
第３節 ライフステージに応じた保健医療対策の推進

１ 母子保健対策

母子保健は､ 生涯を通じた健康づくりの基礎となるものであり､ 安心して妊娠､ 出産
ができ､ 次代を担う子どもが健やかに育つことを目指します｡

【現状と課題】

１ 本県の母子保健の水準は､ 乳児死亡率 (注１) の指標でみると昭和53年にはじめて
全国平均を下回り､ それ以降も全国平均よりやや下回る数値を示していることから良
好な状況で推移しています｡
一方､ 高齢出産､ 多胎妊娠が増加し､ 出生時の体重が2,500グラム未満の低体重児

の割合は､ 全国と同じく増加傾向にあります｡
２ 核家族化の進行による育児経験の少なさなどにより､ 妊娠､ 出産､ 育児についての
不安や悩みを持つ親が増加しています｡
また､ 子ども女性相談センターへの虐待の通報は､ 平成11年度に倍増し､ その後も
高い水準で推移しています｡
３ 20歳未満の人工妊娠中絶実施率 (注２) が全国平均よりも高い状況が20年以上続き､
この数年は増加傾向にあります｡
４ 妊娠を望みながら１年以上妊娠しない場合を不妊とされ､ こういう方が一般的には
１割程度あると言われています｡
一方､ 体外受精などの不妊治療の進歩により妊娠することが可能になってきていま
すが､ 治療方法の選択や長期の治療に悩む夫婦等がいます｡

表Ⅱ－２－３－(１)

【施策の方向】

１ 妊産婦､ 乳幼児に対する健康教育や健康診査の実施と事後の保健指導の一層の充実
を図ります｡
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区 分
乳児死亡率 20歳未満の人工妊娠中絶実施率

香 川 県 全 国 香 川 県 全 国

平 成 ９ 年 4.2 3.7 10.2 7.9

平 成 10 年 2.6 3.6 12.5 9.1

平 成 11 年 2.5 3.4 14.2 10.6

平 成 12 年 3.2 3.2 15.8 12.1

平 成 13 年 2.4 3.1 16.9 13.0



２ 安心して子育てができ､ 子どもが健やかに成長できるよう､ 地域での子育て支援体
制を整備します｡
３ 思春期保健についての専門相談及び情報提供ができる体制づくりを目指します｡
４ 不妊で悩む夫婦等の相談・情報提供に応じる体制の充実を目指します｡

【具体的施策】

１ 妊産婦､ 乳幼児に対する健康教育や健康診査の実施と事後の保健指導の一層の充実� 母親や乳幼児を取り巻く環境の変化に対応し､ ライフステージに応じたきめ細か
な母子保健施策が効果的に実施されるよう､ 妊産婦やその配偶者などに対する育児
教室や各種相談指導の場を活用して､ 母子保健に関する正しい知識の普及啓発を図
るとともに､ 母子保健施策についての情報提供に努めます｡� 妊婦や乳幼児の心身の異常を早期に発見し､ 適切な指導を行う上で大切な妊婦健
康診査や１歳６か月児健康診査､ ３歳児健康診査などの乳幼児健康診査の受診率の
向上に努めます｡

２ 安心して子育てができ､ 子どもが健やかに成長できる地域での子育て支援体制の整
備� 地域で育児不安等の親に対する支援を行う地域子育て支援センターの整備を図る
とともに､ 母子愛育会等の子育て支援ボランティアの活動を支援します｡� 虐待予防と早期発見を念頭に置いた母子保健事業の展開と関係機関の連携強化を
図ります｡

３ 思春期保健についての専門相談及び情報提供ができる体制づくり
思春期における子どもの性やこころの健康の問題を解決するため､ 学校､ 家庭､ 保
健所､ 市町､ 医療機関などが連携を図りながら相談活動や保健指導の充実に努めると
ともに､ 情報提供等の充実を図ります｡
４ 不妊についての専門相談及び情報提供ができる体制づくり
不妊に悩む夫婦等の相談内容に適切なアドバイスができるよう､ 不妊相談センター
及び保健所での医師､ 保健師による相談体制の充実を図ります｡

(注１) 乳児死亡率とは ⇒ 乳児 (出生後１年未満) の死亡､ 出生千対｡

(注２) 20歳未満の人工妊娠中絶実施率とは ⇒ 15歳以上20歳未満の女子人口千対｡
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２ 学校保健対策

