療保健医療にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

地域内地域内地域内地域内のののの連携体制連携体制連携体制連携体制のののの構築等構築等構築等構築等    

○○○○    地域地域地域地域のののの課題課題課題課題についてはについてはについてはについては、、、、地区地区地区地区医師会等医師会等医師会等医師会等のののの関係機関関係機関関係機関関係機関のののの代表者代表者代表者代表者によりによりによりにより構成構成構成構成されたされたされたされた地域地域地域地域

保健医療推進委員会保健医療推進委員会保健医療推進委員会保健医療推進委員会にににに諮諮諮諮りりりり、、、、そのそのそのその議論議論議論議論をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、地域内地域内地域内地域内のののの医療資源等医療資源等医療資源等医療資源等をををを効果的効果的効果的効果的にににに活活活活

用用用用しながらしながらしながらしながら対応対応対応対応しますしますしますします。。。。    

○○○○    救急医療救急医療救急医療救急医療、、、、災害医療災害医療災害医療災害医療、、、、在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療などなどなどなど、、、、今後今後今後今後、、、、施策施策施策施策をををを展開展開展開展開していくうえでしていくうえでしていくうえでしていくうえで地域地域地域地域におにおにおにお

けるけるけるける重層的重層的重層的重層的なななな連携体制連携体制連携体制連携体制のののの構築構築構築構築がががが求求求求められるめられるめられるめられる事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、地域内地域内地域内地域内のののの関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの

協議協議協議協議のののの場場場場をををを設設設設けてけてけてけて対策対策対策対策をををを講講講講じていきますじていきますじていきますじていきます。。。。    

○○○○    ソーシャルキャピタルをソーシャルキャピタルをソーシャルキャピタルをソーシャルキャピタルを活用活用活用活用したしたしたした健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、学校学校学校学校やややや企業等企業等企業等企業等とととと積極積極積極積極

的的的的にににに連携連携連携連携しししし、、、、助言等助言等助言等助言等をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

健康危機管理体制健康危機管理体制健康危機管理体制健康危機管理体制のののの強化強化強化強化    

○○○○    多様化多様化多様化多様化、、、、高度化高度化高度化高度化しているしているしているしている健康危機健康危機健康危機健康危機のののの発生発生発生発生をををを未然未然未然未然にににに防防防防ぎぎぎぎ、、、、そのそのそのその拡大拡大拡大拡大をををを早期早期早期早期にににに抑抑抑抑えるえるえるえる

ためためためため、、、、組織体制組織体制組織体制組織体制のののの強化強化強化強化、、、、専門技術職員専門技術職員専門技術職員専門技術職員のののの配置配置配置配置やややや職員職員職員職員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・団体団体団体団体とととと

のののの連携連携連携連携、、、、情報情報情報情報のののの収集収集収集収集・・・・整理整理整理整理・・・・活用活用活用活用などをなどをなどをなどを行行行行いいいい、、、、体制体制体制体制のののの整備整備整備整備をををを引引引引きききき続続続続きききき行行行行いますいますいますいます。。。。    

○○○○    健康危機健康危機健康危機健康危機のののの際際際際、、、、リスクコミュニケーションがリスクコミュニケーションがリスクコミュニケーションがリスクコミュニケーションが実施実施実施実施できるようできるようできるようできるよう、、、、的確的確的確的確なななな体制体制体制体制をををを構築構築構築構築

しますしますしますします。。。。    

    

市町村等市町村等市町村等市町村等にににに対対対対するするするする技術的支援技術的支援技術的支援技術的支援のののの強化強化強化強化    

○○○○    市町村市町村市町村市町村のののの住民住民住民住民サービスやボランティアサービスやボランティアサービスやボランティアサービスやボランティア団体等団体等団体等団体等のののの民間団体民間団体民間団体民間団体などのなどのなどのなどの活動活動活動活動がががが円滑円滑円滑円滑かつかつかつかつ

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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効果的効果的効果的効果的にににに行行行行えるようえるようえるようえるよう、、、、迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ的確的確的確的確なななな技術的支援技術的支援技術的支援技術的支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

＜＜＜＜山梨県山梨県山梨県山梨県のののの保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所（（（（保健所保健所保健所保健所）＞）＞）＞）＞    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

名名名名    称称称称    住所住所住所住所（（（（電話番号電話番号電話番号電話番号））））    管轄市町村管轄市町村管轄市町村管轄市町村    

中北保健福祉事務所中北保健福祉事務所中北保健福祉事務所中北保健福祉事務所    

（（（（中北保健所中北保健所中北保健所中北保健所））））    

甲府市太田町甲府市太田町甲府市太田町甲府市太田町 9999----1111    

（（（（TELTELTELTEL    055055055055----237237237237----1381138113811381））））    

甲府市甲府市甲府市甲府市、、、、甲斐市甲斐市甲斐市甲斐市、、、、中央市中央市中央市中央市、、、、昭和町昭和町昭和町昭和町    

中北保健福祉事務所峡北支所中北保健福祉事務所峡北支所中北保健福祉事務所峡北支所中北保健福祉事務所峡北支所

（（（（中北保健所峡北支所中北保健所峡北支所中北保健所峡北支所中北保健所峡北支所））））    

韮崎市本町韮崎市本町韮崎市本町韮崎市本町 4444----2222----4444    

（（（（TEL  0551TEL  0551TEL  0551TEL  0551----23232323----3074307430743074））））    

韮崎市韮崎市韮崎市韮崎市、、、、南南南南アルプスアルプスアルプスアルプス市市市市、、、、北杜市北杜市北杜市北杜市、、、、    

峡東保健福祉事務所峡東保健福祉事務所峡東保健福祉事務所峡東保健福祉事務所    

（（（（峡東保健所峡東保健所峡東保健所峡東保健所））））    

山梨市下井尻山梨市下井尻山梨市下井尻山梨市下井尻 126126126126----1111    

（（（（TEL  0553TEL  0553TEL  0553TEL  0553----20202020----2750275027502750））））    

山梨市山梨市山梨市山梨市、、、、笛吹市笛吹市笛吹市笛吹市、、、、甲州市甲州市甲州市甲州市    

峡南保健福祉事務所峡南保健福祉事務所峡南保健福祉事務所峡南保健福祉事務所    

（（（（峡南保健所峡南保健所峡南保健所峡南保健所））））    

南巨摩郡富士川町鰍沢南巨摩郡富士川町鰍沢南巨摩郡富士川町鰍沢南巨摩郡富士川町鰍沢

771771771771----2222    

（（（（TELTELTELTEL    0556055605560556----22222222----8145814581458145））））    

市川三郷町市川三郷町市川三郷町市川三郷町、、、、早川町早川町早川町早川町、、、、身延町身延町身延町身延町、、、、        

南部町南部町南部町南部町、、、、富士川町富士川町富士川町富士川町    

富士富士富士富士・・・・東部保健福祉事務所東部保健福祉事務所東部保健福祉事務所東部保健福祉事務所    

（（（（富士富士富士富士・・・・東部保健所東部保健所東部保健所東部保健所））））    

富士吉田市上吉田富士吉田市上吉田富士吉田市上吉田富士吉田市上吉田

1111----2222----5555    

（（（（TELTELTELTEL    0555055505550555----24242424----9032903290329032））））    

富士吉田市富士吉田市富士吉田市富士吉田市、、、、都留市都留市都留市都留市、、、、大月市大月市大月市大月市、、、、上上上上

野原市野原市野原市野原市、、、、道志村道志村道志村道志村、、、、西桂町西桂町西桂町西桂町、、、、忍野村忍野村忍野村忍野村、、、、

山中湖村山中湖村山中湖村山中湖村、、、、鳴沢村鳴沢村鳴沢村鳴沢村、、、、富士河口湖町富士河口湖町富士河口湖町富士河口湖町、、、、

小菅村小菅村小菅村小菅村、、、、丹波山村丹波山村丹波山村丹波山村    
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２２２２    こころのこころのこころのこころの発達総合支援発達総合支援発達総合支援発達総合支援センターセンターセンターセンター    

    

    

○○○○    こころこころこころこころやややや行動行動行動行動のののの問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる児童児童児童児童、、、、発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児、、、、子育子育子育子育てにてにてにてに不安不安不安不安をををを抱抱抱抱えているえているえているえている保護保護保護保護    

者等者等者等者等をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、平成平成平成平成 18181818 年年年年 4444 月月月月にににに中央児童相談所内中央児童相談所内中央児童相談所内中央児童相談所内にににに「「「「子子子子どもメンタルクリどもメンタルクリどもメンタルクリどもメンタルクリ    

ニックニックニックニック」」」」をををを開設開設開設開設しししし、、、、児童精神科医児童精神科医児童精神科医児童精神科医によるによるによるによる診断診断診断診断・・・・治療治療治療治療をををを行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。    

しかししかししかししかし、、、、子子子子どものどものどものどものこころこころこころこころのののの問題問題問題問題がががが複雑困難化複雑困難化複雑困難化複雑困難化しししし、、、、受診受診受診受診をををを希望希望希望希望するするするする子子子子どもがどもがどもがどもが増加増加増加増加しししし    

たことたことたことたこと、、、、こころこころこころこころのののの問題問題問題問題にににに対対対対するするするする相談相談相談相談・・・・支援機能支援機能支援機能支援機能がががが、、、、児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所、、、、障害者相談所障害者相談所障害者相談所障害者相談所（（（（発発発発    

達障害者支援達障害者支援達障害者支援達障害者支援センターセンターセンターセンター））））などのなどのなどのなどの複数複数複数複数のののの機関機関機関機関にににに分散分散分散分散しているためしているためしているためしているため集約化集約化集約化集約化がががが求求求求められてめられてめられてめられて    

いたことからいたことからいたことからいたことから、、、、相談機関相談機関相談機関相談機関のののの再編再編再編再編がががが検討検討検討検討されましたされましたされましたされました。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、子子子子どもメンタルクリニックをどもメンタルクリニックをどもメンタルクリニックをどもメンタルクリニックを発展的発展的発展的発展的にににに解消解消解消解消しししし、、、、診療診療診療診療からからからから相談相談相談相談・・・・支援支援支援支援までまでまでまで    

をををを総合的総合的総合的総合的かつワンストップでかつワンストップでかつワンストップでかつワンストップで行行行行うううう施設施設施設施設としてとしてとしてとして、、、、発達障害者支援発達障害者支援発達障害者支援発達障害者支援センターをセンターをセンターをセンターを統合統合統合統合したしたしたした    

「「「「こころのこころのこころのこころの発達総合支援発達総合支援発達総合支援発達総合支援センターセンターセンターセンター」」」」をををを平成平成平成平成 23232323 年年年年 4444 月月月月にににに開設開設開設開設しましたしましたしましたしました。。。。    

○○○○    こころのこころのこころのこころの問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えたえたえたえた子子子子どもどもどもども、、、、発達発達発達発達のののの偏偏偏偏りやりやりやりや遅遅遅遅れなどのあるれなどのあるれなどのあるれなどのある本人本人本人本人やややや家族家族家族家族にににに対対対対するするするする

診療診療診療診療やややや治療治療治療治療、、、、相談相談相談相談、、、、療育等療育等療育等療育等のののの支援支援支援支援をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

○○○○    こころのこころのこころのこころの問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えたえたえたえた子子子子どもやどもやどもやどもや発達障害発達障害発達障害発達障害のあるのあるのあるのある人人人人やそのやそのやそのやその家族家族家族家族などをなどをなどをなどを支援支援支援支援していしていしていしてい

るるるる保健保健保健保健、、、、医療医療医療医療、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、教育教育教育教育、、、、労働等労働等労働等労働等のののの関係者関係者関係者関係者のののの研修研修研修研修をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

○○○○    専門的専門的専門的専門的なななな診療診療診療診療やややや支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする人人人人がががが増加増加増加増加しておりしておりしておりしており、、、、問題問題問題問題もももも複雑多岐複雑多岐複雑多岐複雑多岐にわたるこにわたるこにわたるこにわたるこ

とからとからとからとから、、、、診療診療診療診療・・・・相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実、、、、関係者関係者関係者関係者のののの資質資質資質資質のののの向上向上向上向上、、、、連携連携連携連携をををを一層充実一層充実一層充実一層充実するするするする必要必要必要必要がががが

ありますありますありますあります。。。。    

    

    

    

○○○○    子子子子どものどものどものどものこころこころこころこころのののの問題問題問題問題にににに関関関関するするするする診療機関診療機関診療機関診療機関とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化をををを進進進進めめめめ、、、、診断診断診断診断・・・・治療等治療等治療等治療等のクのクのクのク

リニックリニックリニックリニック機能機能機能機能やややや相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

○○○○    不登校不登校不登校不登校、、、、ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり児童児童児童児童やややや被虐待児等被虐待児等被虐待児等被虐待児等にににに対対対対するするするする相談支援相談支援相談支援相談支援をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、発達障発達障発達障発達障

