
第９章 保健・医療・福祉（介護）の総合的な取組の推進

第１節 保健・医療・福祉（介護）の連携

（現状及び課題）

○ 保健・医療・福祉は、相互に密接に関わっており、医療連携体制の構築にあ

たっても、疾病の予防、特定健診・特定保健指導、各種の相談、治療、リハビ

リテーション等の医療サービスに加え、介護サービス、保健福祉サービスが切

れ目なく連携して行われることが必要です。

○ 県民がそれぞれの地域で生活していくためには、保健・医療・福祉（介護）

サービスによる環境づくりを進め、地域社会で支える地域包括ケアシステムの

推進が重要です。

○ 本県においては、高齢者福祉計画、介護保険事業（支援）計画、医療費適正

化計画、健康増進計画、がん対策推進計画、歯科口腔保健計画及び障がい福祉

計画などの各種計画が策定されていますが、医療体制の整備にあたっては、こ

れら関連計画と整合性を図りながら、総合的に推進する必要があります。

（今後の施策）

○ 保健・医療・福祉（介護）サービスの一体的、効率的な提供を図るため、関

係機関の連携を強化します。

○ 健康づくりから医療の提供、介護保険サービスの提供まで、保健・医療・福

祉（介護）サービスを切れ目なく提供できるよう、多職種連携による地域ケア

会議や在宅医療連携拠点など関係機関との連携を強化し、地域包括ケアシステ

ムの推進を図ります。

○ 大分県健康増進計画「第二次生涯健康県おおいた２１」等関連計画の推進と

合わせ、一体となって医療連携体制の整備を推進します。
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第２節 健康寿命を延ばす健康づくりの推進

（現状及び課題）

○ すべての県民が生涯を通じて健康で活力あふれる人生を送ることができる社会

の実現を目指し大分県健康増進計画「第二次生涯健康県おおいた２１」（平成 25
(2013)年度～平成 35(2023)年度）を策定しています。生活習慣病対策及び健康
づくりを推進し、健康寿命日本一を目指しています。

○ がん、心疾患、脳血管疾患などいわゆる「生活習慣病」での死亡割合は、平成 26
年で 51 ％を占めています。この割合は、悪性新生物は横ばいですが、心疾患と
脳血管疾患は減少傾向にあります。

（資料 大分県公衆衛生年鑑）

○ 平成 12 年度と 23 年度、28 年度に実施した県民対象の実態調査（以下「実態
調査」という）の結果を比較すると、男女とも肥満が増えています。特に、男性

では 40 歳代、50 歳代が顕著に多く、女性は 20 歳代、30 歳代の増加の伸びが目
立ちます。また、定期的に運動をしている人の割合は増えてきているものの、男

女とも目標には達していません。特に 40 歳代男性、30 歳代女性が低い傾向にあ
ります。働く世代を中心として内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）該

