
    

県政運営評価戦略会議プレゼンテーション 

保健福祉部 



  

オンリーワン徳島行動計画（第2幕)における保健福祉部の取組 

系統図 

  基本目標４ 
「安全・安心とくしま」 
の実現 

4-1 安全・安心とくしま 

   体制づくり 

4-2 とくしま-０（ゼロ）作戦 

   の展開 

4-4 とくしま食の安全 

   安心ブランドの推進 

4-5 とくしま安心くらし 

   づくり 

4-6 みんなでつくろう！ 

   健康とくしまづくり 

・保健医療計画、健康増進計画 
 がん対策推進計画策定、健康 
 とくしま憲章の制定 等 

・災害拠点病院の耐震化 
 DMATの整備  等 

4-7 安全・安心とくしま 

   体制づくり 

・BSE全頭検査、食品の監視指導 
 の充実強化  等 

・救急医療体制の構築、がん診療 
  体制の充実、小児医療体制の 
  充実、医師確保 等 

・糖尿病対策、がん対策、歯科 
 保健対策、感染症対策、精神 
 疾患対策 等 

・薬物乱用防止 
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基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４ 「「「「安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心とくしまとくしまとくしまとくしま」」」」のののの実現実現実現実現    重点施策重点施策重点施策重点施策４４４４    とくしまとくしまとくしまとくしま食食食食のののの安全安心安全安心安全安心安全安心ブランドブランドブランドブランドのののの推進推進推進推進    

食品食品食品食品のののの監視指導監視指導監視指導監視指導・・・・検査検査検査検査のののの充実強化充実強化充実強化充実強化・・・・ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ全頭検査全頭検査全頭検査全頭検査    

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

「徳島県食品衛生監視指導計画」 
策定 

計画計画計画計画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・・・・検査検査検査検査    

地域地域地域地域のののの実情実情実情実情をををを勘案勘案勘案勘案しししし毎年度毎年度毎年度毎年度    

◆食中毒発生防止のための監視指導 
 
◆食品表示の適正化に係る監視指導 
 
◆残留農薬、食品添加物等の検査 
 
◆BSE全頭検査     等 

        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    

◆｢徳島県食品衛生監視指導計 
 画｣に基づく、監視指導の充 
 実強化 
 ･監視指導件数 
   → H23～Ｈ26：１５，０００件／年  
◆食肉となるすべての牛につい 
 て、ＢＳＥ検査の継続実施 
 ･BSE全頭検査 

    → H23～H26：全頭検査実施 

◆食品の放射能汚染等に関する 
    適切な検査の実施 
 
◆検査体制の強化のため、 
 獣医師の確保 
  ･獣医師修学資金貸与者数 
   → H26：１６人 

 
◆広域・複雑化する食品の流通 
  への対応  
◆生食用食肉の規格基準の制定  
◆食品の放射性物質による汚染 
    等、新たな食の安全を脅かす 
   重大な問題への対応 

平成21年度から 

「広域監視機動班」 
を組織、効果的な監視指導実施 

監視指導監視指導監視指導監視指導・・・・検査検査検査検査    監視指導監視指導監視指導監視指導・・・・検査検査検査検査    

新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    

課題課題課題課題    課題課題課題課題    

４４４４年間年間年間年間のののの取組取組取組取組        

 
◆食品の監視指導の充実強化 
(目標)計画に基づく重点的な監視指導継続実施 

・監視指導施設数累計 
 １４，２８４施設 

◆BSEの全頭検査 
(目標）BSE全頭検査を継続実施 

・BSE検査頭数累計 
 １０４，３６２頭(全頭検査） 

成果成果成果成果        

環境放射能の異常及び汚染食品の 
流通を確認した場合の検査体制構 
築、検査の実施 

今後今後今後今後のののの取組取組取組取組        

食品食品食品食品のののの放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質によるによるによるによる汚染汚染汚染汚染 食品食品食品食品のののの放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質によるによるによるによる汚染汚染汚染汚染 