害児害児害児害児（（（（者者者者））））にににに対対対対してのしてのしてのしての発達相談発達相談発達相談発達相談をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

○○○○    医療医療医療医療、、、、保健保健保健保健、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、教育教育教育教育、、、、労働等労働等労働等労働等のののの支援関係者支援関係者支援関係者支援関係者へのへのへのへの助言助言助言助言やコンサルテーションやコンサルテーションやコンサルテーションやコンサルテーション等等等等

のののの支援支援支援支援をををを行行行行いいいい、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携してライフステージにしてライフステージにしてライフステージにしてライフステージに応応応応じたじたじたじた適切適切適切適切なななな支援支援支援支援がががが受受受受けられけられけられけられ

るようにるようにるようにるように、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける総合的総合的総合的総合的なななな支援体制支援体制支援体制支援体制をををを整整整整えますえますえますえます。。。。    

○○○○    身近身近身近身近なななな地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける支援支援支援支援のののの充実充実充実充実にににに向向向向けけけけ、、、、支援方法支援方法支援方法支援方法のののの開発開発開発開発にににに努努努努めめめめ普及普及普及普及をををを行行行行うとともうとともうとともうととも

にににに、、、、関係者関係者関係者関係者のののの人材育成人材育成人材育成人材育成にににに更更更更にににに取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。    

    

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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３３３３    精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉センターセンターセンターセンター    

    

    

○○○○    精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉センターはセンターはセンターはセンターは、、、、精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉にににに関関関関するするするする技術的中核機関技術的中核機関技術的中核機関技術的中核機関としてとしてとしてとして、、、、精神保精神保精神保精神保

健福祉法健福祉法健福祉法健福祉法にににに基基基基づきづきづきづき設置設置設置設置されされされされ、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの精神的健康精神的健康精神的健康精神的健康のののの保持増進保持増進保持増進保持増進、、、、精神障害精神障害精神障害精神障害のののの予防予防予防予防、、、、

適切適切適切適切なななな精神医療精神医療精神医療精神医療のののの推進推進推進推進からからからから社会復帰社会復帰社会復帰社会復帰のののの促進促進促進促進、、、、自立自立自立自立とととと社会経済活動社会経済活動社会経済活動社会経済活動へのへのへのへの参加参加参加参加のののの促進等促進等促進等促進等

をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

○○○○    精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉センターのセンターのセンターのセンターの業務業務業務業務としてとしてとしてとして、、、、精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの普及普及普及普及、、、、調査研調査研調査研調査研

究究究究、、、、複雑困難複雑困難複雑困難複雑困難なななな相談指導相談指導相談指導相談指導、、、、精神医療審査会事務局精神医療審査会事務局精神医療審査会事務局精神医療審査会事務局、、、、自立支援医療自立支援医療自立支援医療自立支援医療（（（（精神通院医療精神通院医療精神通院医療精神通院医療））））

及及及及びびびび精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳にににに関関関関するするするする判定判定判定判定・・・・交付事務交付事務交付事務交付事務をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

○○○○    精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉にににに関関関関するするするする幅広幅広幅広幅広いいいい業務業務業務業務をををを推進推進推進推進するためにはするためにはするためにはするためには、、、、保健所及保健所及保健所及保健所及びびびび市町村市町村市町村市町村へのへのへのへの技技技技

術指導術指導術指導術指導・・・・技術援助技術援助技術援助技術援助やそのやそのやそのやその他他他他のののの医療医療医療医療、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、労働労働労働労働、、、、教育教育教育教育、、、、産業等産業等産業等産業等のののの関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携

がががが重要重要重要重要とされていますとされていますとされていますとされています。。。。    

○○○○    長引長引長引長引くくくく不況不況不況不況やややや社会構造社会構造社会構造社会構造のののの変化変化変化変化によりストレスをによりストレスをによりストレスをによりストレスを抱抱抱抱えているえているえているえている県民県民県民県民がががが増増増増えているこえているこえているこえているこ

となどからとなどからとなどからとなどから、、、、精神保健福祉相談精神保健福祉相談精神保健福祉相談精神保健福祉相談のののの件数件数件数件数はははは年年年年々々々々増加増加増加増加しししし、、、、相談内容相談内容相談内容相談内容もうつもうつもうつもうつ病病病病、、、、ひきこもひきこもひきこもひきこも

りりりり、、、、自殺関連相談自殺関連相談自殺関連相談自殺関連相談などなどなどなど複雑困難複雑困難複雑困難複雑困難となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、専門的専門的専門的専門的なななな対応等相談体制対応等相談体制対応等相談体制対応等相談体制のののの充実充実充実充実がががが求求求求

められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

○○○○    深刻深刻深刻深刻なななな状態状態状態状態がががが続続続続いているいているいているいている本県本県本県本県のののの自殺自殺自殺自殺へのへのへのへの予防対策予防対策予防対策予防対策にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、専門的専門的専門的専門的なななな視点視点視点視点かかかか

らららら実態実態実態実態のののの分析分析分析分析やややや関係機関関係機関関係機関関係機関にににに対対対対するするするする技術支援技術支援技術支援技術支援がががが一層求一層求一層求一層求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

    

    

    

○○○○    地域精神保健福祉地域精神保健福祉地域精神保健福祉地域精神保健福祉にににに係係係係るるるる諸問題諸問題諸問題諸問題をををを解決解決解決解決するためするためするためするため関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、技技技技

術援助術援助術援助術援助・・・・技術指導技術指導技術指導技術指導をををを行行行行いいいい、、、、総合的技術総合的技術総合的技術総合的技術センターとしてのセンターとしてのセンターとしてのセンターとしての機能機能機能機能のののの充実充実充実充実をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○    県民県民県民県民へのへのへのへのこころこころこころこころのののの健康健康健康健康にににに関関関関するするするする普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの推進推進推進推進をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、複雑困難複雑困難複雑困難複雑困難なななな事例事例事例事例

にににに対対対対してしてしてして、、、、支援技術支援技術支援技術支援技術のののの向上向上向上向上をををを図図図図りりりり、、、、相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制をををを強化強化強化強化しますしますしますします。。。。    

○○○○    関係機関関係機関関係機関関係機関がががが効果的効果的効果的効果的にににに取取取取りりりり組組組組めるようめるようめるようめるよう、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの役割役割役割役割をををを整理整理整理整理してしてしてして相互連携体制相互連携体制相互連携体制相互連携体制のののの

強化強化強化強化をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

    

    

    

    

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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＜＜＜＜推進体制推進体制推進体制推進体制＞＞＞＞    
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４４４４    あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの医療福祉医療福祉医療福祉医療福祉センターセンターセンターセンター    

    

    

○○○○    児童福祉法児童福祉法児童福祉法児童福祉法にににに基基基基づくづくづくづく 2222 つのつのつのつの児童施設児童施設児童施設児童施設（（（（医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設医療型障害児入所施設、、、、医療型児童発達支医療型児童発達支医療型児童発達支医療型児童発達支

援援援援センターセンターセンターセンター（（（（通所通所通所通所））））））））とととと障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法にににに基基基基づくづくづくづく 2222 つのつのつのつの障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス（（（（療養療養療養療養

介護介護介護介護、、、、生活介護生活介護生活介護生活介護（（（（通所通所通所通所））））））））でででで構成構成構成構成されていますされていますされていますされています。。。。    

○○○○    児童施設児童施設児童施設児童施設はははは、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活のののの指導指導指導指導をををを行行行行いながらいながらいながらいながら治療治療治療治療やややや自立自立自立自立したしたしたした生活生活生活生活にににに必要必要必要必要なななな訓練訓練訓練訓練をををを行行行行

っておりっておりっておりっており、、、、障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスはサービスはサービスはサービスは、、、、身体身体身体身体やややや日常生活日常生活日常生活日常生活のののの介護介護介護介護・・・・治療治療治療治療、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの特性特性特性特性にににに

応応応応じたじたじたじた身体機能身体機能身体機能身体機能、、、、生活能力生活能力生活能力生活能力のののの維持向上維持向上維持向上維持向上のためののためののためののための自立自立自立自立したしたしたした生活生活生活生活にににに必要必要必要必要なななな訓練訓練訓練訓練をををを行行行行ってってってって

いますいますいますいます。。。。    

○○○○    「「「「山梨県社会福祉村山梨県社会福祉村山梨県社会福祉村山梨県社会福祉村」」」」のののの中核施設中核施設中核施設中核施設としてとしてとしてとして医療部門医療部門医療部門医療部門、、、、財産管理部門等財産管理部門等財産管理部門等財産管理部門等もももも担担担担っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。    

○○○○    自宅自宅自宅自宅でででで療養療養療養療養しているしているしているしている障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人のののの診療診療診療診療をををを行行行行うううう病院機能病院機能病院機能病院機能やややや、、、、地域療育等支援事業地域療育等支援事業地域療育等支援事業地域療育等支援事業

のののの拠点施設拠点施設拠点施設拠点施設としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割もももも担担担担っていますっていますっていますっています。。。。    

○○○○    平成平成平成平成 18181818 年年年年 9999 月月月月にあけぼのにあけぼのにあけぼのにあけぼの医療福祉医療福祉医療福祉医療福祉センターのセンターのセンターのセンターの再整備再整備再整備再整備をををを行行行行いいいい、、、、リハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショ

ンンンン科科科科をををを設置設置設置設置、、、、医師医師医師医師をををを配置配置配置配置しししし、、、、小児小児小児小児のリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーション機能機能機能機能をををを充実充実充実充実しましたしましたしましたしました。。。。    

○○○○    近年近年近年近年、、、、急増急増急増急増するするするする発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児にににに積極的積極的積極的積極的にににに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる療法機能療法機能療法機能療法機能のののの充実充実充実充実

がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

○○○○    通常通常通常通常のののの歯科診療歯科診療歯科診療歯科診療ではではではでは治療治療治療治療がががが困難困難困難困難なななな障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人にににに対対対対しししし行行行行うううう歯科診療歯科診療歯科診療歯科診療やややや、、、、県内県内県内県内でででで診診診診

療機会療機会療機会療機会のののの確保確保確保確保がががが困難困難困難困難なななな全身麻酔下全身麻酔下全身麻酔下全身麻酔下でのでのでのでの歯科診療歯科診療歯科診療歯科診療についてについてについてについて、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる充実充実充実充実がががが求求求求められめられめられめられ

ていますていますていますています。。。。    

    

    

    

○○○○    小児小児小児小児リハビリテーションについてはリハビリテーションについてはリハビリテーションについてはリハビリテーションについては、、、、あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの医療福祉医療福祉医療福祉医療福祉センターとセンターとセンターとセンターと民間民間民間民間のののの医療機医療機医療機医療機

関関関関がががが連携連携連携連携してしてしてして、、、、地域地域地域地域にににに密着密着密着密着したしたしたした支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

○○○○    発達障害発達障害発達障害発達障害にににに対応対応対応対応するするするする療法士療法士療法士療法士のののの人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・育成育成育成育成にににに、、、、計画的計画的計画的計画的にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

○○○○    県歯科医師会等県歯科医師会等県歯科医師会等県歯科医師会等のののの協力協力協力協力をををを得得得得ながらながらながらながら、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人へのへのへのへの歯科診療体制歯科診療体制歯科診療体制歯科診療体制のののの充実充実充実充実にににに取取取取りりりり

組組組組みますみますみますみます。。。。    

    

    

    

    

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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５５５５    衛生環境研究所衛生環境研究所衛生環境研究所衛生環境研究所    

    

    

○○○○    近年近年近年近年、、、、科学技術科学技術科学技術科学技術のののの進歩進歩進歩進歩、、、、急速急速急速急速なななな高度情報化高度情報化高度情報化高度情報化にににに伴伴伴伴いいいい、、、、県民県民県民県民のののの保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生やややや生活生活生活生活のののの安全安全安全安全    

性性性性にににに対対対対するニーズがするニーズがするニーズがするニーズが複雑化複雑化複雑化複雑化、、、、多様化多様化多様化多様化していますしていますしていますしています。。。。    

こうしたこうしたこうしたこうした中中中中、、、、県県県県のののの保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生・・・・環境行政環境行政環境行政環境行政のののの科学的科学的科学的科学的、、、、技術的中核機関技術的中核機関技術的中核機関技術的中核機関としてとしてとしてとして、、、、厚生労厚生労厚生労厚生労    

働省働省働省働省のののの「「「「地方衛生研究所設置要綱地方衛生研究所設置要綱地方衛生研究所設置要綱地方衛生研究所設置要綱」」」」にににに基基基基づきづきづきづき設置設置設置設置されているされているされているされている衛生環境研究所衛生環境研究所衛生環境研究所衛生環境研究所はははは、、、、各各各各    

種種種種のののの感染症感染症感染症感染症やややや食中毒食中毒食中毒食中毒、、、、食品食品食品食品やややや飲料水飲料水飲料水飲料水へのへのへのへの化学物質化学物質化学物質化学物質のののの混入混入混入混入、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄なななな    

