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第２章 保健医療施策の方向

第１節 生涯を通じた健康づくり

１ 健康危機管理対策

現状
○地域保健法に基づく「地域保健対策推進に関する基本指針」により，各機関の役割とし
て，健康危機管理体制の構築・役割の明確化・情報が一元管理される体制の構築・人材
育成・手引き書の作成・救急医療体制の整備・健康危機情報の収集，分析及び提供等が
示されている。
また，｢大規模災害への備え」として情報収集，医療機関との連携を含む保健活動の全体
調整，支援及び人材の受入れ等に関する体制の構築，「地域住民への情報提供」として地
域住民や関係者とのリスクコミュニケーションの実施に努めることが求められている。

○徳島県は，総合的な体制の確保や情報の一元管理など，実際に危機管理事象が発生した
場合の体制の整備を行うため，平成 16年 3月に「徳島県健康危機管理マニュアル」を策
定し，関係部局等との連携した対応を行うこととしている。

○保健所は，地域における健康危機管理の拠点としての役割を担っており，健康危機に際
して関係機関との連絡のもとに迅速かつ的確な対応を行うため，「健康危機管理マニュア
ル」を策定している。

○健康危機の発生予防対策として，飲食店，医療機関，薬局等への監視・指導の事前管理
の徹底により，健康危機事象の未然防止に努めるとともに，感染症発症動向調査等を活
用した情報収集・分析，関係機関や住民への情報提供・注意喚起に努めている。

○大規模災害発生時の対応に備え，災害時コーディネーター調整会議や訓練等を行い，平
時から関係機関との連携に努めている。

課題
○健康危機管理体制を構築するため，医療機関，消防，警察，市町及び関係団体等の更な
る連携が必要である。

○健康危機管理に関する研修・訓練やリスクコミュニケーション等の実施により，地域全
体の健康危機管理対応力を高める必要がある。

○健康危機発生時の迅速な初動体制の確立や健康被害に対応する体制等，健康危機管理の
拠点である保健所の更なる機能強化が求められている。

施策の方向
○平時から市町及び関係機関との有機的な連携を築き，健康危機管理体制の強化に努める。
○健康危機の発生予防対策では，通常業務において飲食店，医療機関，薬局等への監視・
指導により危機事象の未然防止に努めるとともに，感染症発症動向調査等を活用した情
報収集・分析を行い，関係機関や住民への情報提供等に努める。

○震災等大規模災害発生時においては，「災害時コーディネーター」を中心として適正かつ
迅速な対応がとれるよう，会議，研修や訓練等を通して対応能力向上に努める。

○健康危機管理マニュアルの検証及び訓練・研修を通して職員のスキルアップを図る。

目標値
①健康危機管理研修会の開催（年 1 回） H28 年度現状値 1 回

H35 年度末目標値 累計 6 回

健康危機管理とは，「医薬品，食中毒，感染症，飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命，健康の安

全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防，拡大防止，治療等に関する業務のことをいう」

－厚生労働省健康危機管理基本指針ー
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２ 健康づくり対策

現状
○健康づくり計画として，国では，平成 24年 7月に国民の健康づくりの指針となる平成 25
年度から平成 34 年度の「健康日本 21（第 2 次）」が示された。そこで平成 25 年 3 月よ
り新たな健康増進計画「健康徳島 21～『生涯健康とくしま』を目指して～」を策定し推
進していくこととなっており，平成 29年度には県民の健康状況や計画の進捗状況に応じ
て改訂された。また，食育基本法に基づいた，市町の「食育推進計画」の策定や推進体
制が整ってきている。

○管内では，喫煙習慣が大きな影響を与える慢性閉塞性肺疾患（COPD）が全国・県と比
較して高い傾向にある。また COPD は，新しい疾病名であり，住民に十分認知されてい
ない現状である。

○生涯を通じた健康づくりが推進できるよう地域・職域連携推進協議会が設置されている。

課題
○働き盛りの世代における生活習慣病やメンタル面等での実態や課題等は十分把握できて
いない。今後，働き盛り世代の健康実態や課題を明確にするとともに，事業所等職域と
の連携した健康づくりへの取り組みが必要である。