当者の増加が懸念されます。
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資料：実態調査

○ 健康づくりの鍵は、無理なく健康的な生活習慣が継続できるようにすることで

す。家庭や地域だけでなく、職場でも健康づくりが効果的に進められるよう社会

環境の整備が必要です。

-194-



（今後の施策）

（１） 多方面からの普及啓発

○ 大分県健康増進計画「第二次生涯健康県おおいた２１」における指標の評価

結果に基づいて、マスメディア、県機関誌、関係団体等の研修会を活用し普及

啓発に努めます。

（２） 長期計画に基づく健康づくりの推進

○ 今後 6年間（H29年度に計画の終期を見直し 1年延長）の健康づくり施策は、
関係団体と連携し、毎年進捗管理を行いながら長期的な視野に立って戦略的に

推進していきます。

（３） 科学的根拠（エビデンス）に基づいた健康づくりの推進

○ 禁煙、減塩、野菜摂取の増加などエビデンスの確立されている良好な生活習

慣を定着させるとともに、地域の特徴的な健康課題に対し、市町村をはじめ、

地域における住民団体、企業、マスメディア、保健医療機関等の関連団体と連

携を図りながら健康づくりを推進します。

（４） 新たな課題に対する取り組み

○ ロコモティブシンドローム（運動器症候群）、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、

フレイル（虚弱）など、新たに注目されてきた課題に対しての予防に取り組ん

でいきます。

（５） 各種保健事業の効率的・一体的推進

○ 生涯を通じて一貫性のある保健事業の実施を図るため、医療保険者、市町村

等が相互に連携して実施されるよう、事業者間の連携を円滑に進めるための共

通の基盤づくりを推進します。

（６） 健康づくり推進のための環境づくり

○ 個人の健康に対する価値観が多様化し、それぞれのニーズに合わせた保健サ

ービスの提供が必要となっているため、広く県民に対し、健康情報の提供や健

診機会を活用した健康学習等多彩な保健サービスの提供を促進します。

○ 健康的な生活習慣の実践は個人の

努力だけでは困難であり、好ましい

生活習慣を可能にする環境条件を整

える必要があります。そのため、自

治会、食生活改善推進協議会、愛育

班等のボランティア組織に加え、保

健部門以外の労働・教育・土木・農

林水産・商工等住民の生活と関連の

深い分野の組織が一体となり、健康

づくりの推進を図ります。

また、健康でかつ医療費が少ない

地域の背景に、住民の声かけなど良

いコミュニティの存在があることか

ら、地域とのつきあい・信頼・社会

参加などの機会を増やすとともにソ

ーシャルキャピタルの醸成・活用に

努めます。
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第３節 高齢者保健福祉対策

（現状及び課題）

（１） 高齢社会

○ 本県では、高齢者人口・高齢化率が増加・上昇する一方、生産年齢人口(支

え手)が減少することが見込まれることから、その対策・取組が急務となって

います。

○ 高齢者人口、後期高齢者人口ともに増加することから、要介護（要支援）認

定者に併せ、認知症を有するなど医療ニーズの高い高齢者のさらなる増加も見

込まれています。

○ また、高齢者単独世帯や高齢者夫婦のみ世帯の増加に伴い、家族介護力の低

下が懸念されます。

○ こうしたことから、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、地域での支え合いや医療と介護の連携などサービス提供体制の充実が求

められます。

◇高齢化等の現状及び推計

資料：「大分県高齢者福祉課調べ」

（２） 介護保険制度

○ 介護保険制度は、高齢期の安心を社会全体で支える仕組みとして、平成 12
年 4月に創設されたものです。高齢者が安心して必要なサービスを利用できる
よう制度の周知を図るとともに、制度の定着による利用者の増加に対応するた

め、サービス基盤の一層の充実が求められる一方、介護給付費や介護保険料の

増大を抑制するための取組も必要です。

○ そのため、在宅医療・介護連携の促進や保険者機能の強化による自立支援、

重度化防止などの取組を推進することが重要です。

◇要介護認定者数等の推移

資料：「大分県高齢者福祉

課調べ」

平成28(2016)年 平成37(2025)年

高齢者数 358千人 372千人

75歳以上高齢者数 186千人 222千人

高齢化率 31.2% 34.1%

後期高齢化率 16.2% 20.3%

高齢者単独世帯数 63千世帯

(平成27年)

71千世帯

認知症高齢者数 60千人

(平成27年)

73千人

平成12年 平成29年

要介護認定者数 38千人 66千人

認定率 14.2% 18.1%

介護給付費 459億円 1,021億円

1人あたり給付費 169千円 252千円

介護保険料（月額） 3,192円

(平成12～14年)

5,599円

(平成27～29年)