目標達成 

目標達成 
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 ◆救急医療連携体制の構築 
 ◆小児救急医療拠点病院の整備 
 ◆小児救急電話相談事業の実施 

 

 

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医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制のののの充実充実充実充実    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
◆災害医療体制の整備・強化 
 ・災害拠点病院の耐震化 
 ・ＤＭＡＴの更なる整備  
◆救命救急医療体制の充実 
 ・広域救急医療連携の推進 
 ・小児救急医療体制の充実 

◆災害医療体制の整備・強化 
 ・災害拠点病院の耐震化 
      →  Ｈ２６：耐震化率１００％ 
 ・ＤＭＡＴの更なる整備 
         → Ｈ２６：２０チーム  

◆救命救急医療体制の充実 
 ・関西広域救急医療連携計画の 
  策定  → Ｈ２３：計画策定 
 ・ドクターヘリ専用機導入 
    → Ｈ２３ 導入・推進 
 ・小児救急医療拠点病院の整備 
    →  Ｈ２４：２病院 
 
 
 
 
  

災害医療災害医療災害医療災害医療・・・・救急医療救急医療救急医療救急医療のののの推進推進推進推進    
重点施策重点施策重点施策重点施策５５５５    とくしまとくしまとくしまとくしま安心安心安心安心くらしづくりくらしづくりくらしづくりくらしづくり        

４４４４年間年間年間年間のののの取組取組取組取組        

災害災害災害災害医療医療医療医療    災害災害災害災害医療医療医療医療    

◆災害拠点病院の整備 
 
◆DMATの整備 

救急救急救急救急医療医療医療医療    救急救急救急救急医療医療医療医療    

(注注注注)    

DMATDMATDMATDMAT    
災害派遣災害派遣災害派遣災害派遣    
医療医療医療医療チームチームチームチーム    

成果成果成果成果        

救急救急救急救急医療医療医療医療    救急救急救急救急医療医療医療医療    

災害災害災害災害医療医療医療医療    災害災害災害災害医療医療医療医療    

(注注注注)    

♯♯♯♯8000800080008000のののの全国全国全国全国    
統一統一統一統一ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル    
によりによりによりにより電話相談電話相談電話相談電話相談    
実施実施実施実施    

◆災害拠点病院の整備 
  （目標）H19：9病院 

 H17 ： ８病院→H19 ： ９病院 

◆DMAT の整備 
  (目標)H22:14ﾁｰﾑ 

 H17：１チーム→ H22：１５チーム 

今後今後今後今後のののの取組取組取組取組        

◆救急医療連携体制の構築 
  (目標)H20:構築･推進 

  初期～３次救急まで、体系的な 
 体制を整備 

◆小児救急電話相談事業の充実 
  (目標)H20:時間延長 

   H19：土日祝日、年末年始 
   H20：365日（18時～23時） 
   H21：365日（翌朝8時まで延長）  
 
◆小児救急医療拠点病院の整備 
  (目標)H23:2病院 

 整備を推進したが23年度末 
  までに2病院となっていない 

 
 

目標未達成 

課題課題課題課題    課題課題課題課題    

新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    

安全安全安全安全でででで質質質質のののの高高高高いいいい救命救急医療体制救命救急医療体制救命救急医療体制救命救急医療体制
のののの一層一層一層一層のののの充実充実充実充実必要必要必要必要    

目標達成 

目標達成 

目標達成 

目標達成 
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・ ・   

◆とくしま医師バンク事業  
◆県医師会との連携による 
  支援体制の構築  
◆寄附講座の設置 

 
地域医療地域医療地域医療地域医療をををを担担担担うううう医師医師医師医師のののの養成養成養成養成・・・・確保確保確保確保    

◆自治医科大学における養成 
  (目標）H22：単年度入学3人確保 

  Ｈ２１：単年度入学３人確保 
      
◆徳島大学との連携による地域医 
   療共同研究の創設 
  (目標)H19:共同研究の創設 

   Ｈ１９：共同研究の創設 
  
◆県立病院の診療機能を補完す 
   る寄附講座の設置 
  (目標)Ｈ２２：設置（４講座） 

    Ｈ２２：寄附講座の設置 
  ・中央病院：救急・災害医療診療部 
  ・海部病院：総合診療、地域産婦人 
  科診療部 
  ・三好病院：地域外科診療部 
  
◆地域医療研修の実施 
  (目標)Ｈ２２：参加者１００名（累計） 

   Ｈ２２：参加者１０５名(累計） 

 
 