○個人が健康を維持するために必要な環境整備は十分とは言えず，生活習慣病をはじめ，
心の健康問題及び禁煙対策等各関係機関が連携した健康づくりのための社会環境整備等
のサポートシステムが必要である。

○地域と職域の連携のもとに生涯を通じた健康づくりや，改正がん対策基本法の施行によ
るがん対策の推進等の取り組みが必要である。

○ COPD という疾患名の認知度を高め，禁煙による予防と薬物等による治療が可能な疾患
であることを住民に周知していくことが必要である。

施策の方向
○市町が策定する健康増進計画の改訂に向けての支援や食育推進計画等及びがん対策の推
進を支援し，圏域内のヘルスプロモーションに基づいた保健活動の展開を図る。
○小児期から各ライフステージに応じた生活習慣病対策や食育が推進できるよう，各関係
機関との連携や推進体制の整備を図る。

○地域，職域が連動し，生涯を通じた健康づくりが推進できるよう「地域・職域連携推進
会議」等を通じて課題の検討や事業実施及び体制整備を図る。

○生活習慣病予防を重視した特定健康診査・特定保健指導が円滑に実施及び推進できるよ
う, 各関係機関との連携調整を図る。

○防煙対策として小中学校の児童生徒を対象に,自分自身がたばこを吸わないだけでなく友
達や家族に対しても禁煙を進めることができるよう出前授業を実施する。

目標値
①地域・職域連携推進に関する会議の開催（年 1 回） H28 年度現状値 1 回

H35 年度末目標値 累計 6 回
②生活習慣病予防等の健康教育受講者数 H28 年度現状値 457 人

H35 年度末目標値 増加
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３ 糖尿病対策

現状
○徳島県の糖尿病死亡率は，平成 26 年以降，3 年連続でワースト 1 位を脱却したものの，全国
平均を上回る状態が続いている。管内の状況としては，糖尿病死亡率(H27 年)は徳島県 14.8
に対し，三好保健所管内 19.3と高値である。

○管内では，保健，医療等関係機関の代表者で構成した「糖尿病地域医療連携システム検
討会」を開催し，市町と医療機関との連携強化を図っている。

○「糖尿病についてのアンケート調査(H26 年)」より，糖尿病連携手帳の活用が有用であ
ることが解った。そこで，市町と医療機関の連携強化に有効な手段として，連携手帳の
活用を普及している。

課題
○糖尿病在宅療養においては，食環境や運動環境等の整備も不十分であり，また，糖尿病
の合併症予防への対策が必要である。

○学童期から肥満者の割合が高く，将来の糖尿病予備群になる可能性や生活習慣病の発症
も懸念されることから，ライフステージに応じた糖尿病予防や健康づくり対策が必要で
ある。

○地域においては，各関係機関の連携のもとに糖尿病の 1 次予防から 3 次予防まで一貫し
た取り組みが必要である。

施策の方向
○糖尿病予防についての知識の普及啓発を図るとともに，「健康とくしま応援団」を通じて，
「ヘルシーメニュー提供店」の拡大や，「阿波踊り体操」やウォーキング等の普及により，
個人の生活習慣の改善のための環境整備を行う。

○小児期をはじめ各ライフステージに応じた肥満及び糖尿病予防対策について，市町や各
関係機関と連携し，推進する。

○市町及び医療機関と連携し，1 次予防から 3 次予防まで，一貫した糖尿病対策に取り組
めるよう地域連携パスや糖尿病手帳を活用し推進する。

○食生活改善推進協議会及び集団給食施設協議会等関係機関，団体との協働による健康情
報を地域へ発信するネットワークを構築する。
○「糖尿病地域医療連携システム検討会」により，市町と医療機関との連携強化を図ると
ともに，医療機関，施設，市町の管理栄養士・保健師等の会議の場を設け，担当者同士
の顔の見える関係づくりを推進する。