児童生徒期は､ 発育・発達の著しい時期であり､ 生涯を通じて自らの健康を適切に管
理し､ 改善していく資質や能力の基礎を培うことが重要です｡

【現状と課題】

１ 児童生徒を取り巻く社会環境や生活環境の急激な変化によって､ 薬物乱用､ 性の逸
脱行動､ 肥満や生活習慣病の兆候､ いじめや不登校､ 感染症などの新たな健康課題が
生じており､ 学校における健康教育の一層の充実を図る必要があります｡
２ 本県の児童生徒の健康状況をみると､ 肥満傾向や歯疾患､ アレルギー性疾患などの
増加が見られ､ その対策を図る必要があります｡� 児童生徒の肥満傾向を示す割合が小・中学校において年々増加傾向を示していま
す｡� 児童生徒の歯の状況では､ 12歳児のＤＭＦ指数 (注１) は､ 年々少ない数値を示
していますが､ 歯肉炎等を含むその他の歯疾患は､ 小・中・高等学校ともに年々増
加傾向を示しています｡� 児童生徒のぜん息やアトピー性皮膚炎を含むその他の疾患は､ 小・中・高等学校
ともに年々増加傾向を示しています｡

３ 児童生徒の不登校や保健室登校 (注２) が課題となっています｡ これらの心身の健
康問題を抱える児童生徒に対して､ 学校・家庭・関係機関が相互に連携し､ 対応する
ことが求められています｡
４ 各学校には､ 学校保健を推進するとともに児童生徒の健康管理を担う保健主事や養
護教諭が位置付けられており､ さらに児童生徒の健康診断や健康相談にかかわる学校
医や学校歯科医､ 学校環境衛生にかかわる学校薬剤師が任命されています｡
こうした関係者が中心となり､ 児童生徒の健康問題を協議し､ 健康教育の推進を図
る観点から､ 学校保健委員会の設置が進められており､ 健康課題を解決するためにな
お一層､ 機能の充実を図ることが求められています｡

【施策の方向】

１ 児童生徒が自ら健康の保持増進を図るために必要な知識､ 能力､ 態度及び習慣を身
に付けるために､ 学校における健康教育の充実を図ります｡
２ 児童生徒の健康状態を把握し､ 健康推進事業のより一層の推進に努めます｡
３ 児童生徒の心身の健康に関する問題に対応するため､ 健康相談活動の充実と強化に
努めます｡
４ 学校と家庭・地域が連携して､ 児童生徒のよりよい健康づくりを推進するために､
学校保健委員会の拡充を図ります｡
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【具体的施策】

１ 健康教育の充実� 薬物乱用､ 性の逸脱行動､ 肥満や生活習慣病の兆候､ いじめや不登校､ 感染症な
どの新たな健康課題の解決に向けて､ 家庭､ 医療・保健機関等と連携し､ 保健学習
や保健指導等を中心に学校教育活動全体を通じて指導できるよう努めます｡� 教員の資質や指導力を高めるため､ 健康課題の解決に向けた研修会の充実に努め
ます｡� 養護教諭がその専門性を生かして､ 保健に関する指導に積極的にかかわれるよう､
養護教諭の兼職発令制度 (注３) への取組みを進めます｡

２ 健康推進事業の推進� 児童生徒の運動遊びを奨励し､ 運動に親しむとともに体力つくりの推進を図るた
め､ ｢讃岐っ子パワーみんなでチャレンジ｣ 事業の推進に努めます｡� 学校における健康教育の推進を図るため､ 関係機関等と連携して､ 健康推進学校
審査会やよい歯の児童生徒審査会､ よい歯の学校審査会の充実に努めます｡� 児童生徒の健康問題について協議し､ 必要な対策を行うために設置している学校
医､ 学校歯科医､ 学校薬剤師等の専門家からなる香川県学校保健対策委員会の充実
に努めます｡

３ 健康相談活動の充実強化� 児童生徒の心身の健康問題に対応するため､ 研修会等を通じて､ 養護教諭の資
質や指導力を高めるよう努めます｡� 健康相談活動を推進するため､ 学校医等の専門家や地域の関係機関との連携を図
るための体制の整備を進めます｡