-196-



（今後の施策）

本県の高齢者福祉施策の基本指針である「おおいた高齢者いきいきプラン」に基

づき、取組を進めていきます。

（１） 生きがいづくりや社会参画の促進

①地域活動への参加促進

・老人クラブ活動の活性化（「団塊の世代」の加入促進と後継リーダーの育成

支援等）

・豊かな知識や経験などを生かした地域活動を担う高齢者の掘り起こし

・子育ての見守り活動や高齢者の見守り・声かけなどの地域活動への参加促進

②スポーツ、芸術・文化の機会確保

・生涯学習や生涯スポーツ活動への参加促進

・活動成果発表の場確保（豊の国ねんりんピック等）

③就業の促進

・高齢者の再就職支援や就業環境の整備（シルバー人材センターの活性化等）

（２） 健康づくりと介護予防の推進

①健康寿命を延ばす健康づくりの推進

・７つの分野（栄養・食生活、身体活動・運動分野、休養・こころの健康分野、

喫煙分野、飲酒分野、歯・口腔の健康、健康指標）での施策の推進

・生活習慣病の早期発見・早期治療の推進

②介護予防の推進

・リハビリテーション専門職を活かした介護予防の推進

・サロン等での介護予防体操（めじろん元気アップ体操）の普及

③自立支援・重度化防止の取組の推進

・自立支援型サービスを実践する介護予防拠点の育成

・介護支援専門員等を対象とした知識・技術向上のための研修の実施

（３） 安心して暮らせる基盤づくりの推進

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、生活支援や介護

サービスの充実、良質な高齢者向け住まいの確保、医療・介護連携の推進に取り

組みます。

①生活支援サービスの充実

②介護サービスの充実

③良質な高齢者向け住まいの確保

④医療・介護連携の推進

⑤地域包括支援センターの機能強化

⑥地域ケア会議の推進

⑦介護人材の確保・育成と介護サービスの質の確保・向上

⑧支援を要する高齢者を支える環境の整備

（４） 認知症施策等の推進

県民が認知症について正しく理解するための普及啓発や地域で見守り支援する

体制づくり、認知症を早期に発見し状況に応じた適切なケアが行える医療提供体
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制の整備など、認知症施策の充実を図ります。

①認知症施策の推進

・認知症疾患医療センターを核とした早期診断・早期対応の体制整備

・研修会の開催などによる医療・介護人材の対応力の向上

・若年性認知症施策の強化

②介護に取り組む家族等への支援の充実

③権利擁護の推進

・判断能力が低下・喪失した方を支える成年後見制度の普及・利用促進

・養護者への権利擁護の普及啓発などによる高齢者虐待の防止

・高齢者の消費者被害の未然防止と被害後の救済施策の推進
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第４節 保健福祉施設の機能強化

１ 保健所

（現状及び課題）

○ 平成 9 年の地域保健法施行後、市町村は、母子保健をはじめ介護保険、健康
増進事業など住民に身近な保健福祉サービスを提供しています。

県の保健所は、市町村に対する専門的・技術的な支援を行い、保健医療分野

では市町村での対応が困難な難病や精神保健の業務を、食品、薬事、環境など

については許可や監視・指導等の業務を、健康危機管理の分野では感染症や食

中毒の未然防止、発生した場合の拡大防止対策を担っています。

また、児童虐待防止や自殺防止対策などの課題への対応も求められています。

○ さらに、保健所には、地域包括ケアシステムの推進における医療、介護、福

祉等の関連施策との連携強化など地域医療構想も踏まえた取り組みや、新型イ

ンフルエンザ等の健康危機管理体制の確保、さらには大規模災害時における情

報収集、医療機関との連携等、地域保健活動の全体調整の取り組みも求められ

ています。

○ 県の保健所は 6保健所 3保健部（東部保健所（東部保健所国東保健部）、中部
保健所（中部保健所由布保健部）、南部保健所、豊肥保健所、西部保健所、北部

保健所（北部保健所豊後高田保健部））となっています。

なお、大分市は、中核市として大分市保健所を設置しています。

（今後の施策）

○ 保健所は、地域保健対策に関する専門的かつ技術的な業務について機能を強

化するとともに、地域保健対策への地域住民のニーズの把握に努めた上で、専

門的な立場から企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行うとともに市町

村の地域保健対策を積極的に支援します。

○ 保健所は、所管区域内における地域包括ケアシステムの推進のため、保健、

医療、介護、福祉に関するサービスが一体的に提供されるよう市町村・関係機

関等との重層的な連携の強化に取り組むとともに、地域の医師会等と協力の下、

急性期、回復期及び維持期における医療機関間の連携の強化に取り組みます。

○ 保健所は、所管区域内における在宅医療の推進をはじめ、がん医療、脳卒中

医療、心筋梗塞等の心血管疾患医療、糖尿病医療及び精神疾患医療の５疾病並

びに小児医療、周産期医療、救急医療、災害医療及びへき地医療の５事業の対

策の推進に努めます。

また、健康寿命延伸に向け、地域の健康課題に応じた対策の推進に取り組み

ます。

○ 保健所は、地域における健康危機管理の拠点として健康被害の発生予防・拡

大防止を図るため、健康危機管理に対する住民の意識を高め、リスクコミュニ

ケーションに努めます。

また、新型インフルエンザ等対策については、大分県行動計画を踏まえ、地
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域の保健医療の管理機関としての機能及び役割を果たし、市町村への技術的支