目標値
①糖尿病死亡率（人口 10 万対） H28 年度 現状値 19.3

H35年度 減少
②糖尿病地域医療連携システム検討会の開催 H28 年度現状値 1 回

H35年度末目標値 累計 6回
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４ 母子保健対策

現状
○出生率は県よりも低く少子化が進んでいるが，子育て上の問題を抱えている親や虐待の
リスクの高い家庭がある。特に低出生体重児は平成 25年以降増加傾向にあり，育てにく
さを感じる親が多い。

○学校における「最近の子どもに見られる疾病の傾向調査」によると，管内の肥満傾向児
童の割合は上昇傾向である。管内は全国や県と比較して肥満の割合が高い傾向にあり，
朝食の欠食や遅い就寝等好ましくない生活習慣の子どもがいる。

○母子保健分野における喫煙状況は，全体的な喫煙率は低下しているが，妊娠中の喫煙や
出産後の再喫煙，子どもへの受動喫煙等への対策が必要である。

○発達障がいの早期発見も視点においた乳幼児健康診査では，要フォロー児への対応が求
められている。

課題
○妊娠・出産・育児期を通じて，支援の必要な母子を早期に把握し，フォローするために
医療機関及び地域保健との連携システムの充実が必要である。

○生活習慣病は低年齢化が進み，特に子どもの肥満は成人まで移行する率が高く，各関係
機関と連携した小児生活習慣病の予防対策が重要である。

○喫煙は，早産・流産・低体重児出産・SIDS（乳児突然死症候群）といったリスク要因の
一つであるとともに，受動喫煙は将来における子どもへの健康被害も懸念されることか
ら医療機関や学校等の関係機関と連携した喫煙対策が必要である。

○発達障がい児への支援体制の確立が必要である。

施策の方向
○児童虐待への対応として，西部こども女性相談センター及び市町や医療機関等各関係機
関との連携や支援体制を強化していく。

○小児期からの適切な生活習慣の確立や食育推進のための普及啓発を行うとともに，各関
係機関が連携し子どもの健康に関する現状や課題及び今後の取り組みについて協議する。
○子どもにおける防煙教育及び受動喫煙防止対策として，学校をはじめとした関係機関と
連携し，出前講座等を通じて地域全体で禁煙に対する意識を高めるとともに，敷地内(建
物内)禁煙の推進等，環境整備を図る。

○障がいのある子どものニーズに応じた支援を各関係機関の連携のもとに推進する。

目標値
①防煙教育の開催回数 H28 年度現状値 16 回

H35年度末目標値 増加
②学童肥満児の割合 H28年度現状値 12.0％

H35年度末目標値 減少
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５ 栄養・食生活改善対策

現状
○徳島県の野菜摂取量が全国ワーストクラスであり，平成 24年度より県民の野菜摂取量ア
ップのため施策的に啓発等を実施しており，西部圏域では平成 25年度より毎月２４日を
「にし阿波・野菜食べようデー」として，独自の野菜摂取量アップ対策を展開している。
平成 28年国民健康・栄養調査結果では，男女とも全国上位群になるなど改善がみられて
いる。

○全国的な健康づくりボランティア組織である食生活改善推進協議会は，平成 29年度現在
1市において食生活改善を中心とした健康づくり活動を展開している。

○外食の増加による食生活を支援するために，お客さまには健康でいてほしい事業（外食
における栄養表示やヘルシーメニューの提供）を展開し，健康づくり推奨店の拡大に取
り組んでいる。

○給食施設における栄養管理や情報提供の充実を図り，喫食者やその家族への栄養・食生
活改善が展開できるよう健康増進法に基づき指導している。

○集団給食施設協議会による組織化を図り，管理栄養士・栄養士の連携ネットワ－クの構
築，糖尿病対策や食育の推進等における地域貢献を行っている。

○食品衛生対策，糖尿病対策，健康づくり対策，健康危機管理対策など関係対策を通じ，
総合的に地域の栄養・食生活改善に取り組んでいる。

課題
○管内においては，食育推進のための事業を実施しているが，糖尿病の標準化死亡比や学
童の肥満率が徳島県全体よりも高く，糖尿病等食生活に関する健康課題が大きい。