 
 
 

◆地域偏在、診療科偏在による 
  医師の不足 
  
 ･人口１０万人当たりの医師数全国２位、 
     しかし、東部圏域に集中（約７５％） 
 
 ・産科医、小児科医など特定診療科の 
     不足 
 
 

◆安心できる医療の提供 
 
 ☆医師修学資金貸与事業の実施 
      →  Ｈ２６ 貸与者数６０人 
 

 ☆地域医療研修の実施 
    → Ｈ２６ 参加者２００名（累計） 
 

 ☆寄附講座の充実 
   → Ｈ２３ 導入・推進 
   → Ｈ２６ 海部病院 ３講座 
 

   

◆自治医科大学における医 
 師の養成 
◆徳島大学医学部体験授業 
  （高校生対象） 

◆地域医療研修の実施 
  （医学生対象） 

◆医師修学資金貸与事業 
◆専門医研修資金貸与事業 

医師確保対策医師確保対策医師確保対策医師確保対策のののの推進推進推進推進    

４４４４年間年間年間年間のののの取組取組取組取組        成果成果成果成果        今後今後今後今後のののの取組取組取組取組        

短期短期短期短期にににに効果効果効果効果がががが期待期待期待期待できるできるできるできる取組取組取組取組    短期短期短期短期にににに効果効果効果効果がががが期待期待期待期待できるできるできるできる取組取組取組取組    

中長期的中長期的中長期的中長期的なななな取組取組取組取組    中長期的中長期的中長期的中長期的なななな取組取組取組取組    

目標達成 

目標達成 

目標達成 

目標達成 

課題課題課題課題    課題課題課題課題    

新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    
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課題を「大胆かつ体系的に」解決し、県民が安心して医療を受けられる体制の確立を目指し、 

「「「「「「「「徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画徳島県地域医療再生計画」（」（」（」（」（」（」（」（HH2525末末末末末末末末までまでまでまでまでまでまでまで、、、、、、、、総額総額総額総額総額総額総額総額5050億円億円億円億円億円億円億円億円））））））））        

救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののののののの危機危機危機危機危機危機危機危機((「「「「「「「「コンビニコンビニコンビニコンビニコンビニコンビニコンビニコンビニ受診受診受診受診受診受診受診受診」」」」」」」」､､､､､､､､「「「「「「「「新型新型新型新型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」」」」」」」」､､､､､､､､救急勤務医師救急勤務医師救急勤務医師救急勤務医師救急勤務医師救急勤務医師救急勤務医師救急勤務医師のののののののの疲弊疲弊疲弊疲弊疲弊疲弊疲弊疲弊                

 

        
◆◆◆◆◆◆◆◆「「「「「「「「公立公立公立公立公立公立公立公立33病院病院病院病院病院病院病院病院のののののののの連携連携連携連携連携連携連携連携・・・・・・・・協力協力協力協力協力協力協力協力」」」」」」」」をををををををを更更更更更更更更にににににににに進進進進進進進進めめめめめめめめ、「、「、「、「、「、「、「、「救急医療救急医療救急医療救急医療救急医療救急医療救急医療救急医療」」」」」」」」をををををををを中中中中中中中中        

        心心心心心心心心にににににににに「「「「「「「「地域完結型地域完結型地域完結型地域完結型地域完結型地域完結型地域完結型地域完結型」」」」」」」」のののののののの医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制をををををををを整備整備整備整備整備整備整備整備    