どどどど、、、、多岐多岐多岐多岐ににににわたるわたるわたるわたる健康危機健康危機健康危機健康危機にににに対対対対してしてしてして速速速速やかにやかにやかにやかに科学的科学的科学的科学的なななな原因究明原因究明原因究明原因究明をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、放放放放    

射性物質射性物質射性物質射性物質などのなどのなどのなどの検査検査検査検査をををを的確的確的確的確にににに行行行行いいいい、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活のののの安全確保安全確保安全確保安全確保にににに努努努努めることがめることがめることがめることが求求求求められてめられてめられてめられて    

いますいますいますいます。。。。    

○○○○    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして微生物微生物微生物微生物テロやテロやテロやテロや新興感染症等未知新興感染症等未知新興感染症等未知新興感染症等未知のののの健康危機発生時健康危機発生時健康危機発生時健康危機発生時にににに迅速迅速迅速迅速にににに対対対対    

応応応応できるできるできるできる施設及施設及施設及施設及びびびび職員職員職員職員のののの技術技術技術技術・・・・知識知識知識知識のののの習得習得習得習得のためのためのためのためにににに技技技技術研修等術研修等術研修等術研修等をををを充実充実充実充実させるさせるさせるさせる必要必要必要必要がががが    

ありますありますありますあります。。。。    

    

    

    

危機管理危機管理危機管理危機管理にににに対応対応対応対応するするするする施設設備等施設設備等施設設備等施設設備等のののの充実充実充実充実        

○○○○    未知未知未知未知のののの病原体病原体病原体病原体やややや微生物微生物微生物微生物のののの検査検査検査検査、、、、未規制化学物質未規制化学物質未規制化学物質未規制化学物質やややや新新新新たなたなたなたな汚染物質汚染物質汚染物質汚染物質のののの検査検査検査検査をををを行行行行うこうこうこうこ    

とからとからとからとから、、、、それらにそれらにそれらにそれらに対応対応対応対応できるできるできるできる設備設備設備設備をををを整備整備整備整備していくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに技術技術技術技術のののの習得習得習得習得のためのためのためのため研修研修研修研修をををを    

実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

○○○○    災害時災害時災害時災害時にはにはにはには感染症等感染症等感染症等感染症等のののの発生発生発生発生がががが懸念懸念懸念懸念されされされされ、、、、そのそのそのその拡大防止拡大防止拡大防止拡大防止のためにものためにものためにものためにも保健所保健所保健所保健所、、、、検査機検査機検査機検査機    

関関関関がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって対応対応対応対応をををを図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが重要重要重要重要ですのでですのでですのでですので、、、、検査検査検査検査のののの中核機関中核機関中核機関中核機関であるであるであるである衛衛衛衛    

生環境研究所生環境研究所生環境研究所生環境研究所はははは、、、、災害時災害時災害時災害時もももも機能機能機能機能がががが停止停止停止停止することのないようにすることのないようにすることのないようにすることのないように、、、、体制体制体制体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図りまりまりまりま    

すすすす。。。。    

    

技術職員技術職員技術職員技術職員のののの研修及研修及研修及研修及びびびび調査研究調査研究調査研究調査研究のののの充実充実充実充実        

○○○○    保健所等保健所等保健所等保健所等のののの職員職員職員職員、、、、市町村市町村市町村市町村のののの衛生関係職員衛生関係職員衛生関係職員衛生関係職員、、、、そのそのそのその他地域保健関係者他地域保健関係者他地域保健関係者他地域保健関係者のののの資質資質資質資質のののの向上向上向上向上をををを    

目的目的目的目的としたとしたとしたとした研修研修研修研修をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

またまたまたまた、、、、他他他他のののの試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡をををを密密密密にしながらにしながらにしながらにしながら本県本県本県本県のののの保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生・・・・環境分野環境分野環境分野環境分野のののの科科科科    

学的技術水準学的技術水準学的技術水準学的技術水準のののの向上向上向上向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

    

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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衛生衛生衛生衛生・・・・環境環境環境環境にににに係係係係るるるる情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・解析解析解析解析・・・・提供提供提供提供        

○○○○    県民県民県民県民のののの保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生・・・・環境環境環境環境にににに係係係係るるるる活動活動活動活動やややや学習学習学習学習をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

特特特特にににに学校教育学校教育学校教育学校教育やややや保健医療施設等保健医療施設等保健医療施設等保健医療施設等にににに対対対対してしてしてして積極的積極的積極的積極的にににに指導助言指導助言指導助言指導助言をををを行行行行うとともにホーうとともにホーうとともにホーうとともにホー    

ムページムページムページムページ等等等等でででで分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい情報情報情報情報をををを提供提供提供提供していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

またまたまたまた、、、、国立感染症研究所等国立感染症研究所等国立感染症研究所等国立感染症研究所等、、、、国国国国のののの機関機関機関機関やややや他他他他のののの自治体自治体自治体自治体のののの地方衛生研究所若地方衛生研究所若地方衛生研究所若地方衛生研究所若しくはしくはしくはしくは国国国国    

やややや他他他他のののの自治体自治体自治体自治体のののの機関機関機関機関とのネットワークからとのネットワークからとのネットワークからとのネットワークから得得得得られたられたられたられた新新新新たなたなたなたな情報等情報等情報等情報等をををを速速速速やかにやかにやかにやかに提提提提供供供供    

しますしますしますします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



----    248 248 248 248 ----    

 

第第第第７７７７章章章章    安全安全安全安全でででで衛生的衛生的衛生的衛生的なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

    

第第第第１１１１節節節節    健康危機管理体制健康危機管理体制健康危機管理体制健康危機管理体制    

    

    

○○○○    県民県民県民県民のののの生命生命生命生命やややや健康健康健康健康をををを脅脅脅脅かすかすかすかす事態事態事態事態がががが発生発生発生発生しししし、、、、又又又又はははは発生発生発生発生するおそれがあるするおそれがあるするおそれがあるするおそれがある場合場合場合場合にににに、、、、健健健健

康被害康被害康被害康被害のののの発生予防発生予防発生予防発生予防、、、、拡大防止等拡大防止等拡大防止等拡大防止等をををを図図図図るためるためるためるため、、、、健康危機健康危機健康危機健康危機にににに対対対対するするするする管理体制管理体制管理体制管理体制のののの確保確保確保確保がががが必必必必

要要要要ですですですです。。。。    

このためこのためこのためこのため、、、、県県県県ではではではでは「「「「山梨県健康危機管理基本指針山梨県健康危機管理基本指針山梨県健康危機管理基本指針山梨県健康危機管理基本指針（（（（平成平成平成平成 13131313 年年年年 10101010 月月月月）」）」）」）」をををを定定定定めめめめ、、、、

医薬品医薬品医薬品医薬品、、、、毒物劇物毒物劇物毒物劇物毒物劇物、、、、食中毒食中毒食中毒食中毒、、、、感染症感染症感染症感染症、、、、飲料水飲料水飲料水飲料水、、、、そのそのそのその他何他何他何他何らかのらかのらかのらかの原因原因原因原因によるによるによるによる健康被害健康被害健康被害健康被害

のののの発生発生発生発生やややや大規模大規模大規模大規模なななな自然災害自然災害自然災害自然災害のののの発生発生発生発生などなどなどなど、、、、県民県民県民県民のののの生命生命生命生命やややや健康健康健康健康をををを脅脅脅脅かすかすかすかす健康危機健康危機健康危機健康危機にににに迅速迅速迅速迅速

かつかつかつかつ適切適切適切適切にににに対応対応対応対応することとしていますすることとしていますすることとしていますすることとしています。。。。    

特特特特にににに、、、、重大重大重大重大なななな健康被害健康被害健康被害健康被害がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、福祉保健部関係各課福祉保健部関係各課福祉保健部関係各課福祉保健部関係各課、、、、知事政策局広知事政策局広知事政策局広知事政策局広

聴広報課聴広報課聴広報課聴広報課、、、、総務部防災危機管理課総務部防災危機管理課総務部防災危機管理課総務部防災危機管理課、、、、警察本部生活環境課警察本部生活環境課警察本部生活環境課警察本部生活環境課とととと捜査第一課等関係課捜査第一課等関係課捜査第一課等関係課捜査第一課等関係課でででで構構構構

成成成成するするするする健康危機管理対策本部健康危機管理対策本部健康危機管理対策本部健康危機管理対策本部をををを設置設置設置設置しししし被害被害被害被害のののの拡大拡大拡大拡大をををを防止防止防止防止しますしますしますします。。。。    

○○○○    各保健所各保健所各保健所各保健所においてはにおいてはにおいてはにおいては市町村市町村市町村市町村、、、、医療機関医療機関医療機関医療機関とととと連携連携連携連携をををを図図図図るるるる中中中中でででで所管区域内所管区域内所管区域内所管区域内におけるにおけるにおけるにおける健康健康健康健康

危機危機危機危機にににに対応対応対応対応するためにするためにするためにするために、、、、またまたまたまた、、、、衛生環境研究所衛生環境研究所衛生環境研究所衛生環境研究所においてはにおいてはにおいてはにおいては健康危機管理発生時健康危機管理発生時健康危機管理発生時健康危機管理発生時のののの原原原原

因究明因究明因究明因究明のためののためののためののための試験検査試験検査試験検査試験検査などをなどをなどをなどを円滑円滑円滑円滑にににに行行行行うためにうためにうためにうために、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ「「「「健康危機管理対策要健康危機管理対策要健康危機管理対策要健康危機管理対策要

領領領領」」」」をををを定定定定めめめめ、、、、人命人命人命人命のののの救助救助救助救助とととと被害被害被害被害のののの拡大防止拡大防止拡大防止拡大防止にににに備備備備えていますえていますえていますえています。。。。    

○○○○    さらにさらにさらにさらに近年近年近年近年ではではではでは、、、、東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア等等等等でででで散発的散発的散発的散発的にににに発生発生発生発生しているしているしているしている高病原性鳥高病原性鳥高病原性鳥高病原性鳥インフルエンインフルエンインフルエンインフルエン

ザがザがザがザが変異変異変異変異しししし、、、、ヒトからヒトにヒトからヒトにヒトからヒトにヒトからヒトに感染感染感染感染するようになったするようになったするようになったするようになった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人のののの生命生命生命生命やややや健健健健

康康康康にににに甚大甚大甚大甚大なななな被害被害被害被害をををを及及及及ぼすとともにぼすとともにぼすとともにぼすとともに、、、、社会全体社会全体社会全体社会全体がががが混乱混乱混乱混乱することもすることもすることもすることも懸念懸念懸念懸念されていますされていますされていますされています。。。。    

このようにこのようにこのようにこのように深刻深刻深刻深刻なななな健康被害健康被害健康被害健康被害のののの発生発生発生発生がががが危惧危惧危惧危惧されていることからされていることからされていることからされていることから、、、、さらにさらにさらにさらに健康危機管健康危機管健康危機管健康危機管

理体制理体制理体制理体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図るためるためるためるため、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける総合的総合的総合的総合的なななな「「「「山梨県危機管理基本方針山梨県危機管理基本方針山梨県危機管理基本方針山梨県危機管理基本方針（（（（平成平成平成平成

20202020 年年年年 6666 月月月月）」）」）」）」によりによりによりにより、、、、事前対策事前対策事前対策事前対策、、、、応急対策応急対策応急対策応急対策、、、、事後対策事後対策事後対策事後対策にににに取取取取りりりり組組組組むとともにむとともにむとともにむとともに、、、、保健所保健所保健所保健所

等等等等にににに搬送用備品搬送用備品搬送用備品搬送用備品、、、、仮設仮設仮設仮設のののの診療用診療用診療用診療用テントなどのテントなどのテントなどのテントなどの整備整備整備整備やややや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等等等等にににに対対対対するするするする設設設設

備整備備整備備整備備整備をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。    

またまたまたまた、、、、病原性病原性病原性病原性がががが高高高高いいいい新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ等等等等のののの新感染症新感染症新感染症新感染症へのへのへのへの対策対策対策対策についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成

24242424 年年年年 5555 月月月月にににに「「「「新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ等対策特別措置法等対策特別措置法等対策特別措置法等対策特別措置法」」」」がががが新新新新たにたにたにたに公布公布公布公布されされされされ、、、、新感染新感染新感染新感染

症症症症にににに対対対対するするするする対策対策対策対策のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる強化強化強化強化がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

    

    

    

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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関係機関関係機関関係機関関係機関によるによるによるによる連携連携連携連携・・・・協力体制協力体制協力体制協力体制のののの強化強化強化強化    

【【【【関係機関関係機関関係機関関係機関によるによるによるによる連携連携連携連携のののの強化強化強化強化】】】】    

○○○○    山梨県健康危機管理基本指針山梨県健康危機管理基本指針山梨県健康危機管理基本指針山梨県健康危機管理基本指針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、健康被害健康被害健康被害健康被害のののの発生予防発生予防発生予防発生予防とととと拡大防止対策拡大防止対策拡大防止対策拡大防止対策にににに努努努努

めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、山梨県危機管理基本方針山梨県危機管理基本方針山梨県危機管理基本方針山梨県危機管理基本方針によりによりによりにより、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するするするする中中中中でででで

総合的総合的総合的総合的なななな対策対策対策対策やややや実働的実働的実働的実働的なななな訓練訓練訓練訓練をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

    

被害状況被害状況被害状況被害状況のののの収集収集収集収集とととと適切適切適切適切なななな情報情報情報情報のののの提供提供提供提供        

【【【【被害状況被害状況被害状況被害状況、、、、対処方法対処方法対処方法対処方法、、、、注意事項等注意事項等注意事項等注意事項等のののの情報情報情報情報のののの収集収集収集収集とととと提供提供提供提供】】】】    

○○○○    健康危機発生時健康危機発生時健康危機発生時健康危機発生時にはにはにはには、、、、被害状況等各情報被害状況等各情報被害状況等各情報被害状況等各情報をををを正確正確正確正確にににに収集収集収集収集しししし、、、、集約集約集約集約したしたしたした情報情報情報情報をををを適切適切適切適切にににに

発信発信発信発信することがすることがすることがすることが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要ですですですです。。。。このためこのためこのためこのため、、、、情報情報情報情報のののの伝達手段伝達手段伝達手段伝達手段やややや体制体制体制体制をををを検証検証検証検証するためするためするためするため、、、、

保健所等保健所等保健所等保健所等でででで情報伝達訓練情報伝達訓練情報伝達訓練情報伝達訓練をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

    

新新新新たなたなたなたな感染症感染症感染症感染症へのへのへのへの対応対応対応対応        

【【【【新感染症新感染症新感染症新感染症にににに対対対対するするするする対策対策対策対策】】】】    

○○○○    新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ等等等等のののの新感染症新感染症新感染症新感染症にににに対対対対するするするする対策対策対策対策をををを的確的確的確的確かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速にににに実施実施実施実施できるできるできるできる体体体体

制制制制をををを整備整備整備整備するとともにするとともにするとともにするとともに対策対策対策対策のののの実施実施実施実施にににに関関関関するするするする行動計画行動計画行動計画行動計画をををを作成作成作成作成しししし、、、、新感染症新感染症新感染症新感染症によるによるによるによる緊急緊急緊急緊急

事態事態事態事態にににに対応対応対応対応しますしますしますします。。。。    

    

大規模自然災害大規模自然災害大規模自然災害大規模自然災害のののの対策対策対策対策のののの強化強化強化強化    

【【【【災害時要援護者対策災害時要援護者対策災害時要援護者対策災害時要援護者対策のののの促進促進促進促進】】】】    

○○○○    高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害者等障害者等障害者等障害者等のののの災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者のののの避難支援体制避難支援体制避難支援体制避難支援体制のののの整備整備整備整備をををを促進促進促進促進するためするためするためするため、、、、市町市町市町市町

村等村等村等村等とととと連携連携連携連携しししし、、、、災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした避難誘導避難誘導避難誘導避難誘導、、、、福祉避難所福祉避難所福祉避難所福祉避難所（（（（※※※※））））設置設置設置設置・・・・運運運運

営訓練営訓練営訓練営訓練をををを通通通通じてじてじてじて、、、、市町村市町村市町村市町村のののの災害時要援護者対策災害時要援護者対策災害時要援護者対策災害時要援護者対策をををを促進促進促進促進しししし、、、、大規模自然災害発生時大規模自然災害発生時大規模自然災害発生時大規模自然災害発生時にににに

おけるおけるおけるおける災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者のののの健康健康健康健康のののの支援体制支援体制支援体制支援体制をををを確保確保確保確保しますしますしますします。。。。    

［［［［用語解説用語解説用語解説用語解説］］］］    

（（（（※※※※））））福祉避難所福祉避難所福祉避難所福祉避難所    

災害時災害時災害時災害時はははは、、、、避難避難避難避難しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない者者者者をををを一時的一時的一時的一時的にににに学校学校学校学校のののの体育館体育館体育館体育館やややや公民館公民館公民館公民館などになどになどになどに設置設置設置設置

したしたしたした避難所避難所避難所避難所にににに受受受受けけけけ入入入入れれれれ、、、、保護保護保護保護しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。避難者避難者避難者避難者のののの中中中中でもでもでもでも高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害者等障害者等障害者等障害者等

のののの特別特別特別特別なななな配慮配慮配慮配慮をををを要要要要するするするする者者者者（（（（災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者））））にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、ここここのようなのようなのようなのような避難所避難所避難所避難所でのでのでのでの生活生活生活生活

はははは、、、、健康面健康面健康面健康面、、、、精神面精神面精神面精神面にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えることとなるえることとなるえることとなるえることとなる。。。。このようなこのようなこのようなこのような要援護者要援護者要援護者要援護者にににに対対対対してしてしてして

特別特別特別特別にににに配慮配慮配慮配慮するするするする避難所避難所避難所避難所をををを「「「「福祉避難所福祉避難所福祉避難所福祉避難所」」」」としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけているづけているづけているづけている。。。。    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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NBCNBCNBCNBC 災害災害災害災害・テロへの・テロへの・テロへの・テロへの対策対策対策対策        

【【【【NBCNBCNBCNBC 災害災害災害災害・テロに・テロに・テロに・テロに対処対処対処対処するためのするためのするためのするための医療体制医療体制医療体制医療体制のののの構築構築構築構築】】】】    

○○○○    NBCNBCNBCNBC 災害及災害及災害及災害及びテロにびテロにびテロにびテロに対応対応対応対応するするするする医療医療医療医療チームにチームにチームにチームに対対対対するするするする研修研修研修研修のののの参加参加参加参加をををを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。    

［［［［用語解説用語解説用語解説用語解説］］］］    

（（（（※※※※））））NBCNBCNBCNBC 災害災害災害災害    

NNNN はははは    nuclearnuclearnuclearnuclear（（（（核核核核）、）、）、）、BBBB はははは    biologicalbiologicalbiologicalbiological（（（（生物生物生物生物のののの）、）、）、）、CCCC はははは    chemicalchemicalchemicalchemical（（（（化学化学化学化学のののの））））のののの頭文字頭文字頭文字頭文字

からからからから、、、、原発事故原発事故原発事故原発事故のようなのようなのようなのような核核核核によるによるによるによる災害災害災害災害、、、、炭疽菌炭疽菌炭疽菌炭疽菌((((たんそきんたんそきんたんそきんたんそきん))))事件事件事件事件のようなのようなのようなのような生物生物生物生物によるによるによるによる

災害災害災害災害、、、、サリンサリンサリンサリン事件事件事件事件のようなのようなのようなのような化学物質化学物質化学物質化学物質によるによるによるによる災害災害災害災害のののの総称総称総称総称。。。。    

    

    

    

    

    

◎山梨県危機管理体制

危　　　　機　　　　事　　　　案　　　　発　　　　生

情報

県、警察、市町村、消防、国、関係機関、団体、地域住民等

災　　　害

災害対策基本法

第2条第1項該当

武力攻撃事態等

国民保護法

第25条による指定 その他の危機

危機管理対策本部で

対応

災害関係機関 国民保護関係機関 健康危機 健康以外の危機

災害対策本部で対応
国民保護対策本部で

対応

健康危機管理対策本部

で対応
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◎健康危機管理体制

 ・情報連絡、確認

 ・調査体制の整備

 ・福祉保健総務課への連絡

 ・担当課の特定

 ・関係機関との連携

医師、有症者、事務所、

警察、消防等

初動措置

健康危機管理体制の整備

水道事業指導

要領

平常時の対応 危機管理発生時の対応

感染症対策マニュアル

SARS対策行動計画

高病原性鳥インフルエンザ対策行動計画

新型インフルエンザ対策行動計画

毒物劇物事故対応マニュアル食中毒事件等対策要綱

保健所
通報または探知

(担当課、福祉保健

総務課）
・健康危機管理基本指針

・健康危機管理対策幹事会

　（情報交換）

・福祉保健部内体制の整備

・緊急連絡網の整備

・その他
 ・健康危機管理対策幹事会

　　　　　　　　↓

 ・健康危機管理対策本部

調査の実施
 ・有症者、患者に対する調査

 ・原因の調査

本

庁

・

保

健

所

拡大防止

 ・医療救護活動

 ・被害拡大防止活動

 ・広報活動
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第第第第２２２２節節節節    医薬品等医薬品等医薬品等医薬品等のののの安全管理安全管理安全管理安全管理    

    

    

○○○○    医薬品医薬品医薬品医薬品はははは、、、、人人人人のののの生命生命生命生命やややや健康健康健康健康のののの維持維持維持維持、、、、疾病疾病疾病疾病のののの予防予防予防予防やややや治療等治療等治療等治療等にににに欠欠欠欠くことのできないもくことのできないもくことのできないもくことのできないも    

のでのでのでのでありありありあり、、、、医療保険医療保険医療保険医療保険によるによるによるによる医薬品医薬品医薬品医薬品のののの利用利用利用利用のほかのほかのほかのほか、、、、一般医薬品一般医薬品一般医薬品一般医薬品（（（（OOOOTCTCTCTC 医薬品医薬品医薬品医薬品））））をををを利用利用利用利用    

してしてしてして自自自自らのらのらのらの健康健康健康健康をををを自自自自らがらがらがらが管理管理管理管理するセルフメディケーションもするセルフメディケーションもするセルフメディケーションもするセルフメディケーションも健康健康健康健康のののの維持維持維持維持にににに貢献貢献貢献貢献しししし    

ていますていますていますています。。。。    

しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその反面好反面好反面好反面好ましくないましくないましくないましくない副作用副作用副作用副作用のののの出現出現出現出現やややや使用方法使用方法使用方法使用方法をををを誤誤誤誤ればればればれば生命生命生命生命、、、、健康健康健康健康にににに大大大大    

きなきなきなきな影響影響影響影響をををを及及及及ぼすためぼすためぼすためぼすため、、、、医薬品医薬品医薬品医薬品のののの安全性安全性安全性安全性やややや有効性有効性有効性有効性、、、、品質品質品質品質のののの確保確保確保確保がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

○○○○    またまたまたまた、、、、近年近年近年近年、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット等等等等をををを利用利用利用利用してしてしてして無承認無許可医薬品等無承認無許可医薬品等無承認無許可医薬品等無承認無許可医薬品等をををを安易安易安易安易にににに個人輸個人輸個人輸個人輸    

入入入入（（（（購入購入購入購入））））するするするする傾向傾向傾向傾向がみられるがみられるがみられるがみられる中中中中、、、、これらこれらこれらこれら（（（（ダイエットダイエットダイエットダイエット用健康食品用健康食品用健康食品用健康食品などをなどをなどをなどを含含含含むむむむ））））にににに    

よるよるよるよる健康被害健康被害健康被害健康被害がががが発生発生発生発生していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、それらのそれらのそれらのそれらの危険性危険性危険性危険性についてについてについてについて啓発啓発啓発啓発していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がががが    

ありますありますありますあります。。。。    
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医薬品等関係施設監視数医薬品等関係施設監視数医薬品等関係施設監視数医薬品等関係施設監視数、、、、監視率及監視率及監視率及監視率及びびびび不適率不適率不適率不適率

医薬品等関係施設監視数 医薬品等関係施設監視率

医薬品等関係施設不適率

（（（（単位単位単位単位：：：：施設施設施設施設、％）、％）、％）、％）

平成平成平成平成19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

医薬品等関係施設監視数医薬品等関係施設監視数医薬品等関係施設監視数医薬品等関係施設監視数 829829829829 614614614614 775775775775 1,2201,2201,2201,220 1,0111,0111,0111,011

医薬品等関係施設監視率医薬品等関係施設監視率医薬品等関係施設監視率医薬品等関係施設監視率 23.823.823.823.8 17.417.417.417.4 21.121.121.121.1 33.733.733.733.7 28.228.228.228.2

医薬品等関係施設不適率医薬品等関係施設不適率医薬品等関係施設不適率医薬品等関係施設不適率 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.70.70.70.7 0.30.30.30.3

資料資料資料資料：：：：県衛生薬務課調県衛生薬務課調県衛生薬務課調県衛生薬務課調べべべべ

※※※※「「「「医薬品等関係施設医薬品等関係施設医薬品等関係施設医薬品等関係施設」」」」にはにはにはには毒物毒物毒物毒物・・・・劇物取扱劇物取扱劇物取扱劇物取扱いいいい施設施設施設施設をををを含含含含まずまずまずまず。。。。

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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○○○○    一方一方一方一方、、、、毒物毒物毒物毒物・・・・劇物劇物劇物劇物はそのはそのはそのはその有用性有用性有用性有用性とととと併併併併せせせせ持持持持つつつつ有害性有害性有害性有害性をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした適正適正適正適正なななな保管保管保管保管とととと使用使用使用使用をををを    