４ 学校保健委員会の推進� 学校保健委員会の設置を進めるとともに､ 研修会等において特色ある開催事例を
紹介するなど､ 各学校での取組みを推進するよう努めます｡� 地域の子どもたちの健康問題の協議等を行うため､ 同じ地域の学校同士で地域学
校保健委員会を設置するなど弾力的な運営が推進できるよう努めます｡

(注１) ＤＭＦ指数とは ⇒ 永久歯のう蝕を経験した歯の総和で､ 未処置歯､ 喪失歯､ 処置歯を表現する疫

学的な指標のこと｡

(注２) 保健室登校とは ⇒ 児童生徒が､ 何らかの理由により､ 学校には登校できても､ 常時保健室にいる

か､ 特定の授業には出席できても､ 学校にいる間は主として保健室にいる状態をいう｡

(注３) 兼職発令 ⇒ 教育職員免許法の改正により､ 養護教諭の有する知識及び技能の専門性が生かされる

ように､ 養護教諭が保健の教科の授業を担当することができる制度のこと｡
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３ 成人保健 (生活習慣病) 対策

生活習慣病は､ 長い間の生活習慣の積み重ねがその発症と進行にかかわっており､ 疾
病につながる生活習慣がある場合には､ その改善に取り組んでいくこと (一次的予防)
とともに､ 市町や職場における健診を積極的に受診し､ 生活習慣病の早期発見や健診結
果を生活習慣の改善につなげていくこと (二次的予防) が重要です｡
また､ 社会生活環境の複雑化等に伴い､ ストレスが増大していると言われており､ 自
殺による死亡者数も増加しており､ こころの健康は､ 重要な課題となっています｡

【現状と課題】

１ 生活習慣病であるがん､ 心臓病､ 脳卒中の死亡が､ 死亡原因の約60％を占めており､
医療費の動向 (国民健康保険) をみても､ 高血圧､ がん､ 脳血管疾患､ 糖尿病などの
生活習慣病によるものが多くなっています｡
２ 生活習慣病は､ 特にこの時期の生活習慣が将来の発症にかかわっており､ これまで
続けてきた健康的な生活習慣は､ 引き続きそれを持続していくとともに､ 疾病につな
がる生活習慣がある場合には､ その改善に取り組んでいくこと (一次的予防) が重要
です｡
３ 市町の老人保健事業において健康相談､ 健康教育などを実施し､ 肥満の予防､ バラ
ンスのとれた食生活､ 身体活動の増加等､ 生活習慣病の発症及び合併症を防ぐための
一次予防の普及啓発をしています｡
４ 生活習慣病は､ 市町や職場における健診を積極的に受診し､ 早期発見､ 早期治療を
行うとともに､ 健診結果を生活習慣の改善につなげていくこと (二次的予防) が重要
です｡
５ 早期発見のための健診受診を勧奨し､ 健診の結果､ 高血圧､ 糖尿病等有病者につい
ては､ 日常生活や治療の継続について事後指導の徹底を行っています｡
６ こころの健康づくりやうつ病など心の病についての知識の普及､ こころの健康相談
等を行っています｡
図Ⅱ－２－３－(１) 死亡原因の割合
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香川県の総死亡に占める死亡原因の割合 (平成14年度)

総死亡数 9,454人

悪性新生物
28.8％
2,723人

心疾患
16.8％ 1,585人

脳血管疾患
12.7％ 1,200人

肺炎 10.4％ 985人

不慮の事故 4.3％ 404人

その他
16.7 ％
1,583人

慢性閉塞性肺疾患 1.4％ 131人

肝疾患 1.5％ 140人
自殺 2.2％ 210人
腎不全 2.3％ 218人

老衰 2.9％ 275人



【施策の方向】

１ 生活習慣病の発症､ 合併症の予防のための一次予防の推進に努めます｡
２ 健康診査の精度管理､ 健診後の事後指導の充実等､ 二次予防の強化に努めます｡
３ 有病者の生活管理､ 改善､ 治療継続等の保健指導の充実に努めます｡

【具体的施策】

１ 一次予防の推進� 生活習慣病の発症を予防するため､ 食生活､ 運動等健康づくりについて普及啓発
します｡� 各市町及び関係機関に働きかけて､ 健康相談､ 健康教育等保健事業の推進に努め
ます｡� こころの健康づくりや心の病についての知識の普及に努めるとともに､ こころの
相談窓口等の充実に努めます｡