        
◆◆◆◆◆◆◆◆県立中央病院県立中央病院県立中央病院県立中央病院県立中央病院県立中央病院県立中央病院県立中央病院とととととととと徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院徳島大学病院によるによるによるによるによるによるによるによる「「「「「「「「総合総合総合総合総合総合総合総合メディカルゾーメディカルゾーメディカルゾーメディカルゾーメディカルゾーメディカルゾーメディカルゾーメディカルゾー        
          ンンンンンンンン」」」」」」」」をををををををを核核核核核核核核としてとしてとしてとしてとしてとしてとしてとして、、、、、、、、県南部県南部県南部県南部県南部県南部県南部県南部をはじめをはじめをはじめをはじめをはじめをはじめをはじめをはじめ「「「「「「「「県全体県全体県全体県全体県全体県全体県全体県全体」」」」」」」」のののののののの医療医療医療医療医療医療医療医療のののののののの最適化最適化最適化最適化最適化最適化最適化最適化            
        をををををををを図図図図図図図図るるるるるるるる「「「「「「「「地域医療再生地域医療再生地域医療再生地域医療再生地域医療再生地域医療再生地域医療再生地域医療再生・・・・・・・・創造拠点創造拠点創造拠点創造拠点創造拠点創造拠点創造拠点創造拠点」」」」」」」」機能機能機能機能機能機能機能機能をををををををを整備整備整備整備整備整備整備整備  

第第第第１１１１計画計画計画計画：：：：東部東部東部東部ⅠⅠⅠⅠ医療圏医療圏医療圏医療圏    第第第第２２２２計画計画計画計画：：：：西部西部西部西部ⅡⅡⅡⅡ医療圏医療圏医療圏医療圏    

 

 
        
★★★★★★★★寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座        「「「「「「「「ERER・・・・・・・・災害医療診療部災害医療診療部災害医療診療部災害医療診療部災害医療診療部災害医療診療部災害医療診療部災害医療診療部」」」」」」」」  

  ・県立中央病院の救急支援 
    救急医の育成など 

★★★★★★★★寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座        「「「「「「「「地域外科診療部地域外科診療部地域外科診療部地域外科診療部地域外科診療部地域外科診療部地域外科診療部地域外科診療部」」」」」」」」  
     ・三好病院の診療支援、外科医の育成など        

★★★★★★★★小児救急電話相談小児救急電話相談小児救急電話相談小児救急電話相談小児救急電話相談小児救急電話相談小児救急電話相談小児救急電話相談（（（（（（（（##80008000））））））））時間帯拡大時間帯拡大時間帯拡大時間帯拡大時間帯拡大時間帯拡大時間帯拡大時間帯拡大        

◆◆◆◆◆◆◆◆徳島大学総合周産期母子医療徳島大学総合周産期母子医療徳島大学総合周産期母子医療徳島大学総合周産期母子医療徳島大学総合周産期母子医療徳島大学総合周産期母子医療徳島大学総合周産期母子医療徳島大学総合周産期母子医療センターセンターセンターセンターセンターセンターセンターセンター        ＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵ３３３３３３３３床増床床増床床増床床増床床増床床増床床増床床増床        
◆◆◆◆◆◆◆◆「「「「「「「「ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ」」」」」」」」のののののののの導入検討導入検討導入検討導入検討導入検討導入検討導入検討導入検討                                                                などなどなどなどなどなどなどなど        

         

救急救急救急救急・・・・周産期医療体制周産期医療体制周産期医療体制周産期医療体制のののの整備整備整備整備    

        
★★★★★★★★寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座「「「「「「「「総合診療医学分野総合診療医学分野総合診療医学分野総合診療医学分野総合診療医学分野総合診療医学分野総合診療医学分野総合診療医学分野」」」」」」」」        
                                                            「「「「「「「「地域産婦人科診療部地域産婦人科診療部地域産婦人科診療部地域産婦人科診療部地域産婦人科診療部地域産婦人科診療部地域産婦人科診療部地域産婦人科診療部」」」」」」」」        
  ・海部病院の診療支援、「地域医療人」の育成など 