徹底徹底徹底徹底することによりすることによりすることによりすることにより、、、、盗難防止盗難防止盗難防止盗難防止、、、、危害事故防止危害事故防止危害事故防止危害事故防止をををを図図図図るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

    

    

医薬品等医薬品等医薬品等医薬品等のののの品質確保対策品質確保対策品質確保対策品質確保対策        

○○○○    山梨県山梨県山梨県山梨県ではではではでは、、、、安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな医薬品等医薬品等医薬品等医薬品等がががが供給供給供給供給されるようされるようされるようされるよう、、、、薬局薬局薬局薬局やややや医薬品等販売業者医薬品等販売業者医薬品等販売業者医薬品等販売業者    

及及及及びびびび医薬品等製造業者等医薬品等製造業者等医薬品等製造業者等医薬品等製造業者等にににに対対対対してしてしてして立入検査立入検査立入検査立入検査をををを実施実施実施実施しししし、、、、不良不良不良不良・・・・不正医薬品等不正医薬品等不正医薬品等不正医薬品等のののの流通防流通防流通防流通防    

止止止止にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

○○○○    一般用医薬品一般用医薬品一般用医薬品一般用医薬品においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、新新新新たなたなたなたな医薬品販売制度医薬品販売制度医薬品販売制度医薬品販売制度（（（（登録販売者試験等登録販売者試験等登録販売者試験等登録販売者試験等※※※※1111））））をををを適適適適    

正正正正にににに執行執行執行執行しししし、、、、安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな医薬品等医薬品等医薬品等医薬品等のののの提供提供提供提供にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

またまたまたまた、、、、医薬品製造所等医薬品製造所等医薬品製造所等医薬品製造所等にににに対対対対するするするする GMPGMPGMPGMP（（（（※※※※2222））））にににに基基基基づくづくづくづく監視監視監視監視をををを徹底徹底徹底徹底しししし、、、、医薬品等医薬品等医薬品等医薬品等のののの    

品質確保対策品質確保対策品質確保対策品質確保対策をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

○○○○    県薬剤師会県薬剤師会県薬剤師会県薬剤師会のののの薬事情報薬事情報薬事情報薬事情報センターをセンターをセンターをセンターを活用活用活用活用しししし、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・団体団体団体団体とととと連携連携連携連携しししし、、、、医薬品医薬品医薬品医薬品のののの副副副副

作用作用作用作用やややや適正使用適正使用適正使用適正使用などになどになどになどに関関関関するするするする最新情報最新情報最新情報最新情報をををを一般県民一般県民一般県民一般県民やややや医療機関等医療機関等医療機関等医療機関等へへへへ正確正確正確正確かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速にににに

提供提供提供提供していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

○○○○    国国国国のののの「「「「後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品のののの安心使用促進安心使用促進安心使用促進安心使用促進アクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラム」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、本県本県本県本県におけにおけにおけにおけ    

るるるる後発医薬品使用促進後発医薬品使用促進後発医薬品使用促進後発医薬品使用促進のためにのためにのためにのために設置設置設置設置されたされたされたされた「「「「山梨県後発医薬品安心使用促進協議会山梨県後発医薬品安心使用促進協議会山梨県後発医薬品安心使用促進協議会山梨県後発医薬品安心使用促進協議会」」」」

におけるにおけるにおけるにおける議論議論議論議論をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品にににに関関関関するするするする県民県民県民県民及及及及びびびび医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者におけるにおけるにおけるにおける理解理解理解理解のののの向向向向

上上上上をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

毒劇物毒劇物毒劇物毒劇物によるによるによるによる危害発生危害発生危害発生危害発生のののの防止防止防止防止        

○○○○    保健所保健所保健所保健所におけるにおけるにおけるにおける毒物劇物監視員毒物劇物監視員毒物劇物監視員毒物劇物監視員によるによるによるによる毒劇物取扱施設毒劇物取扱施設毒劇物取扱施設毒劇物取扱施設にににに対対対対するするするする監視指導監視指導監視指導監視指導をををを引引引引きききき

続続続続きききき実施実施実施実施しししし、、、、適正管理適正管理適正管理適正管理、、、、適正使用適正使用適正使用適正使用のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

[[[[用語解説用語解説用語解説用語解説]]]]    

（（（（※※※※1111））））登録販売者試験制度登録販売者試験制度登録販売者試験制度登録販売者試験制度    

薬事法薬事法薬事法薬事法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律がががが、、、、平成平成平成平成 18 18 18 18 年年年年 6 6 6 6 月月月月 14 14 14 14 日公布日公布日公布日公布されされされされ、、、、都道府県知都道府県知都道府県知都道府県知

事事事事はははは一般用医薬品一般用医薬品一般用医薬品一般用医薬品のののの販売販売販売販売にににに従事従事従事従事しようとするしようとするしようとするしようとする者者者者がががが必要必要必要必要なななな資質資質資質資質をををを有有有有することをすることをすることをすることを確認確認確認確認

するためのするためのするためのするための試験試験試験試験をををを平成平成平成平成 20 20 20 20 年度年度年度年度からからからから実施実施実施実施することとされたすることとされたすることとされたすることとされた。。。。    

（（（（※※※※2222））））GMPGMPGMPGMP    

医薬品及医薬品及医薬品及医薬品及びびびび医薬部外品医薬部外品医薬部外品医薬部外品のののの製造管理及製造管理及製造管理及製造管理及びびびび品質管理品質管理品質管理品質管理のののの基準基準基準基準    

    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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＜＜＜＜推進体制推進体制推進体制推進体制＞＞＞＞    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

薬業団体
（薬局・店舗販売業
・配置）卸売販売
医療機器関係

指導
情報交換

監視指導

相談

安全な医薬品等の提供

県（保健所） 医薬品等取扱業者 県民

指導 支援 情報の提供 情報の提供

県薬剤師会（薬事情報センター）
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第第第第３３３３節節節節    薬物乱用防止対策薬物乱用防止対策薬物乱用防止対策薬物乱用防止対策    

    

    

○○○○    麻薬麻薬麻薬麻薬、、、、覚覚覚覚せいせいせいせい剤剤剤剤、、、、シンナーシンナーシンナーシンナー等等等等のののの薬物薬物薬物薬物のののの乱用乱用乱用乱用はははは、、、、乱用者個人乱用者個人乱用者個人乱用者個人のののの心身心身心身心身をををを滅滅滅滅ぼすのみでぼすのみでぼすのみでぼすのみで    

なくなくなくなく、、、、家庭家庭家庭家庭をををを崩壊崩壊崩壊崩壊させさせさせさせ、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会にもにもにもにも計計計計りりりり知知知知れないれないれないれない危害危害危害危害をもたらすなどをもたらすなどをもたらすなどをもたらすなど、、、、深刻深刻深刻深刻なななな社社社社    

会問題会問題会問題会問題のののの一一一一つとなっていますつとなっていますつとなっていますつとなっています。。。。    

○○○○    覚覚覚覚せいせいせいせい剤等剤等剤等剤等のののの薬物乱用薬物乱用薬物乱用薬物乱用によるによるによるによる検挙者検挙者検挙者検挙者はここはここはここはここ数年横数年横数年横数年横ばいばいばいばい状況状況状況状況ですがですがですがですが、、、、薬物押収量薬物押収量薬物押収量薬物押収量    

はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にありにありにありにあり、、、、依然依然依然依然としてとしてとしてとして根強根強根強根強いいいい需要需要需要需要がみられるなどがみられるなどがみられるなどがみられるなど、「、「、「、「第三次覚第三次覚第三次覚第三次覚せいせいせいせい剤乱用剤乱用剤乱用剤乱用    

期期期期」」」」はははは継続継続継続継続していますしていますしていますしています。。。。    

○○○○    麻薬麻薬麻薬麻薬やややや覚覚覚覚せいせいせいせい剤剤剤剤とととと同様同様同様同様のののの幻覚幻覚幻覚幻覚やややや多幸感多幸感多幸感多幸感のののの有害性有害性有害性有害性があるがあるがあるがある違法違法違法違法ドラッグドラッグドラッグドラッグ（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる

「「「「脱法脱法脱法脱法ドラッグドラッグドラッグドラッグ」）」）」）」）によるによるによるによる事件事件事件事件やややや死亡報告死亡報告死亡報告死亡報告がががが社会問題社会問題社会問題社会問題となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

○○○○    全国的全国的全国的全国的にににに乱用者乱用者乱用者乱用者はははは低年齢化低年齢化低年齢化低年齢化しておりしておりしておりしており、、、、特特特特にににに中学生中学生中学生中学生・・・・高校生高校生高校生高校生などのなどのなどのなどの青少年層青少年層青少年層青少年層へのへのへのへの薬薬薬薬    

物乱用物乱用物乱用物乱用のののの拡大拡大拡大拡大がががが懸念懸念懸念懸念されていますされていますされていますされています。。。。    

○○○○    シンナーシンナーシンナーシンナー乱用事犯乱用事犯乱用事犯乱用事犯はははは少少少少なくなってきましたがなくなってきましたがなくなってきましたがなくなってきましたが、、、、シンナーはシンナーはシンナーはシンナーは薬物乱用薬物乱用薬物乱用薬物乱用のののの入門薬物入門薬物入門薬物入門薬物でででで    

ありありありあり、、、、引引引引きききき続続続続きききき取扱事業所取扱事業所取扱事業所取扱事業所へのへのへのへの立入立入立入立入をををを実施実施実施実施しししし、、、、盗難防止等盗難防止等盗難防止等盗難防止等のののの管理徹底管理徹底管理徹底管理徹底のののの指導指導指導指導がががが必要必要必要必要    

ですですですです。。。。    

○○○○    薬物乱用者薬物乱用者薬物乱用者薬物乱用者にににに対対対対するするするする医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実やややや、、、、そのそのそのその家族等家族等家族等家族等にににに対対対対するするするする相談体制相談体制相談体制相談体制のののの強化強化強化強化がががが必必必必    

要要要要ですですですです。。。。    

○○○○    山梨県山梨県山梨県山梨県ではではではでは、、、、山梨県薬物乱用対策推進本部山梨県薬物乱用対策推進本部山梨県薬物乱用対策推進本部山梨県薬物乱用対策推進本部をををを設置設置設置設置しししし、、、、県民県民県民県民、、、、特特特特にににに青少年青少年青少年青少年にににに対対対対するするするする    

乱用防止乱用防止乱用防止乱用防止のののの啓発啓発啓発啓発をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

○○○○    平成平成平成平成 23232323 年年年年のののの本県本県本県本県のののの薬物事犯検挙者数薬物事犯検挙者数薬物事犯検挙者数薬物事犯検挙者数はははは 76767676 人人人人でででで、、、、このうちこのうちこのうちこのうち 95959595％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる 72727272 人人人人がががが    

覚覚覚覚せいせいせいせい剤剤剤剤によるものとなっていますによるものとなっていますによるものとなっていますによるものとなっています。。。。    

    

    

    

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの推進推進推進推進    

○○○○    山梨県薬物乱用対策推進本部山梨県薬物乱用対策推進本部山梨県薬物乱用対策推進本部山梨県薬物乱用対策推進本部をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・団体団体団体団体とのとのとのとの相互連携相互連携相互連携相互連携をををを図図図図りりりり、、、、    

薬物乱用防止推進体制薬物乱用防止推進体制薬物乱用防止推進体制薬物乱用防止推進体制をををを充実充実充実充実しますしますしますします。。。。    

○○○○    中学校中学校中学校中学校、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校においてはにおいてはにおいてはにおいては学校保健学校保健学校保健学校保健とととと連携連携連携連携しししし、、、、薬薬薬薬物乱用防止講習会物乱用防止講習会物乱用防止講習会物乱用防止講習会をををを行行行行いいいい、、、、まままま    

たたたた、、、、薬物乱用防止指導員地区協議会薬物乱用防止指導員地区協議会薬物乱用防止指導員地区協議会薬物乱用防止指導員地区協議会をををを中心中心中心中心にににに、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの啓発啓発啓発啓発、、、、指導活動指導活動指導活動指導活動をををを充実充実充実充実しししし、、、、    

地域地域地域地域からからからから乱用薬物乱用薬物乱用薬物乱用薬物のののの排除排除排除排除にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

    

    

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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薬物取扱施設薬物取扱施設薬物取扱施設薬物取扱施設にににに対対対対するするするする指導指導指導指導のののの強化強化強化強化        

○○○○    シンナーシンナーシンナーシンナー、、、、トルエントルエントルエントルエン等等等等のののの毒物劇物毒物劇物毒物劇物毒物劇物をををを取取取取りりりり扱扱扱扱うううう業者業者業者業者、、、、麻薬麻薬麻薬麻薬などをなどをなどをなどを取取取取りりりり扱扱扱扱うううう施設施設施設施設につにつにつにつ    