○平成 28年国民健康・栄養調査結果では，野菜摂取量は増加していたものの，目標の 350g
量には達していない。

○糖尿病等食事療養の必要な生活習慣病の発症や重症化予防のため，食生活を支援する環
境整備の充実が必要であるが，飲食店等の支援環境の取り組み状況は十分とは言えない。

○住民の健康志向が高まる中，いわゆる健康食品等における健康保持増進効果等の虚偽誇
大広告などを表示した食品に関する相談が増えてきている。

○平成 27年に施行された食品表示法により，原則すべての加工食品に栄養成分表示が義務
化となったことを受け，食品関連事業者等からの相談が増加している。また，適切な食
品選択や食生活の実践に栄養成分表示を活用できるよう，消費者への知識の普及や意識
の啓発が必要である。

施策の方向
○バランスの良い食生活が実践できるよう，住民・団体・関係機関との連携による食環境
整備を推進する。
○糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化予防のため，給食施設・行政・地域における管理
栄養士・栄養士等，食に関わる専門家及び関係機関・団体が連携し，地域力が向上する
ようネットワ－クを構築する。

○食品関連事業者等への食品表示法及び健康増進法に基づく適正な表示の周知や指導並び
に消費者への食に関する正しい知識の啓発等に取り組むことにより，双方の環境整備を
図り，住民の健康な食生活を支援する。

目標値
①食生活改善推進員の活動(伝達講習会)の推進 H28 年度現状値 224 回
②健康づくり推奨店の登録数 H35年度末目標値 累計 600回

H28 年度現状値 12 店
H35年度末目標値 増加
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６ 精神保健福祉対策

現状
○近年，社会生活環境の複雑化に伴うストレスの増大等により，うつ病・社会的ひきこも
り等，精神的な健康を損なう人が増加している。精神疾患はこのほか，発達障がいや認
知症なども含まれており，住民に広く関わる疾患である。

○精神障がいの有無や程度にかかわらず誰もが安心して暮らすことができるよう，保健・
医療・福祉関係者による会議の場を通じて，「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ム」の構築を目指している。

○平成 25年 4月から障害者総合支援法が施行され，障がい者が住み慣れた地域社会のなか
で，主体性と自立性を確立するとともに，自らの生活を積極的に営んでいくことを可能
とする施策の推進が重要となってきている。

○子ども・若者育成支援推進法においては，ニートやひきこもり等困難を抱える若者への
支援を行うため地域ネットワークづくりの推進が求められており，現場レベルにおいて
よりいっそうの連携が重要となっている。

課題
○住民自身が心の健康を高めるためには，心の健康についての正しい知識の普及啓発の実
施，相談窓口の設置や教室の開催等，関係機関と連携しながら支援体制の整備が必要で
ある。

○精神障がいに対する偏見を取り除き，住民に対して精神障がい者に対する理解を深める
ために，住民に対して正しい知識の普及啓発を図り，精神障がい者や家族が地域で安心
して生活できるよう支援する必要がある。

○精神障がい者の地域移行・地域定着を支援するための社会資源・サービスは確保されつ
つあるが，居住や就労に関しての課題も多く利用者が少ない。

○ニートやひきこもり等困難を抱える若者の高齢化や長期化に伴い，支援が困難となり生
活困窮に陥る事例もある。

施策の方向
○住民自身が心の健康を高めるための正しい知識の普及に努める。
○市町や関係機関等と連携しながらあらゆる機会を利用し，正しい知識の普及啓発を行う
とともに，支援体制の整備に努める。また，高次脳機能障害・ひきこもり対策等その他
の精神保健対策を含めて総合的な対策を推進する。

○地域移行・地域定着支援を進めるなかで，精神障がい者が利用できる社会資源やサービ
ス等の受け皿や支援体制の整備を図り，当事者や家族が安心して地域で生活できるよう
支援する。
○「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を目指すため，保健・医療・福
祉関係者による会議の場を設置する。
○ひきこもり者への支援構築のため，継続して関係機関と連携し地域ネットワークづくり
を推進する。