◆◆◆◆◆◆◆◆無医地区出張診療所無医地区出張診療所無医地区出張診療所無医地区出張診療所無医地区出張診療所無医地区出張診療所無医地区出張診療所無医地区出張診療所のののののののの設置検討設置検討設置検討設置検討設置検討設置検討設置検討設置検討                などなどなどなどなどなどなどなど        

へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療・・・・地域医療対策地域医療対策地域医療対策地域医療対策    

        
★★★★★★★★医師修学資金貸与枠医師修学資金貸与枠医師修学資金貸与枠医師修学資金貸与枠医師修学資金貸与枠医師修学資金貸与枠医師修学資金貸与枠医師修学資金貸与枠        
          のののののののの拡大拡大拡大拡大拡大拡大拡大拡大（（（（（（（（７７７７７７７７名分名分名分名分名分名分名分名分））））））））        
  ・徳大医学部定員増 
   （105名→112名）に伴う 
   「地域枠」拡大（10名→17名）        

◆◆◆◆◆◆◆◆看護師等修学資金貸与枠看護師等修学資金貸与枠看護師等修学資金貸与枠看護師等修学資金貸与枠看護師等修学資金貸与枠看護師等修学資金貸与枠看護師等修学資金貸与枠看護師等修学資金貸与枠のののののののの拡大拡大拡大拡大拡大拡大拡大拡大        
◆◆◆◆◆◆◆◆県立看護師等養成所県立看護師等養成所県立看護師等養成所県立看護師等養成所県立看護師等養成所県立看護師等養成所県立看護師等養成所県立看護師等養成所のののののののの設備充実設備充実設備充実設備充実設備充実設備充実設備充実設備充実        などなどなどなどなどなどなどなど        

医療従事者養成医療従事者養成医療従事者養成医療従事者養成・・・・確保対策確保対策確保対策確保対策    

        
★★★★★★★★「「「「「「「「がんがんがんがんがんがんがんがん対策対策対策対策対策対策対策対策センターセンターセンターセンターセンターセンターセンターセンター」」」」」」」」のののののののの設置設置設置設置設置設置設置設置        
◆◆◆◆◆◆◆◆歯科診療受診困難者対策歯科診療受診困難者対策歯科診療受診困難者対策歯科診療受診困難者対策歯科診療受診困難者対策歯科診療受診困難者対策歯科診療受診困難者対策歯科診療受診困難者対策のためののためののためののためののためののためののためののための連携連携連携連携連携連携連携連携        
◆◆◆◆◆◆◆◆「「「「「「「「医療情報医療情報医療情報医療情報医療情報医療情報医療情報医療情報ネットワークネットワークネットワークネットワークネットワークネットワークネットワークネットワーク基盤基盤基盤基盤基盤基盤基盤基盤」」」」」」」」のののののののの導入検討導入検討導入検討導入検討導入検討導入検討導入検討導入検討        
◆◆◆◆◆◆◆◆「「「「「「「「がんがんがんがんがんがんがんがん診療連携地域診療連携地域診療連携地域診療連携地域診療連携地域診療連携地域診療連携地域診療連携地域センターセンターセンターセンターセンターセンターセンターセンター」」」」」」」」のののののののの設置設置設置設置設置設置設置設置        などなどなどなどなどなどなどなど                

医療機関医療機関医療機関医療機関のののの機能分化機能分化機能分化機能分化・・・・連携連携連携連携のののの推進推進推進推進    

                                                地域地域地域地域地域地域地域地域のののののののの医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制のののののののの充実充実充実充実充実充実充実充実                                                                地域間地域間地域間地域間地域間地域間地域間地域間におけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるバックアップバックアップバックアップバックアップバックアップバックアップバックアップバックアップ体制体制体制体制体制体制体制体制のののののののの確保確保確保確保確保確保確保確保        