いていていていて指導及指導及指導及指導及びびびび取締取締取締取締りをりをりをりを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

薬物関連相談事業薬物関連相談事業薬物関連相談事業薬物関連相談事業のののの充実充実充実充実        

○○○○    精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉精神保健福祉センターセンターセンターセンター、、、、保健所保健所保健所保健所をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして薬物依存者及薬物依存者及薬物依存者及薬物依存者及びそのびそのびそのびその家族家族家族家族などになどになどになどに対対対対すすすす    

るるるる相談相談相談相談・・・・支援体制支援体制支援体制支援体制をををを関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら、、、、強化強化強化強化していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

    

    

＜＜＜＜推進体制推進体制推進体制推進体制＞＞＞＞    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 相談 ・ 指導

連携協力
警察・検察庁等の司法機関薬物乱用対策推進関係機関

国（内閣）対策本部 協力・連携 連携 保護・検挙 医療機関等

治療

山梨県薬物乱用対策推進本部(県） 乱用者等
啓発

協力  相談 ・ 指導

連携

各市町村 委嘱

県民
精神保健
福祉セン
ター

啓発

山梨県薬物乱用防止指導員協議会
協力・支援 啓発

相談 連携

支援（研修）

指導 保　健　所

地区支部協議会 　中学 ・
　高等学
　校

指導 指導・啓発

教育委員会
指導
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第第第第４４４４節節節節    食品食品食品食品のののの安全確保対策安全確保対策安全確保対策安全確保対策    

    

    

○○○○    食品食品食品食品のののの流通流通流通流通のののの広域化広域化広域化広域化やややや輸入食品輸入食品輸入食品輸入食品のののの増大増大増大増大、、、、更更更更にににに東京電力福島第一原子力発電所東京電力福島第一原子力発電所東京電力福島第一原子力発電所東京電力福島第一原子力発電所のののの事事事事    

故故故故によるによるによるによる放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの放出放出放出放出などによりなどによりなどによりなどにより、、、、食品食品食品食品のののの安全性安全性安全性安全性へのへのへのへの関心関心関心関心はははは益益益益々々々々高高高高まっておりまっておりまっておりまっており、、、、    

食食食食のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保がががが強強強強くくくく求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

○○○○    本県本県本県本県のののの食中毒食中毒食中毒食中毒のののの発生件数発生件数発生件数発生件数はははは、、、、次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

病因物質別病因物質別病因物質別病因物質別でみるとでみるとでみるとでみると、、、、ノロウイルスとカンピロバクターによるノロウイルスとカンピロバクターによるノロウイルスとカンピロバクターによるノロウイルスとカンピロバクターによる食中毒食中毒食中毒食中毒がががが主流主流主流主流をををを占占占占    

めておりめておりめておりめており、、、、ノロウイルスにノロウイルスにノロウイルスにノロウイルスに感染感染感染感染したしたしたした調理従事者調理従事者調理従事者調理従事者をををを介介介介したノロウイルスしたノロウイルスしたノロウイルスしたノロウイルス食中毒食中毒食中毒食中毒やややや食肉食肉食肉食肉    

（（（（特特特特にににに鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉））））にににに起因起因起因起因するカンピロバクターするカンピロバクターするカンピロバクターするカンピロバクター食中毒食中毒食中毒食中毒がががが発生発生発生発生しているしているしているしている状況状況状況状況ですですですです。。。。    

    

    

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

平成19 20 21 22 23

（（（（
病病病病
原原原原
物物物物
質質質質
別別別別
・・・・
件件件件
））））

（（（（
合合合合
計計計計
・・・・
件件件件
））））

食中毒発生件数食中毒発生件数食中毒発生件数食中毒発生件数 （（（（病因物質別病因物質別病因物質別病因物質別））））

食中毒発生件数（合計） ノロウイルス カンピロバクター

病原大腸菌 腸炎ビブリオ その他

（（（（単位単位単位単位：：：：件件件件））））

平成平成平成平成19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

食中毒発生件数食中毒発生件数食中毒発生件数食中毒発生件数（（（（合計合計合計合計）））） 15151515 11111111 6666 12121212 12121212

ノロウイルスノロウイルスノロウイルスノロウイルス 1111 6666 2222 6666 7777

カンピロバクターカンピロバクターカンピロバクターカンピロバクター 5555 3333 2222 2222 2222

病原大腸菌病原大腸菌病原大腸菌病原大腸菌 1111 0000 0000 0000 2222

腸炎腸炎腸炎腸炎ビブリオビブリオビブリオビブリオ 2222 0000 0000 1111 0000

そのそのそのその他他他他 6666 2222 2222 3333 1111

資料資料資料資料：：：：食中毒統計資料食中毒統計資料食中毒統計資料食中毒統計資料（（（（県衛生薬務課県衛生薬務課県衛生薬務課県衛生薬務課））））

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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○○○○    こうしたこうしたこうしたこうした中中中中、、、、食品食品食品食品のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保とととと県民県民県民県民のののの健康健康健康健康をををを保護保護保護保護するためするためするためするため、、、、食品衛生法第食品衛生法第食品衛生法第食品衛生法第    

24242424 条第条第条第条第 1111 項項項項にににに基基基基づきづきづきづき毎年度毎年度毎年度毎年度「「「「山梨県食品衛生監視指導計画山梨県食品衛生監視指導計画山梨県食品衛生監視指導計画山梨県食品衛生監視指導計画」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、リスクリスクリスクリスク分分分分    

析析析析にににに基基基基づくづくづくづく監視指導監視指導監視指導監視指導やややや、、、、食品食品食品食品のののの収去検査収去検査収去検査収去検査のののの実施実施実施実施、、、、自主的自主的自主的自主的なななな衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの推進推進推進推進、、、、関係部関係部関係部関係部    

局等局等局等局等とのとのとのとの連携強化等連携強化等連携強化等連携強化等によるによるによるによる食品衛生行政食品衛生行政食品衛生行政食品衛生行政をををを推進推進推進推進していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

    

食品衛生監視指導食品衛生監視指導食品衛生監視指導食品衛生監視指導        

【【【【重点監視事項重点監視事項重点監視事項重点監視事項のののの設定設定設定設定】】】】    

○○○○    ノロウイルスやカンピロバクターなどノロウイルスやカンピロバクターなどノロウイルスやカンピロバクターなどノロウイルスやカンピロバクターなど発生件数発生件数発生件数発生件数のののの多多多多いいいい食中毒食中毒食中毒食中毒のののの防止対策防止対策防止対策防止対策やややや、、、、食品食品食品食品    

中中中中のののの放射性物質対策放射性物質対策放射性物質対策放射性物質対策、、、、観光地観光地観光地観光地におけるにおけるにおけるにおける宿泊施設等宿泊施設等宿泊施設等宿泊施設等へのへのへのへの監視指導監視指導監視指導監視指導などなどなどなど、、、、本県本県本県本県がががが重点的重点的重点的重点的    

にににに監視指導監視指導監視指導監視指導をすべきをすべきをすべきをすべき事項事項事項事項をををを設定設定設定設定しししし、、、、効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的なななな監視指導監視指導監視指導監視指導をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

【【【【標準監視回数標準監視回数標準監視回数標準監視回数のののの設定設定設定設定】】】】    

○○○○    食品食品食品食品のののの流通流通流通流通のののの広域性広域性広域性広域性、、、、規模規模規模規模、、、、過去過去過去過去のののの食品事故食品事故食品事故食品事故のののの発生状況等発生状況等発生状況等発生状況等からからからから監視監視監視監視のののの重要度重要度重要度重要度のののの高高高高

いいいい順順順順にランクにランクにランクにランク分分分分けしけしけしけし、、、、標準監視回数標準監視回数標準監視回数標準監視回数のののの設定設定設定設定などによりなどによりなどによりなどにより、、、、計画的計画的計画的計画的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的なななな監視指監視指監視指監視指

導導導導をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

【【【【一斉監視一斉監視一斉監視一斉監視のののの実施実施実施実施】】】】    

○○○○    観光地観光地観光地観光地のののの集中監視集中監視集中監視集中監視やややや夏期夏期夏期夏期・・・・年末一斉取締年末一斉取締年末一斉取締年末一斉取締りりりり等等等等によりによりによりにより監視監視監視監視をををを効率的効率的効率的効率的にににに行行行行うとともうとともうとともうととも    

にににに、、、、食品表示食品表示食品表示食品表示のののの関係部署関係部署関係部署関係部署がががが連携連携連携連携してしてしてして、、、、総合的総合的総合的総合的、、、、効率的効率的効率的効率的なななな立入調査及立入調査及立入調査及立入調査及びびびび指導指導指導指導をををを合同合同合同合同    

でででで行行行行いいいい食品表示食品表示食品表示食品表示のののの適正化適正化適正化適正化をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

    

流通食品等流通食品等流通食品等流通食品等のののの安全性確保安全性確保安全性確保安全性確保        

【【【【食品食品食品食品のののの収去検査等収去検査等収去検査等収去検査等のののの実施実施実施実施】】】】    

○○○○    県内県内県内県内でででで生産生産生産生産・・・・製造又製造又製造又製造又はははは販売販売販売販売されるされるされるされる食品食品食品食品やややや広域流通食品広域流通食品広域流通食品広域流通食品のののの収去検査収去検査収去検査収去検査をををを行行行行いいいい、、、、違反食違反食違反食違反食    

品品品品やややや不良食品不良食品不良食品不良食品のののの流通流通流通流通をををを防止防止防止防止しますしますしますします。。。。    

    流通食品流通食品流通食品流通食品のののの放射性物質検査放射性物質検査放射性物質検査放射性物質検査についてはについてはについてはについては、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体がががが生産地生産地生産地生産地においてにおいてにおいてにおいて計画的計画的計画的計画的なななな検査検査検査検査    

をををを実施実施実施実施しししし、、、、基準基準基準基準をををを超超超超えたえたえたえた食品食品食品食品のののの流通防止流通防止流通防止流通防止にににに努努努努めているところですがめているところですがめているところですがめているところですが、、、、県内県内県内県内のののの流通食流通食流通食流通食    

品品品品のなおのなおのなおのなお一層一層一層一層のののの安全性安全性安全性安全性をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために、、、、流通食品流通食品流通食品流通食品のののの放射性物質検査放射性物質検査放射性物質検査放射性物質検査をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、牛牛牛牛・・・・豚等豚等豚等豚等のののの獣畜獣畜獣畜獣畜ののののとととと畜検査畜検査畜検査畜検査やややや鶏等鶏等鶏等鶏等のののの家家家家きんのきんのきんのきんの食鳥検査食鳥検査食鳥検査食鳥検査をををを行行行行いいいい、、、、食肉食肉食肉食肉のののの安全安全安全安全    

性性性性をををを確保確保確保確保しますしますしますします。。。。    

【【【【検査体制検査体制検査体制検査体制のののの充実充実充実充実】】】】    

○○○○    検査体制検査体制検査体制検査体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図りりりり、、、、正確正確正確正確でででで迅速迅速迅速迅速なななな検査検査検査検査をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、精度管理精度管理精度管理精度管理、、、、検査検査検査検査    

技術技術技術技術のののの向上向上向上向上、、、、必要必要必要必要なななな検査機器検査機器検査機器検査機器のののの整備等整備等整備等整備等をををを行行行行いいいい、、、、検査検査検査検査のののの信頼性信頼性信頼性信頼性をををを確保確保確保確保しますしますしますします。。。。    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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食品等事業者食品等事業者食品等事業者食品等事業者のののの自主衛生管理自主衛生管理自主衛生管理自主衛生管理のののの推進推進推進推進        

○○○○    食品等事業者食品等事業者食品等事業者食品等事業者にににに対対対対しししし適切適切適切適切なななな助言助言助言助言やややや指導指導指導指導をををを行行行行いいいい、、、、HACCPHACCPHACCPHACCP（（（（※※※※））））のののの概念概念概念概念をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた    

衛生管理等衛生管理等衛生管理等衛生管理等のののの推進推進推進推進をををを図図図図るなどしてるなどしてるなどしてるなどして、、、、食品等事業者食品等事業者食品等事業者食品等事業者やややや関係団体関係団体関係団体関係団体によるによるによるによる自主的自主的自主的自主的なななな衛生管衛生管衛生管衛生管    

理理理理をををを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。    

[[[[用語解説用語解説用語解説用語解説]]]]    

（（（（※※※※））））HACCPHACCPHACCPHACCP    

「「「「危害分析重要管理点危害分析重要管理点危害分析重要管理点危害分析重要管理点」」」」のののの意味意味意味意味でででで、、、、食品食品食品食品のののの製造過程製造過程製造過程製造過程においてにおいてにおいてにおいて食中毒等食中毒等食中毒等食中毒等のののの原因原因原因原因となるとなるとなるとなる危危危危    