援などを積極的に行います。
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２ 地域包括支援センター

（現状及び課題）

○ 地域包括支援センターは、介護保険制度や権利擁護等、各種相談を幅広く受け

て支援につなげるほか、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援等のサービス

を一体的に提供する地域包括ケアシステムの中核機関としての役割が期待されて

います。

○ 多様な介護予防の場づくりとしてリハビリテーション専門職種の適切な関与に

より、高齢者が生きがいをもって生活できるよう支援を行うことが求められてい

ます。

○ 市町村及び地域包括支援センターが中心となって、在宅医療・介護連携の推進

に取り組むことが求められています。

○ 認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる支援体制づく

りを行う必要があります。

○ 高齢者のニーズとボランティア等の地域資源とのマッチングにより、多様な主

体による生活支援を充実させる必要があります。

◇ 地域包括支援センターの設置状況 （単位：か所）

平成 21年度 平成 24年度 平成 27年度

合 計 53 55 59
内 訳 直 営 7 6 6

委 託 46 49 53
資料：「大分県高齢者福祉課調べ」

（今後の施策）

○ 高齢者の総合相談窓口として、虐待事案や高齢者本人・家族のメンタルヘルス

等も含めた多様な相談に適切に対応し、関係機関と連携した支援を行うことがで

きるよう、職員の資質向上を図ります。

○ 地域ケア会議の開催等を通じて、他職種協働による自立支援型ケアマネジメン

トの推進と地域課題の解決による地域包括ケアシステムを推進します。

また、地域の介護予防を充実させるための人材育成や理学療法士・作業療法士

等の地域包括支援センターへの配置など、リハビリテーション等専門職種を活用

した自立支援、介護予防に資する取組を積極的に推進します。

○ 地域の医師会等との連携により、在宅医療・介護サービスの一体的な提供体制

の構築を推進します。

○ 認知症の早期から家庭訪問を行い、アセスメントや支援を行う医師や保健師・

看護師、社会福祉士・介護福祉士等から構成される「認知症初期集中支援チーム」

の設置などにより、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を図り

ます。

○ 生活支援サービスの担い手の養成や地域ニーズとのマッチングなどを行う「生

活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」等と連携し、生活支援サービ

スの充実や高齢者の社会参加を促進します。
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３ 精神保健福祉センター（こころとからだの相談支援センター）