本県の地域医療を取り巻く様々な課題の解決のため 

【【【【【【【【安全安全安全安全安全安全安全安全でででででででで安心安心安心安心安心安心安心安心できるできるできるできるできるできるできるできる医療医療医療医療医療医療医療医療のののののののの提供提供提供提供提供提供提供提供】】】】】】】】                
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◆糖尿病死亡率全国ﾜｰｽﾄ1位 
  からの早期脱出 
 ・糖尿病一次予防の更なる推進 
 ・糖尿病治療連携体制の充実 

 
◆一次予防推進 

 ・とくしま健康づくりチャレンジャー 
  の登録  →  Ｈ２６：１０，０００人以上 
 ・とくしま健康づくりサポーターの養成 
      →  Ｈ２６：２００人以上 
 ・健康とくしま応援団加入数 
         → Ｈ２６：１，０００事業所 
 ･「阿波踊り体操」の普及事業所数 
    →   H２６：３５０事業所 
 ･健康とくしまウォーキングラリーへの 
   参加者数 
    →   H２６：５，０００人 
 

◆糖尿病治療連携体制充実 
 ・糖尿病連携パスの整備 
 

糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策のののの推進推進推進推進    

重点施策重点施策重点施策重点施策６６６６    みんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろう！！！！健康健康健康健康とくしまづくりとくしまづくりとくしまづくりとくしまづくり        

４４４４年間年間年間年間のののの取組取組取組取組        

◆◆◆◆みんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろう！！！！健康健康健康健康とくしまとくしまとくしまとくしま    
            県民会議開催県民会議開催県民会議開催県民会議開催    
◆◆◆◆健康健康健康健康とくしまとくしまとくしまとくしま憲章制定憲章制定憲章制定憲章制定・・・・普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発    
◆◆◆◆阿波踊阿波踊阿波踊阿波踊りりりり体操体操体操体操のののの普及普及普及普及    
◆◆◆◆健康健康健康健康とくしまとくしまとくしまとくしま応援団応援団応援団応援団のののの加入促進加入促進加入促進加入促進    
◆◆◆◆プラスプラスプラスプラス１０００１０００１０００１０００歩県民運動歩県民運動歩県民運動歩県民運動    
◆◆◆◆ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング教室等教室等教室等教室等へのへのへのへの参加促進参加促進参加促進参加促進    
◆◆◆◆ヘルシーヘルシーヘルシーヘルシー阿波阿波阿波阿波レシピレシピレシピレシピのののの普及普及普及普及    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

成果成果成果成果        

◆健康とくしま応援団の加入 
(目標）H22：850事業所 

 H22：８８６事業所 

◆｢阿波踊り体操｣の普及事業所 
(目標)H22：300事業所 

Ｈ22：３０３事業所 

◆ｳｫｰｷﾝｸﾞ教室参加者 
(目標)H22：630人 

Ｈ22：７１５人 

今後今後今後今後のののの取組取組取組取組        

◆糖尿病標準比死亡比 

課題課題課題課題    課題課題課題課題    

新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    

目標達成 

目標達成 

H17 糖尿病緊急事態宣言 
 
 
 
 

県民総ぐるみの健康づくり運動の展開 

目標達成 

（（（（目標目標目標目標））））糖尿病標準比死亡比糖尿病標準比死亡比糖尿病標準比死亡比糖尿病標準比死亡比    
                 全国最下位全国最下位全国最下位全国最下位からのからのからのからの脱出脱出脱出脱出    
    
※標準比死亡比はＨ１８を最後に国から公表されていない 
 
 
 
 
※死亡率は平成18年まで14年連続全国最下位、平成19年 
  は改善が見られたが平成20年から3年連続最下位 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆◆◆◆粗死亡率粗死亡率粗死亡率粗死亡率    ＨＨＨＨ２２２２２２２２：：：：全国最下位全国最下位全国最下位全国最下位    