害害害害のののの発生発生発生発生をををを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための重要重要重要重要ポイントポイントポイントポイントをををを継続的継続的継続的継続的にににに監視監視監視監視・・・・記録記録記録記録することによりすることによりすることによりすることにより、、、、一一一一つつつつ    

ひとつのひとつのひとつのひとつの食品食品食品食品のののの安全性安全性安全性安全性をををを確保確保確保確保するするするする衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの手法手法手法手法    

    

食中毒発生時食中毒発生時食中毒発生時食中毒発生時のののの対応対応対応対応        

○○○○    食中毒発生時食中毒発生時食中毒発生時食中毒発生時にはにはにはには、、、、原因究明原因究明原因究明原因究明のためのためのためのため迅速迅速迅速迅速でででで正確正確正確正確なななな疫学調査疫学調査疫学調査疫学調査やややや検体採取及検体採取及検体採取及検体採取及びびびび調査結調査結調査結調査結    

果果果果のののの分析分析分析分析をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、被害被害被害被害のののの拡大拡大拡大拡大やややや再発防止再発防止再発防止再発防止のためのためのためのため食品等事業者食品等事業者食品等事業者食品等事業者にににに適切適切適切適切なななな指導指導指導指導    

をををを行行行行いいいい、、、、食品衛生管理食品衛生管理食品衛生管理食品衛生管理のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

またまたまたまた、、、、衛生環境研究所衛生環境研究所衛生環境研究所衛生環境研究所ではではではでは、、、、食中毒食中毒食中毒食中毒のののの病因物質病因物質病因物質病因物質をををを特定特定特定特定するためするためするためするため、、、、細菌細菌細菌細菌やウイルスやウイルスやウイルスやウイルス    

のののの検査及検査及検査及検査及びびびび遺伝子解析等遺伝子解析等遺伝子解析等遺伝子解析等をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

    

県民県民県民県民へのへのへのへの情報提供等情報提供等情報提供等情報提供等        

○○○○    食品衛生月間食品衛生月間食品衛生月間食品衛生月間(8(8(8(8 月月月月))))をををを中心中心中心中心にににに消費者講習会消費者講習会消費者講習会消費者講習会、、、、広報誌広報誌広報誌広報誌、、、、県県県県ホームページホームページホームページホームページ等等等等においてにおいてにおいてにおいて    

食品衛生食品衛生食品衛生食品衛生にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの提供提供提供提供をををを行行行行いいいい、、、、知識知識知識知識のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

またまたまたまた、、、、毎年度毎年度毎年度毎年度のののの県食品衛生監視指導計画県食品衛生監視指導計画県食品衛生監視指導計画県食品衛生監視指導計画のののの策定策定策定策定ににににあたってはあたってはあたってはあたっては、、、、県民県民県民県民からからからから意見聴取意見聴取意見聴取意見聴取    

をををを行行行行いいいい計画計画計画計画へへへへ反映反映反映反映しますしますしますします。。。。    
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＜＜＜＜食品衛生監視指導食品衛生監視指導食品衛生監視指導食品衛生監視指導のののの連携体制連携体制連携体制連携体制＞＞＞＞

関東信越厚生局

他の地方自治体

＜情報及び意見の交換＞＜協力＞

（社）山梨県食品衛生協会

 ・ 自主衛生管理の推進事業

 ・ 食品衛生指導員による活動支援

食品衛生推進員
　一般消費者

　消費者団体

　生産者団体

厚生労働省 消費者庁

＜連携＞ ＜連携＞ ＜連携＞

　リスクコミュニケーション

　・ 意見の交換

　・ 情報提供

企画県民部

農政部

総務部

教育委員会

その他の関係部局

＜連携＞

監視・指導

・衛生薬務課

（広域衛生監視指導担当）

・保健所（衛生課）

・食肉衛生検査所

検査

・食肉衛生検査所

・衛生環境研究所

福祉保健部

衛生薬務課

目標項目等 現状 平成29年度目標

101％
（H19～23の平均値)

100％

 食中毒患者数（人口10万対） 28人（H23） 22人

 食品衛生監視指導計画に基づく
監視率

　食品衛生監視指導計画では重要度に応じたランク分けに基づ
き標準監視回数を設定している。しかし、食品衛生上の危害が
発生した時などは標準監視回数を超えて監視を行うこととなるた
め監視率が100％を超過する場合がある。

数値目標数値目標数値目標数値目標    
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第第第第５５５５節節節節    生活衛生対策生活衛生対策生活衛生対策生活衛生対策    

    

    

生活衛生関係営業施設等生活衛生関係営業施設等生活衛生関係営業施設等生活衛生関係営業施設等    

○○○○    県民県民県民県民のののの多多多多くがくがくがくが利用利用利用利用するするするする生活衛生関係営業施設生活衛生関係営業施設生活衛生関係営業施設生活衛生関係営業施設やややや特定建築物特定建築物特定建築物特定建築物においてにおいてにおいてにおいて、、、、空調設備空調設備空調設備空調設備やややや    

循環浴槽循環浴槽循環浴槽循環浴槽などのなどのなどのなどの衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの不備不備不備不備にににに起因起因起因起因するレジオネラするレジオネラするレジオネラするレジオネラ症症症症などのなどのなどのなどの健康問題健康問題健康問題健康問題のののの恐恐恐恐れがれがれがれが    

生生生生じておりじておりじておりじており、、、、特特特特にににに抵抗力抵抗力抵抗力抵抗力、、、、免疫力免疫力免疫力免疫力のののの低下低下低下低下したしたしたした高齢者高齢者高齢者高齢者がががが利用利用利用利用するするするする施設施設施設施設などではなどではなどではなどでは更更更更にににに高高高高    

まりますまりますまりますまります。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような生活衛生関係生活衛生関係生活衛生関係生活衛生関係のののの営業施設営業施設営業施設営業施設、、、、公衆浴場及公衆浴場及公衆浴場及公衆浴場及びびびび旅館等旅館等旅館等旅館等のののの入浴施設入浴施設入浴施設入浴施設においてはにおいてはにおいてはにおいては    

衛生的衛生的衛生的衛生的なサービスがなサービスがなサービスがなサービスが提供提供提供提供されなければなりませんされなければなりませんされなければなりませんされなければなりません。。。。    

○○○○    住環境住環境住環境住環境にににに起因起因起因起因するするするする健康被害健康被害健康被害健康被害やややや不特定多数不特定多数不特定多数不特定多数のののの人人人人がががが利用利用利用利用するビルするビルするビルするビル、、、、プールプールプールプール等等等等のののの衛生管衛生管衛生管衛生管    

理理理理にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行いいいい、、、、事業者事業者事業者事業者とととと協力協力協力協力しししし、、、、安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな住住住住まいにまいにまいにまいに関関関関するするするする認識認識認識認識のののの    

向上向上向上向上をををを図図図図りりりり、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな県民生活県民生活県民生活県民生活をををを保持保持保持保持するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

水道水道水道水道のののの施設整備等施設整備等施設整備等施設整備等    

○○○○    水道水道水道水道のののの施設整備施設整備施設整備施設整備についてはについてはについてはについては、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化によりによりによりにより、、、、多多多多くがくがくがくが更新更新更新更新のののの時期時期時期時期をををを迎迎迎迎えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、    

近年近年近年近年のののの厳厳厳厳しいしいしいしい財政状況財政状況財政状況財政状況によりほとんどによりほとんどによりほとんどによりほとんど更新更新更新更新がががが進進進進んでいないのがんでいないのがんでいないのがんでいないのが実情実情実情実情ですですですです。。。。    

○○○○    水源周辺水源周辺水源周辺水源周辺のののの環境環境環境環境はははは開発等開発等開発等開発等によりによりによりにより多様多様多様多様にににに変化変化変化変化していますしていますしていますしています。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような中中中中でででで、、、、事業体事業体事業体事業体はははは、、、、安全安全安全安全なななな水質水質水質水質をををを確保確保確保確保しししし住民住民住民住民にににに対対対対しししし安定的安定的安定的安定的にににに供給供給供給供給するするするする必必必必    

要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。    

○○○○    災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける地域住民地域住民地域住民地域住民へのへのへのへの水道水水道水水道水水道水のののの確保確保確保確保はははは重要重要重要重要ですのでですのでですのでですので、、、、災害時災害時災害時災害時にににに迅速迅速迅速迅速なななな対応対応対応対応

とととと応援応援応援応援をををを行行行行うためうためうためうため、、、、水道災害防止計画又水道災害防止計画又水道災害防止計画又水道災害防止計画又はははは地域防災計画等地域防災計画等地域防災計画等地域防災計画等にににに基基基基づくづくづくづく体制整備体制整備体制整備体制整備がががが必要必要必要必要

ですですですです。。。。    

    

    

    

生活衛生関係営業施設生活衛生関係営業施設生活衛生関係営業施設生活衛生関係営業施設のののの衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの徹底徹底徹底徹底        

○○○○    理容理容理容理容やややや美容美容美容美容、、、、クリーニングなどクリーニングなどクリーニングなどクリーニングなど、、、、生活生活生活生活にににに密着密着密着密着したサービスがしたサービスがしたサービスがしたサービスが衛生的衛生的衛生的衛生的にににに提供提供提供提供されるされるされるされる    

ようようようよう、、、、生活衛生関係生活衛生関係生活衛生関係生活衛生関係のののの営業施設営業施設営業施設営業施設のののの監督指導監督指導監督指導監督指導をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、公衆浴場公衆浴場公衆浴場公衆浴場やややや旅館等旅館等旅館等旅館等のののの浴浴浴浴    

槽水槽水槽水槽水のののの自主検査自主検査自主検査自主検査（（（（レジオネラレジオネラレジオネラレジオネラ属菌他属菌他属菌他属菌他））））のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図りりりり、、、、衛生衛生衛生衛生をををを確保確保確保確保しますしますしますします。。。。    

    

特定建築物特定建築物特定建築物特定建築物におけるにおけるにおけるにおける衛生管理向上衛生管理向上衛生管理向上衛生管理向上のののの推進推進推進推進        

○○○○    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな居住空間居住空間居住空間居住空間をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、建築物建築物建築物建築物にににに起因起因起因起因するするするする健康問題健康問題健康問題健康問題にににに関関関関するするするする知識知識知識知識    

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
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のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、不特定多数不特定多数不特定多数不特定多数がががが利用利用利用利用するビルやプールするビルやプールするビルやプールするビルやプール等等等等のののの自主的自主的自主的自主的なななな衛生衛生衛生衛生    

管理管理管理管理のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

水道水水道水水道水水道水のののの安全確保安全確保安全確保安全確保        

○○○○    各水道事業体各水道事業体各水道事業体各水道事業体のののの施設整備計画施設整備計画施設整備計画施設整備計画にににに対対対対するするするする指導及指導及指導及指導及びびびび水道事業水道事業水道事業水道事業のののの広域化広域化広域化広域化をををを促進促進促進促進しししし、、、、効率効率効率効率    

的的的的なななな老朽化施設老朽化施設老朽化施設老朽化施設のののの更新及更新及更新及更新及びびびび災害災害災害災害にににに強強強強いいいい水道施設水道施設水道施設水道施設のののの整備整備整備整備促進促進促進促進をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

山梨県水道水質管理計画山梨県水道水質管理計画山梨県水道水質管理計画山梨県水道水質管理計画にににに基基基基づくづくづくづく水質監視水質監視水質監視水質監視のののの実施等実施等実施等実施等、、、、水道水質水道水質水道水質水道水質のののの安全安全安全安全をををを確保確保確保確保しましましましま    

すすすす。。。。    

    

災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける安全安全安全安全なななな水道水水道水水道水水道水のののの確保対策確保対策確保対策確保対策        

○○○○    市町村市町村市町村市町村におけるにおけるにおけるにおける水道災害防止計画又水道災害防止計画又水道災害防止計画又水道災害防止計画又はははは地域防災計画等地域防災計画等地域防災計画等地域防災計画等にににに基基基基づくづくづくづく体制整備体制整備体制整備体制整備にににに対対対対すすすす

るるるる支援支援支援支援、、、、推進推進推進推進をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○    水道災害情報伝達訓練水道災害情報伝達訓練水道災害情報伝達訓練水道災害情報伝達訓練をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

    

    

＜＜＜＜推進体制推進体制推進体制推進体制＞＞＞＞    

    

・協　力　　

・指　導　　

・衛生指導

・立入検査

・水道の施設整備に対する支援

・協　力　　

・経営指導

・検査結果

・衛生指導

・立入検査

・飲料水の水質の安全確保

検査依頼 結果

県

民

県

保

健

所

市町村（水道事業者）

登録検査機関

クリーニング所・公衆浴場

旅館・理容所・美容所等

生活衛生営業指導センター

ビルメンテナンス協会

プール・ビル管理関係営業者

普及啓発
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第第第第８８８８章章章章    計画計画計画計画のののの推進方策推進方策推進方策推進方策とととと進行管理進行管理進行管理進行管理    

    