２ 二次予防の強化� 健診受診者数の増加及び健康診査後の事後指導の充実について､ 各市町及び関係
機関に働きかけます｡� 香川県生活習慣病対策協議会において､ 健康診査の精度管理等について検討し､
精度向上に努めます｡� 医療従事者等の技術研修を実施し､ 精度向上に努めます｡

３ 有病者の生活管理､ 改善､ 治療継続の指導� 有病者については､ 生活習慣の改善及び治療継続につながるよう保健指導に努め
ます｡� 脳卒中患者の後遺症による退院後の寝たきり､ ＱＯＬの低下等を防ぐため､ 脳卒
中情報システム事業の充実に努めます｡

４ 職域保健対策

勤労者を取り巻く環境は､ 産業構造の変化や高齢化の進展､ 就業形態の多様化など大
きく変化しています｡ このような中で労働者の健康状況をみると､ 定期健康診断の結果､
いわゆる生活習慣病につながる有所見率が高くなる傾向にあるほか､ 仕事や職業生活に
関する強い不安やストレスを感じる労働者の割合が増加しており､ 心身両面にわたる総
合的な保健対策が求められています｡

【現状と課題】

１ 職域保健を含む労働衛生対策を円滑かつ効果的に推進するため､ 事業所において産
業医 (注１) 及び衛生管理者､ 安全衛生推進者等 (注２) を選任し､ これらスタッフと
事業主とが協力して労働衛生対策を推進するための組織を確立することが必要です｡
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２ 定期健康診断の有所見者の割合が年々増加し､ 特に､ いわゆる生活習慣病につなが
る有所見率が高くなる傾向にあります (図Ⅱ－２－３－ (２)､ (３) 参照)｡ このため､ 職域
における早期発見のための健康診断の実施のほか､ 健診後の事後指導の徹底が求めら
れます｡
３ 職場や職業生活の上での不安やストレスが増加しており､ 職域におけるこころの健
康 (メンタルヘルス) についての対策の推進が課題となっています｡
４ 職場における総合的な健康保持推進対策を促進するため､ 事業所におけるＴＨＰ
(トータル・ヘルス・プロモーション・プラン＝こころとからだの健康づくり) を進
めることが重要であり､ 特に中小事業所における取組みを促進する必要があります｡

【施策の方向】

１ 事業所における労働衛生対策推進のための組織の確立に努めます｡
２ ＴＨＰの定着促進を図り､ 職域における総合的な保健対策の充実に努めます｡

【具体的な施策】

１ 香川労働局､ 香川産業保健推進センター､ 地域産業保健センターと連携し､ 事業所
において産業医､ 衛生管理者等が参画した労働衛生対策を推進するための組織の設置・
確立が図れるよう､ 事業主に対する啓発に努めます｡
２ ＴＨＰの定着促進等� 香川労働局､ 香川産業保健推進センター､ 地域産業保健センターと連携し､ 職域

における健康診断及びその事後指導の徹底を図るとともに､ こころの健康 (メンタ
ルヘルス) を加えた心身両面にわたる総合的な保健対策が充実されるよう､ 事業主
に対する啓発に努めます｡� 中小企業におけるＴＨＰの定着促進を図るため､ 中小企業事業主団体等と連携
し､ 各種広報啓発に努めます｡

(注１) 産業医とは ⇒ 常時50人以上の労働者を使用する事業場では､ 医師のうちから産業医を選任し､ 労

働者の健康管理その他の省令で定める事項を行わせなければなりません｡

(注２) 衛生管理者､ 安全衛生推進者等とは ⇒ 常時50人以上の労働者を使用する事業場では､ 衛生管理者

免許を有する者のうちから労働者の数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し､ 安全衛生業務のうち､

衛生にかかわる技術的な事項を管理させなければなりません｡ また､ 労働者数10人以上50人未満の事

業場においては､ 安全衛生推進者又は衛生推進者の選任が義務付けられています｡
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図Ⅱ－２－３－(２)