目標値
①精神保健ボランティア講座開催数 H28年度現状値 3回

H35年度末目標値 3回
②ひきこもり相談件数 H28年度現状値 30件

H35年度末目標値 増加
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７ 自殺対策

現状
○警察庁の自殺統計によると，全国の自殺者は，雇用情勢の悪化等により，平成 10年から
平成 23年まで連続して 3万人を超えており，平成 18年自殺対策基本法，平成 19年自殺
総合対策大綱が自殺対策の指針として策定された。その結果，平成 24年には自殺者数は
３万人を下回り，その後減少を続けている。一方で，未成年の自殺者数は増加し，20 代
も微減にとどまっており，若者への対策強化が急務となっている。

○管内の自殺の標準化死亡比は，県平均と比較して高い状況で推移している。全国的に山
間部が自殺率が高い傾向にあるが，特に，平成 22年度に三好市が実施した「三好市ここ
ろの健康調査」においては，自殺稀少地域と比較して困った時に助けを求める行動を起
こしにくい等の住民気質が明らかになった。

課題
○警察，教育委員会，医療機関，労働基準監督署，市町等の公的機関や民間団体とも協働
して自殺予防対策を推進していく必要がある。

○自殺に至る人の多くは，うつ状態をはじめとする精神疾患を有していたとの報告もあり，
地域の医師会等と連携し，一般かかりつけ医と精神科医との連携体制の構築が必要であ
る。

○自殺は，追い込まれた末の死であり，その多くが防ぐことができる社会的な問題である。
また，自殺者の約 7割が自殺に踏みきる前に何らかの相談機関を利用していることから，
自殺のサインに気づいた時の対応法等について住民の理解を促進するための教育活動や
広報活動の実施，早期対応を図るための人材を養成する必要がある。

施策の方向
○自殺対策連絡協議会を設置し，各関係機関で連携して対策を実施する。
○医師会と連携し，医療機関を対象に研修会を開催する等，連携体制の構築を図る。
○自殺をする人のサインに気づく「自殺予防サポーター」の育成を行うため，研修会の開
催や出前講座の実施を通して，うつ病治療や自殺のサインに気づいた時の対応方法等に
ついての普及啓発を図る。

○中長期的な対策として，教育委員会や学校関係者，スクールカウンセラーとともに，子
どもの心の健康づくりについて協議を行い，子どもやその保護者に対しての啓発を検討
する。

○ハイリスク者対応として，ひきこもり対策等その他の精神保健対策を含めて総合的な対
策を推進する。

○平成 29年度作成した「若者向け相談カード」を活用し，若者に向けて『一人で悩まずに
誰かに相談すること』を啓発する。

目標値
①自殺予防サポーター養成研修（年 1回） H28年度現状値 1回

H35年度末目標値 累計 6回
②「若者向け相談カード」配布数 H30年 1月現 240部

H35年度末目標値 累計 600部
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８ 結核・感染症対策

現状
○管内における結核の指標は平成 28 年の全結核罹患率（人口 10 万人当たりの年間新規患
者数）は 31.9（徳島県 16.0，全国 13.9）であり，全国，県より高く推移している。また，
そのうち 65歳以上の高齢者が 100％を占めている。
過去 5年間の罹患率の推移を見ると横ばい傾向にある。

○結核患者に対する保健指導，服薬支援（DOTS）により確実な治療の推進を図り，接触
者健診の徹底により結核のまん延防止に努めている。

○管内には結核病床を有する医療機関（三好病院）が有り，三好病院で入院治療のほとん
どが行われている。

○各感染症対策として各種対応マニュアル及び所内体制の整備，対策用物品の備蓄を行っ
ている。また，各関係機関との連携を図り，常時の感染予防，集団感染発生時のまん延
防止のための対策に努めている。
新型インフルエンザ，鳥インフルエンザ発生への対処に関する対策を行っている。