第第第第１１１１節節節節    計画計画計画計画のののの周知周知周知周知    

○○○○    このこのこのこの計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、計画計画計画計画のののの内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、ホームページホームページホームページホームページ等等等等によるによるによるによる様様様様々々々々    

なななな媒体等媒体等媒体等媒体等によりによりによりにより県民県民県民県民をはじめをはじめをはじめをはじめ市町村市町村市町村市町村、、、、関係者関係者関係者関係者にににに周知周知周知周知するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療にににに関関関関    

するするするする情報情報情報情報をををを広広広広くくくく提供提供提供提供しししし、、、、県民県民県民県民やややや関係者関係者関係者関係者のののの理解理解理解理解とととと協力協力協力協力がががが得得得得られるようられるようられるようられるよう努努努努めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

    

第第第第２２２２節節節節    計画計画計画計画のののの推進体制推進体制推進体制推進体制    

○○○○    このこのこのこの計画計画計画計画をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、山梨県医療審議会等山梨県医療審議会等山梨県医療審議会等山梨県医療審議会等にににに計画計画計画計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況やややや新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業のののの    

方向性方向性方向性方向性についてについてについてについて諮諮諮諮りりりり、、、、計画計画計画計画をををを推進推進推進推進していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    医療圏医療圏医療圏医療圏ごとにはごとにはごとにはごとには、、、、保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所保健福祉事務所、、、、市町村市町村市町村市町村、、、、保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療・・・・福祉関係者福祉関係者福祉関係者福祉関係者によるによるによるによる「「「「地地地地    

域保健医療推進委員会域保健医療推進委員会域保健医療推進委員会域保健医療推進委員会」」」」をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、、、、地域地域地域地域のののの保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療にににに関関関関するするするする課題課題課題課題のののの把握把握把握把握にににに努努努努    

めめめめ、、、、地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じてじてじてじて、、、、計画計画計画計画をををを推進推進推進推進していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

またまたまたまた、、、、保健指導保健指導保健指導保健指導、、、、健康診査健康診査健康診査健康診査、、、、介護保険制度等介護保険制度等介護保険制度等介護保険制度等におけるにおけるにおけるにおける保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス    

のののの提供提供提供提供、、、、住民住民住民住民のののの日常生活日常生活日常生活日常生活にににに密着密着密着密着したしたしたした保健医療活動保健医療活動保健医療活動保健医療活動についてはについてはについてはについては、、、、市町村市町村市町村市町村をををを中心中心中心中心にににに積極積極積極積極    

的的的的にににに展開展開展開展開するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医等医等医等医等とととと病院病院病院病院、、、、福祉関係機関等福祉関係機関等福祉関係機関等福祉関係機関等とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化しししし、、、、    

計画計画計画計画をををを推進推進推進推進していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

第第第第３３３３節節節節    計画計画計画計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理    

○○○○    山梨県医療審議会等山梨県医療審議会等山梨県医療審議会等山梨県医療審議会等においてにおいてにおいてにおいて、、、、毎年度毎年度毎年度毎年度、、、、本計画本計画本計画本計画にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まれたまれたまれたまれた目標目標目標目標のののの達成状況達成状況達成状況達成状況にににに    

ついてついてついてついて分析分析分析分析・・・・評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、計画期間計画期間計画期間計画期間がががが終了終了終了終了するするするする前前前前であであであであ    

ってもってもってもっても、、、、計画計画計画計画をををを見直見直見直見直すこととしますすこととしますすこととしますすこととします。（。（。（。（PDCAPDCAPDCAPDCA サイクルサイクルサイクルサイクル））））    

なおなおなおなお、、、、達成状況達成状況達成状況達成状況のののの分析分析分析分析・・・・評価評価評価評価についてはについてはについてはについては、、、、県県県県のホームページのホームページのホームページのホームページ等等等等をををを通通通通してしてしてして公表公表公表公表してしてしてして    

いきますいきますいきますいきます。。。。    
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第第第第４４４４節節節節    数値目標数値目標数値目標数値目標        23232323 分野分野分野分野    66667777 項目項目項目項目    

    

    

 

Plan：計画

将来の予測等をもとに、数
値目標等の設定（変更）を
行います。

Do：実施

計画内容の推進を図
ります。

Check：評価

数値目標等の達成状況が計
画的に行われているかどう
かを評価します。

Act：改善

評価等を踏まえて、改
善策を検討します。

No. 分類

1 医師

2 歯科医師

3 看護職員

4

5

6

7
住民・患者の立場に

立った医療提供体制

8

9

 摂食・嚥下指導が可能な歯科医師
数

35人（H24) 40人

 就業看護職員数（常勤換算後） 8,804.7人（H22) 9,634.2人

目標項目等 現状 平成29年度目標

 医師数 1,887人（H22) 2,130人

 病院看護職員離職率 8.7％（H22) 8.0％

 病院機能評価認定病院の割合 28％（H23) 33％

 養成所等卒業生県内就業率 69.9％（H22) 74.8％

 ナースセンター事業再就業者数 566人（H22) 575人

医療機関の
機能分担と
連携

 かかりつけ医の定着率 58.7％（H24) 65.0％

 医薬分業率 69.2％（H23) 80.0％

＜＜＜＜PDCAPDCAPDCAPDCA サイクルサイクルサイクルサイクル＞＞＞＞    
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No. 分類

10 がん

11

12

13

14

15

16 脳卒中 男性

女性

17

18

19
急性心筋梗
塞

20 男性

女性

21

22 糖尿病

23

24

25

26 男性

女性

27 男性

女性

28 精神疾患

29

30

31
小児救急を含
む小児医療

32 周産期医療

 悪性新生物（がん）の年齢調整死
亡率（75歳未満（人口10万対））

78.2（H22) 69.0

 がん検診（胃がん）の受診率 37.4％（H22) 50％（当面は40％）

目標項目等 現状 平成29年度目標

 がん検診（乳がん）の受診率 40.9％（H22) 50％

 がん検診（子宮がん）の受診率 31.3％（H22) 50％

 がん検診（肺がん）の受診率 31.9％（H22) 50％（当面は40％）

 脳梗塞患者に対するt-PA治療の実
施件数

78件（H23) 84件

 地域連携クリティカルパスの使用
患者数

439人（H23) 475人

 がん検診（大腸がん）の受診率 29.0％（H22) 50％（当面は40％）

 脳血管疾患の年齢調整
死亡率（人口10万対）

50.0（H22) 37.2

25.7（H22) 17.4

 成人の喫煙率 21.2％（H21) 17.5％

 特定健康診査の受診率 47.3％（H22) 70％

 心疾患死亡率（人口10万対） 166.4（H23) 160.4

 急性心筋梗塞の年齢調
整死亡率（人口10万対）

22.6（H22) 17.3

10.2（H22) 7.5

 食塩摂取量 11.1ｇ（H21) 9.5ｇ

 収縮期血圧の平均値

140.1mmHg（H21) 138.1mmHg

134.6mmHg（H21) 132.6mmHg

 特定保健指導の受診率 16.0％（H22) 45％

24.4％（H22)
 メタボリックシンドロームの該当
者及び予備群

18.4％

 退院率 22.0％（H23) 27.0％

 自殺死亡率（人口10万対） 25.1（H23) 減少

 糖尿病の年齢調整死亡
率（人口10万対）

8.7（H22) 6.2

3.4（H22) 2.8

 平均残存率 27.9％（H23) 24.0％

 医療施設従事小児科医師数 109 人（H22) 124人

 新生児死亡率（出生千対）

1.0を超えない値

（現状値は目標値を達成してい
るが、新生児死亡数は極少数で
推移するため、死亡率の変動が
大きい。よって、変動幅が大き
い死亡率について1.0を超えな
い範囲に抑えることを目標とす
る。）

0.3（H23)
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No. 分類

33 周産期医療

34

35 災害医療

36

37

38

39

－ 在宅医療 （在宅医療） 全県 中北 峡東 峡南 富士・東部 時点 全県 中北 峡東 峡南 富士・東部

40 183 96 36 27 24 H21 203 106 40 30 27

41 13,008 7,464 2,977 716 1,851 H22 14,311 8,211 3,275 788 2,037

42 3,429 1,900 527 349 653 H22 3,773 2,090 580 384 719

43 25 13 4 0 8 H20 30 15 5 1 9

44 34 14 10 2 8 H23 39 16 11 3 9

45 感染症

46

47 難病等

48
歯科保健医
療

49

50

51 血液確保

52

 MFICU病床数（診療報酬対象） 6床（H24) 6床

 NICU病床数（診療報酬対象） 27床（H24) 27床

目標項目等 現状 平成29年度目標

 病院の災害対策マニュアル作成率 65.0％（H23) 100％

 災害拠点病院のDMAT保有率 22.2％（H23) 100％

 災害拠点病院及び災害支援病院の
耐震化率

82.5％（H24) 100％

 24時間体制をとっている訪問看
護ステーションの従業者数

 訪問診療を受けた患者数 （6カ
月）

 往診を受けた患者数 （6カ月）

 在宅看取りを実施している病
院、診療所数の合計数

 在宅療養支援歯科診療所数

 肝がん（75歳未満）の年齢調整死
亡率（人口10万対）

 災害拠点病院の災害を想定した訓
練の実施率

66.7％（H23) 100％

 要援護者支援マニュアルに基づく
個別支援計画を策定した市町村の割
合

25.9％（H24) 100％

 進行した歯周炎を有する者の割合

・40歳代　42.3％
・60歳代　61.2％

・40歳代　33.6％
・60歳代　53.1％

（H24）

 80歳で20歯以上の自分の歯を有す
る者（8020達成者）の割合

41.5％（H24) 45.8％

8.8（H22) 全国平均

 結核の新規罹患率（人口10万対） 11.3（H23) 10未満

 人工呼吸器使用患者等一時入院受
入医療施設数

　　　　　・中北医療圏　3
　　　　　・峡東医療圏　1
　　　　　・峡南医療圏　3
　　　　　・富士･東部医療圏　1

　　　・中北医療圏　4
　　　・峡東医療圏　2
　　　・峡南医療圏　3
　　　・富士･東部医療圏　2

（H24）

 12歳の永久歯における一人平均む
し歯数

1.6歯（H23) 1.3歯

 山梨県献血推進計画における献血
者確保目標の達成率

107.1％（H23) 100％

　献血者の確保目標は次年度の需給量等を考慮して毎年の献血推進計画におい
て設定しているため、その年の需要量に基づく実績が目標量を上回った場合、達
成率は100％を超過することがある。

 全献血者に占める10代、20代の割
合

27.4％（H23) 30％
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No. 分類

53 健康づくり 男性

女性

54

55

56

57

58

59

60
母子保健福
祉

61

62

63 学校保健

64

65 産業保健

66
食品の安全
確保対策

67

目標項目等 現状 平成29年度目標

 血糖コントロール指標におけるコ
ントロール不良者の割合の減少（H
ｂA１cがJDS値8.0％(NGSP値8.4%)以
上の者の割合の減少）

0.82％（H21) 0.76％

 認知機能低下ハイリスク高齢者の
把握率の向上

2.71％（H22) 6.36％

 健康寿命の延伸（日常
生活に制限のない期間の
平均の延伸）

71.20（H22)
　平均寿命の増加分を上回る増
加

74.47（H22)

 ロコモティブシンドローム（運動
器症候群）を認知している県民の割
合の増加

17.3％（H24)

48.7％

※　全国値　参考

 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知
度の向上

25％（H23)

52.5％

※　全国値　参考

 20歳代女性のやせの者の割合
21.0％

25.0％（H21)

 低栄養傾向（BMI 20以下）の高齢
者の割合の増加の抑制

16.6％（H21) 18.8％

 適正体重を維持している者の増加
※肥満（BMI 25以上）、やせ（BMI
18.5未満）の減少

 20～60歳代の男性の肥満者の割合
27.7％

29.3％（H21)

 40～60歳代女性の肥満者の割合
21.5％

22.9％（H21)

 食中毒患者数（人口10万対） 28人（H23） 22人

 薬物乱用防止教室実施率

・中学校　  44.8％
・高等学校　90.3％

・中学校　   70％
・高等学校　100％

（H23）

 一般健康診断の有所見率 55.0％（H23) 55.0％未満

 食品衛生監視指導計画に基づく監
視率

101％
（H19～23の平均値)

100％

　食品衛生監視指導計画では重要度に応じたランク分けに基づき標準監視回数を
設定している。しかし、食品衛生上の危害が発生した時などは標準監視回数を超
えて監視を行うこととなるため監視率が100％を超過する場合がある。

 3歳児健診受診率 90.8％（H23) 100％

 肥満傾向児童生徒の割合

・小学校　  7.9％
・中学校　  9.1％
・高等学校　9.6％

減少

（H23）

 妊娠11週以下での妊娠届出率 85.4％（H23) 100％

 1歳6ケ月児健診受診率 93.9％（H23) 100％
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