 
※粗死亡率の比較 
 
Ｈ１８ ﾜｰｽﾄ1位 徳島 19.5 2位 鹿児島 14.3 
 
Ｈ２２ ﾜｰｽﾄ1位 徳島 18.0 2位 岩手   17.3  

 
☆率の改善及びﾜｰｽﾄ2位との差の縮小 

参考 

☆再度、糖尿病標準比死亡比 
「全国最下位からの脱出」 
を目標として設定 

目標未達成 
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◆「がん診療連携拠点病院」の整備 
◆地域連携クリティカルパスの整備 
◆がん検診受診率の向上 
◆総合メディカルゾーンに 
   「徳島がん対策センター」設置 
◆がん患者や家族の視点に立った 
  緩和ケアの推進 
◆女性特有のがん対策推進 
◆禁煙推進（健康とくしま応援団） 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
◆がん診療体制の充実 
･がん診療連携拠点病院等整備、高度
医療機器の導入、在宅医療・緩和ケアの
推進  
◆がんの早期発見 
･検診受診率向上  
◆がんの予防の推進 
･禁煙の推進 

◆がん診療体制の充実 
 ・がん診療連携拠点等整備 
  H22：4病院 →  Ｈ２６：６病院 

 ・中央病院にリニアック等高精度機器 
  の導入 H24 
 ・三好病院で集学的治療実施 H26  
 ･｢徳島がん対策センター｣で在宅医療 
   や緩和ケアの推進  
◆がんの早期発見 
 ･がん検診受診率の向上 H26：50% 
◆がん予防の推進 
 ･禁煙宣言事業所募集登録 
 （健康とくしま応援団） 

がんがんがんがん対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

４４４４年間年間年間年間のののの取組取組取組取組        成果成果成果成果        

◆がん診療連携拠点病院の整備 
  （目標）H22：6病院 

 H19 ： ３病院→H22 ： ４病院 

◆五大がん、子宮がんに関する 
 地域連携ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽの整備 
  (目標)H22:４病院 

 H19： ２病院→ H22： ４病院 

◆がん検診受診率向上  

  (目標)H22:38% 

H19： ２０％→ H22：２１．２％   
◆緩和ケア研修会の実施 
H22までに15回実施、302名の医師が受講  
◆子宮頸がんワクチンの公費負担 
H22より実施 

今後今後今後今後のののの取組取組取組取組        

課題課題課題課題    課題課題課題課題    

新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    新計画新計画新計画新計画及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    

79.5

91.8

78.588.3
82.1

50

60

70

80

90

100

H17 H18 H19 H20 H21 目標

(人口10万対）

昭和56年以降 

死亡原因死亡原因死亡原因死亡原因のののの第第第第1位位位位    

   
  平成19年がん対策基本法制定 

   がん対策基本計画の策定 

国の動向 

県のがん対策の推進 

平成20年3月 

徳島県がん対策推進計画策定 
平成22年3月 

徳島県がん対策推進条例の制定 

目標未達成 

目標達成 

●●●●がんがんがんがん死亡率死亡率死亡率死亡率のののの減少減少減少減少    
    (75歳未満歳未満歳未満歳未満    年齢調整死亡率年齢調整死亡率年齢調整死亡率年齢調整死亡率））））    

目標未達成 

がん死亡率は、がん対策推進計画の22年目標値で 
ある「７９．５」を21年に達成 

総合総合総合総合ﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾞ゙゙゙ｨｶﾙｿｨｶﾙｿｨｶﾙｿｨｶﾙｿﾞ゙゙゙ｰﾝｰﾝｰﾝｰﾝ    
徳島徳島徳島徳島がんがんがんがん対策対策対策対策センターセンターセンターセンター 

新計画では、成果指標となる 

がんの７５歳未満年齢調整死亡比 
H21：７８．５→H26：７２．４ 
の目標をさらに加速 
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    保健福祉部では、医療･健康・ 
食の安全など、県民の暮らしに 
直結する多くの事業を所管して 
います。 
 
 第二幕の行動計画における事 
業進捗の反省を踏まえ、新たな 
行動計画では、職員一丸となっ 
た取組の推進により、県民の方 
が「幸福を実感できる暮らし」の 
実現を目指します。 

まとめ！ 

-8- 