（現状及び課題）

○ こころとからだの相談支援センターでは、精神保健福祉センター・身体障害者

更生相談所・知的障害者更生相談所を一元化し、３障がいに対する一体的で効果

的な質の高いサービスを提供しています。

精神保健福祉センターの機能としては、精神保健福祉法に基づき、技術支援、

教育研修、普及啓発、精神保健福祉相談、組織育成、精神科デイケア、精神医療

審査会の審査に関する事務、自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健

福祉手帳の判定に関する事務などを行っており、地域精神保健の総合的な技術中

核機関としての役割を担っています。

(１) 精神保健福祉相談

○ 精神保健福祉相談は、来所と電話による相談を実施しています。電話相談で

は、心の健康に関するニーズが高く、「予約・相談電話」「こころの電話」とも

に相談件数が多く、電話が繋がりにくい状況となっています。来所相談では、

ひきこもりや発達障がいの相談、ギャンブルや薬物、インターネット等の依存

症に関する相談や認知症に関する相談にも対応しています。

また、自殺に関する相談や自死遺族への対応も行っています。

このように一般的な精神科医療に関する相談だけでなく、就労や福祉的側面

での支援など、幅広いニーズに対応出来る相談機能の充実や技術向上、相談体

制の整備を充実していきます。

(２) 精神科デイケア

○ 社会復帰に向けて大規模精神科デイケアによるリハビリテーションを実施し

ています。就労ニーズの高い若年層を中心とした通過型のデイケアで、生活支

援に加え就労支援にも力を入れて取り組んでおり、社会生活能力や就労に必要

な知識及び対人関係の構築等をめざしたプログラムを提供しています。また、

ハローワークや障害者職業センター等と連携して、個々の特性に応じた就労に

向けた個別支援を行っています。

対象としては、統合失調症や成人の広汎性発達障がい、社会的ひきこもり、

不安障害等の方の受け入れをしています。全対象者のうち発達障がい圏の方が

約３割を占めています。

今後も、センターデイケアの特徴を生かし、大分県発達障がい者支援センタ

ー等の関係機関と連携し支援の充実を図る必要があります。

（３） 保健所等関係機関への技術支援

○ 地域の精神保健福祉活動拠点である保健所をはじめとする関係機関に対し

て、積極的に技術援助を行い地域精神保健福祉の向上に努めています。

今後も、関係機関への技術支援を継続的に行うことが必要です。さらに、医

療観察法による地域処遇など処遇困難事例にかかわる機関へも継続して技術支

援を行うことが求められています。
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（４） 教育研修

○ 精神保健福祉の専門機関として、基礎的な研修から専門的な研修を実施する

とともに、人材育成として職員の技術の向上に努めています。

特に、ひきこもりや依存症、発達障がい者支援、若者の自殺対策に重点をお

いた教育研修や事例検討会等を実施しています。今後も、地域の精神保健福祉

従事者の資質の向上のための研修を充実していきます。

（５） 普及啓発

○ 各種家族教室(成人発達障がい家族教室、依存症家族教室、ひきこもり家族

教室）などの開催、パンフレット、リーフレット等の作成・配布などにより、

県民のこころの健康づくりに関する普及啓発を図っています。

特に、現在社会問題となっている依存症や自殺に関する対策を充実していく

必要があります。

(６) 緊急時の心理的援助に関する人材育成と体制整備

○ 近年、県内外において大地震、風水害などの自然災害が多く発生しており、

災害時の心理的支援体制の一層の構築が求められています。そのため、国が進

める災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の充実が必要であり、隊員となる幅

広い職種に対して実践に対応できる研修会を実施します。

○ 学校での事故・事件により児童や生徒の心身に深刻な影響が起こることが懸

念される場合、大分県こころの緊急支援チーム(ＣＲＴ)を派遣することとして

います。これまでと同様に出動できる隊員を確保し、実践的な演習に取り組み、

いつでも出動可能な体制を整えます。

（７） 精神医療審査会事務、自立支援医療（精神通院医療）・精神障害者保健福祉手帳

の判定事務

○ 精神医療審査会については、措置入院における精神医療審査会の役割や医療

保護入院における市町村長同意の要件について国で制度の見直しの検討が行わ

れており、その動向に注視が必要です。

自立支援医療（精神通院医療）の受給者や精神障害者保健福祉手帳の所持者

は年々増加傾向にあります。

（今後の施策）

（１） センター機能の充実

○ 精神保健福祉に係る諸問題の解決に向け、調査研究を行い情報提供するとと

もに、施策の企画立案、提言を行うなど専門的中枢機関としての機能を強化し

ます。

○ 社会情勢の変化に伴う様々なこころの健康問題に対応するため相談体制の充

実を図ります。

○ 関係機関への技術援助・技術指導および関係者への研修を積極的に行い、関

係職員の資質の向上、精神保健福祉活動の推進を図ります。

○ 精神障がい者の社会復帰・社会参加のため、生活支援、就労支援のさらなる

充実を図ります。
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○ 精神障がいの理解を深める普及啓発を行います。