○エイズ対策においては，保健所で無料・匿名の迅速検査を実施している。また，高等学
校等においてエイズ及び性感染症に関する知識の普及啓発を実施している。

○ C型肝炎，Ｂ型肝炎の相談・検査数は，少ないまま推移している。

課題
○結核罹患率を抑制する。
○結核患者の早期発見，適正治療，患者管理ができるよう，関係機関の連携と関係者の資
質の向上を図る必要がある。

○高齢者の結核が増加しており，医療機関や施設等で，早期発見により結核の重症化を予
防し集団感染の防止に努める。

○平常時から防疫対策を整備し，大規模な感染症発生時に適切な対応が行えるようにする。

施策の方向
○結核患者の治癒率向上に向けて，管内結核病床を有する医療機関（三好病院）との連携
を基に，引き続き結核患者に対する保健指導，服薬支援（DOTS）を実施し，接触者健
診の徹底により，結核のまん延防止に努める。

○住民に対して，結核に関する知識の普及啓発を行うとともに，市町，学校，事業所，医
療機関等に対する指導及び啓発を強化し，院内・施設内感染及び集団感染の防止対策を
推進する。

○保健・医療従事者に対し，感染症に関する研修会を開催し，資質の向上を図る。
また，施設等における各種マニュアルの整備と，感染症発生時に適切に対応できるよう
関係機関との連携や役割分担を含めた防疫体制の確立に努める。

○感染症発生動向調査事業の活用により，的確かつ迅速な関連情報の収集・分析に努め，
医療機関や市町等関係機関への正確な情報提供を推進し，発生時の連絡体制等の整備を
図るとともに，市町との連携のもと感染症予防のための予防接種の推進を図る。

○肝炎，エイズに関する正しい知識の普及啓発を継続し，相談・検査体制の充実を推進す
る。特にエイズ対策については引き続き学校保健と連携し，性感染症全般を視野に入れ,
青少年層へ働きかけていく。

目標値
①結核罹患率（人口 10万対）の減少 H28年度現状値 31．9

H35年度末目標値 減少
②結核接触者健診受診率 H28年度現状値 100％

H35年度末目標値 100％
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９ 難病（特定疾患）対策

現状
○平成 27年 1月に難病の患者に対する医療等に関する法律が制定され，法律に基づいた医
療費助成や療養生活の支援を行うこととなり，公費負担の対象疾病は 330 疾病となって
いる。特定疾患・特定医療費（指定難病）受給者数は増加し，平成 28年度末は 417名と
なっている。

○受給者数の多い疾患をみると，パーキンソン病，潰瘍性大腸炎，後縦靱帯骨化症の順で
ある。管内の受給者のうち 65歳以上が 54%と高齢化が目立っている。

○難病患者の療養上の不安の解消を図るとともに，きめ細やかな支援が必要な要支援難病
患者に対する適切な在宅療養支援が行えるよう地域の医療機関等の関係機関との連携の
もと，在宅療養支援計画の策定・評価や訪問相談，訪問指導（診療），医療相談事業を行
っている。

○県は「徳島県難病相談支援センター」を設置しているが，保健所においても地域に密着
した相談機能を充実させるため，個別相談や同じ病気の患者による情報交換の場を設け
ている。

○平成 25年 4月障害者総合支援法が施行され，障がい者として難病が加えられたことから，
障がいサービスが有効に活用できるよう支援する必要がある。

課題
○難病患者の生活の質(QOL)の向上を図る。
○難病は，長期にわたって療養が続くだけでなく，その特殊性・希少性から，難病患者及
びその家族にとっては心身の負担が大きい疾患である。

○介護保険受給者，身体障がい者手帳のサービスが受けられる支援とともに、障がい者手
帳を取得できない場合でも、難病患者は総合支援法に基づく障害福祉サービスの対象と
なったことから、活用できるサービスについて一層の周知が必要である。

○難病患者に対する災害時の医療は，一般的な対応だけでは不十分なため，地域の保健
・医療・福祉機関が連携して災害前から災害時に包括的な支援活動が行えるよう準備し
ておく必要がある。

