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は じ め に

現在、保健所には、生活習慣病などの様々な要因が複雑に関連して発生

する健康課題や、虐待、精神保健などの専門的な支援を必要とする困難事

例への対応に加え、食育の推進や環境対策など、新たな行政課題への対応

が求められています。

また、第５次大分県医療計画を踏まえ、５疾病（がん医療、脳卒中医療、

急性心筋梗塞医療、糖尿病医療、精神疾患医療）５事業（小児医療、周産

期医療、救急医療、災害医療、へき地医療）及び在宅医療等の対策と地域

の医療連携体制の構築を推進するとともに、地域の保健・医療・福祉の連

携に向け、調整役としての役割を果たすことが求められています。

さらに、自然災害への対応や、新型インフルエンザ、鳥インフルエンザ、

ノロウイルス感染症、過去最大の流行となりアメリカやヨーロッパでも患

者が発生したエボラ出血熱などの新興・再興感染症への対応など、県民の

生命・健康の安全を脅かす事態に備えて、健康危機管理体制の整備やシミ

ュレーションの実施などにより、健康危機管理事案の発生予防や初動態勢

の充実を図っていく必要があります。

大分県北部保健所は、平成２０年４月の保健所再編により中津市、宇佐

市、豊後高田市の３市を管轄する保健所として発足しました。

以来、関係機関の協力を得ながら、また、市との役割分担を踏まえて、

地域公衆衛生の広域的、専門的かつ技術的拠点として十分な機能を発揮で

きるよう日々研鑽し、これらの諸課題に積極的に取り組んでいます。

このたび作成した「平成２７年版北部保健所報」は、当保健所における

平成２６年度の取り組みについて、取りまとめたものです。

編集にあたっては、県民の皆さまにできるだけわかりやすく情報を提供

するというコンセプトのもと、各分野ごとに事務・事業のイメージ図を掲

載するとともに、極力関係データを併記しています。

当保健所のホームページ（http://www.pref.oita.jp/site/12089-hokubuhc-sub/）
と併せて、公衆衛生の向上のためにご活用いただければ幸いです。

平成２７年７月

大分県北部保健所

所長 大 神 貴 史
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【本誌掲載のデータについて】

◇原則として、平成２６年度の活動状況と平成２７年６月１日現在で把握できた直近の数値を掲

載しています。

◇本誌発行後に公表された最新の数値をお求めの方は、北部保健所（代表：0979-22-2210）にお

問い合わせください。

◇各府省が公表した統計調査の結果は、北部保健所ホームページから検索できます。

（http://www.pref.oita.jp/site/12089-hokubuhc-sub/）