○ 精神医療審査会の審査事務、自立支援医療（精神通院）・精神障害者保健福

祉手帳判定事務の適正な運営を行います。

○ こころの健康危機管理として、県の計画との連携、大分県の実情にあったこ

ころのケア体制の整備・充実を図ります。

（２） 関係機関との連携強化

○ 保健所、市町村、医療機関、障がい者の支援にかかる機関、教育機関等との

相互連携体制を強化します。
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４ 衛生環境研究センター

（現状及び課題）

○ 衛生環境研究センターは、保健衛生・環境の分野における中核的な試験研究

機関として、試験検査や調査研究等の情報提供により、県民の健康被害の極小

化と安全・安心な生活環境の確保に努めています。

試験検査は、行政がその目的達成のために行う行政検査、国等から業務委託

される委託検査及び個人、法人等から依頼される依頼検査に区分されます。

◇機能別、部門別業務割合の現状
平成 27年度 平成 28年度

検 査 区 分 備 考
成分数 ％ 成分数 ％

試験検査 61,326 84.7 61,598 79.2

行政検査 57,361 79.2 57,353 73.7

(化学担当) ( 9,298) ( 8,743) 食品衛生、自然毒、医薬品等の検査
(微生物担当) ( 8,052) ( 5,896) 感染症、食中毒、食品衛生及び環境衛生の微生物学的検査
(大気･特定化学物質担当） (26,812) (29,622) 大気汚染、ダイオキシン類及び悪臭の検査
(水質担当) (13,199) (13,092) 公共用水域及び地下水、工場・事業場、土壌・廃棄物の検査
委託検査 3,241 4.5 3,445 4.4 国、県、大分市からの委託による検査
依頼検査 724 1.0 800 1.0 温泉、つつが虫等の検査
調査研究 11,058 15.3 16,193 20.8 センター独自の調査研究や他機関との共同研究
合 計 72,384 100.0 77,791 100.0

※ 試験検査欄の数値は、行政検査、委託検査及び依頼検査の合計を表す。

※ （ ）書きは、行政検査の内数を表す。

○ 近年、発生しているＭＥＲＳ、ジカウイルス感染症、ＳＦＴＳや原子力発電

所事故に伴う放射性物質の拡散等による健康危機管理に対応するためには、国

や近隣各県と情報共有や相互の連携、支援、応援体制の構築が求められていま

す。

また、光化学オキシダントや酸性雨、ＰＭ 2.5 などの国境を越えた広域的な
事象についても、国や九州各県等との共同研究をさらに推進する必要がありま

す。

○ 危機管理等の事案に迅速に対応するためには、技術レベルや分析精度などを

向上させるとともに、検査の高度化・迅速化や行政ニーズに対応した調査研究

をより充実させることが重要です。

（今後の施策）

（１） 試験検査の推進

○ より効率化が図られる試験検査の外部委託化を積極的に検討するとともに

試験検査技術の向上と信頼性を確保するため、精度管理の充実に努めます。

○ 広域的な事象に対応するため、国や九州各県等で共同調査を継続して取り

組みます。

○ 危機管理の対応や行政検査の充実を図るために、検査機器を計画的に更新

するとともに、高度な検査技術の確保に努めます。
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（２） 調査研究の充実

○ 残留農薬、食中毒細菌、ウイルス、大気汚染及び水質汚濁などのテーマに

ついて、県民の安心、安全に関わる調査研究や他の試験研究機関との共同研

究を進めます。

○ 外部評価制度を活用し、行政ニーズ、県民ニーズを十分に把握し、効率的

かつ効果的な調査研究を推進します。

(３) 広域連携の推進

○ 近年の国際的なヒトとモノの交流増加による感染症や食中毒等のリスク

増、ＰＭ 2.5 等大気への安全性への関心の高まり等に対応できるよう、検査
技術の更なる向上はもとより、広域連携を進め、県民からの期待に応えられ

る危機管理体制を一層強化します。

（４） 情報提供・情報発信の推進

○ 感染症の流行予想をはじめとした県民の健康・生命に関わる情報を収集、

解析するとともに、県民への情報提供を推進します。

○ センターだより、年報等の広報誌やホームページを通じて、県民へのセン

ターの事業や調査研究の成果等の情報開示・情報発信を推進します。

（５） 環境教育及び研修の充実

○ 衛生や環境に対する県民の意識を高揚するため、小学生や一般の方を対象

とした体験学習を行うなど、環境教育を推進します。

○ 県や市町村の保健衛生及び環境関係職員の人材育成及び資質の向上を図る

ための研修を行うとともに、高校生、大学生等を対象としたインターンシッ

プ研修を実施します。

◇衛生環境研究センター(大分市高江） ◇試験検査の様子
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