施策の方向
○引き続き，支援が必要な難病患者に対し，保健・医療・福祉等関係機関の密接な連携に
より患者の実態に応じたケアマネジメントを行い，患者一人一人に即した療養支援体制
を整備する。

○特定疾患申請時面接を利用し，引き続き医療及び日常生活に係る相談に応じるとともに，
最新の治療等に関する情報提供や，個別相談，また，同じ病気の患者による情報交換の
場を設け，在宅の難病患者に適切な相談・支援を行う。

○難病患者・家族，支援者等が災害に備え，あるいは災害発生時に適切な対応がとれるよ
う，平常時からの備えを中心とした体制整備を図ることを目的に作成した，「災害時難病
患者支援マニュアル」を活用し，市町等との連携により，地域に応じた災害時の対策を
検討していく。

○障害者総合支援法に基づくサービスの利用について,市町関係者と連携し，より一層の周
知に努める。

目標値
①難病患者相談会・研修会の開催（年１回以上） H28年度現状値 １回

H35年度末目標値 累計 6回以上
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１０ 歯科保健医療対策

現状
○ 3 歳児健康診査におけるう蝕のある者の割合は，年々増加しており，県平均と比べると
高い傾向にある。また，働き盛りの世代では，「歯周疾患検診」が実施されているが，口
腔保健への意識は低く受診率は低い現状である。

○生涯を通じた 8020運動の推進は，各ライフステージごとの歯科健診や健康教育等におい
て展開されている。高齢者では，平成 27年 4月に施行された改正介護保険法による介護
予防・日常生活支援総合事業のなかで,介護予防における口腔機能の維持向上がより一層
図られるようになった。

○平成 24年 2月に「笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例」を制定し，乳
幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科保健医療対策を推進している。

○歯科疾患予防に向けた取り組みや障がい児(者)における歯科健診や治療体制は十分では
ない。

課題
○妊娠期の歯科保健対策として，妊婦のう蝕や歯周疾患が悪化しやすく，また，胎児の歯
の形成時期であり，歯科検診や歯科保健指導の健診機会の確保や意識啓発が必要である。

○乳幼児期のう蝕予防対策として 1 歳 6 ヶ月のフッ化物塗布が実施されているが，保護者
自身のう蝕予防意識には個人差があり，学校保健や保護者自身を含めた母子を対象とし
た早期からの生活習慣や適切な歯磨き指導の推進が必要である。

○歯周疾患は糖尿病やメタボリックシンドロームとの関係も深いと言われており，管内は
糖尿病有病率も高く，職域と連携した働き盛りの世代における歯周疾患予防対策が必要
である。

○高齢者の口腔管理は，全身の健康や誤嚥性肺炎による死亡との関係が深いことから，高
齢者や介護者，保健医療福祉関係者等に対して口腔管理についての普及啓発を行うこと
が必要である。

○在宅の障がい児（者）はう蝕予防や口腔管理も困難な傾向にあり，歯科保健サービスの
体制整備が必要である。

施策の方向
○妊産婦や乳幼児期の保護者に対し，知識の普及や情報提供を行い歯科保健対策の推進を
図る。

○各関係機関や学校保健等と連携を図りながら，う蝕予防対策を推進する。
○歯周病予防対策として，糖尿病等の疾患の予防や早期発見・早期治療を推進するととも
に，若い年齢からの歯周病への予防啓発等が必要であり学校保健・職域保健と連携し，
歯周病や歯科保健に関する知識の普及や情報の提供を行う。
○高齢者や介護者に対し適切な口腔（歯科）保健指導・医療が提供できるよう各関係機関
との連携体制を図る。

○心身障がい児（者）や難病患者等に対し，専門歯科医療機関の情報提供やかかりつけ歯
科と専門歯科医療機関との連携を図り，歯科保健対策を推進する。

目標値
①むし歯・歯周病予防等の健康教育の受講者数 H28 年度現状値 369 人

H35年度末目標値 増加
② 3歳児健康診査のう蝕有病率 H27年度現状値 34.8％

（H28年度現状値は H30年度当初に確定）
H35年度末目標値 減少


