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・患者本位のがんの医療の充実
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・広域応援体制等の充実

・災害情報収集・提供体制の充実

・災害時要配慮者等の支援体制の充実
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・適切な医療やケアを受けられる体制の整備

・生活の質の維持・向上のための支援
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・疾病予防、介護予防の機能強化
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・献血思想の普及

・血液製剤の適正使用の推進　

第６章　保健・医療・福祉の総合的な取り組み

第１節　健康づくり　 247

・健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

・主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

・社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

・健康を支え、守るための社会環境の整備

第２節　高齢者保健福祉　 252
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・児童虐待防止
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・学校保健計画の適切な実施と運営

・学校保健関係者の資質向上

・学校・家庭・地域の連携強化
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