図Ⅱ－２－3－(３)
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５ 高齢者対策

本県の高齢化率は全国平均を上回っており､ 今後､ さらに高齢化が進むものと予想さ
れています｡ こうした高齢社会の到来は､ 生活水準の向上や社会保障の充実の成果とし
て積極的に評価すべき面を持っていますが､ 寝たきりや痴呆など介護を必要とする高齢
者の増加が懸念されています｡ 県民誰もが生涯を通じて､ 健康で明るく生きがいを持っ
て暮らしていくためには､ 自立と社会参加が保障され､ みんなで支えあいながら､ 安心
して生活できる社会を形成していくことが重要です｡

【現状と課題】

１ 居宅サービスの重点化
高齢者は､ 介護を要する状態になっても､ できる限り住み慣れた地域や家庭で自立
した生活が継続できることがふさわしいため､ 介護サービス基盤の整備にあたっては､
居宅サービスに重点を置くことが必要です｡
２ 介護サービスの質の向上
居宅サービスは､ 量的な確保とともに､ その質の向上を図る必要があり､ 介護サー
ビスに携わる人材の養成や就業後の資質向上のための研修体制の整備が重要な課題と
なっています｡ 介護保険制度の円滑な運営のためには､ 制度の要である介護支援専門
員 (ケアマネジャー) をはじめ､ 居宅サービスの担い手である訪問介護員 (ホームヘ
ルパー) や訪問看護事業に携わる看護師等の資質の向上に取り組む必要があります｡
施設サービスは､ これまでの集団処遇的なサービス提供のあり方を見直し､ 入所者
の意思や人格を尊重しながら､ その自立を支援する必要があります｡
３ 介護予防対策の充実
高齢者が健康で生き生きした生活を送ることができるよう支援していくことは､ 介
護保険事業の健全な運営を図る上においても極めて重要です｡ このため､ 高齢者が要
介護状態になったり要介護状態が悪化したりしないようにする ｢介護予防｣ の取組み
を強力に推進する必要があります｡
４ 痴呆性高齢者の支援
高齢化が進展する中､ 痴呆性高齢者の数が増加傾向にあります｡ 介護保険制度では､
サービスの利用にあたっては本人の意思が尊重され､ 利用者がサービス内容や事業者
を選択する制度となっていますが､ 痴呆性高齢者は判断能力が低下していることなど
により､ 単独で､ 適切なサービスなどを選択することが困難です｡
５ 地域における自立生活の支援
近年､ 一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯が増加する中で､ 従来機能して
いた高齢者を地域全体が支える体制も次第に弱体化しています｡ また､ 介護保険だけ
では地域の介護問題すべてをカバーできず､ 住民相互の助け合いは欠かせません｡
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【施策の方向】

１ 居宅サービスの重点化に努めます｡
２ 介護サービスの質の向上に努めます｡
３ 介護予防対策の充実に努めます｡
４ 痴呆性高齢者の支援に努めます｡
５ 地域における自立生活の支援に努めます｡

【具体的施策】

１ 居宅サービスの重点化� ケアハウスや生活支援ハウスの利用を促進します｡� 居宅サービスと施設サービスの利用者の費用負担の不均衡を是正します｡� 居所を移して利用する居宅サービス基盤の整備を促進します｡� 離島・過疎地域における居宅サービスの確保に努めます｡
２ 介護サービスの質の向上� 訪問介護員や介護支援専門員の研修体制の充実に努めます｡� ケアマネジメントリーダー活動に対する支援を行います｡� 身体拘束廃止に向けての取組みを推進します｡� 全室個室・ユニットケア型の特別養護老人ホームの整備を促進します｡� 介護サービスの評価手法等の検討を行います｡� 介護サービス事業者に対する指導監査体制の充実に努めます｡
３ 介護予防対策の充実� 保健・医療・福祉の各部局の連携強化に努めます｡� 地域リハビリテーション体制の整備を促進します｡� 介護予防対策の事業評価手法等の検討を行います｡
４ 痴呆性高齢者の支援� 痴呆性高齢者グループホームの適正な普及に努めます｡� 痴呆性高齢者の介護を担う専門的な人材の養成・確保に努めます｡� 痴呆性高齢者の権利擁護のための仕組みに対する支援を行います｡� 介護者や地域住民に対する普及啓発活動を推進します｡
５ 地域における自立生活の支援� 在宅介護支援センターによる支援・調整機能の充実に努めます｡� 高齢者に配慮した居住環境の整備を促進します｡� ボランティア活動や民間非営利活動の振興を図る方策の検討を行います｡
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