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第６章 保健・医療・介護・福祉の総合的な取組み 

１ 保健・医療・介護・福祉の連携 

現状と課題 

○すべての県民が、住み慣れた地域で、生涯にわたり安心して、いきいきと暮らせるよう、健

康増進から疾病の予防、治療、リハビリテーション、介護サービスなど、保健から医療さら

に福祉に至るサービスを切れ目なく提供できる仕組みを構築していくことが重要になってい

ます。 

○特に、高齢化の進行に伴い、継続的に医療や介護が必要な高齢者が今後も増加することから、

各制度の効率的な運用に努めるとともに、在宅医療と福祉の体制充実や連携強化を推進する

必要があります。 

・厚生労働省は、住み慣れた地域で在宅を基本とした生活の継続を目指す地域包括ケアシス

テムの構築を目指すとしています。 

（第６章 保健・医療・介護・福祉の総合的な取組 ４高齢者保健福祉対策参照） 

・かかりつけ医等による在宅医療体制の充実とこれをバックアップする病院との連携及び保

健･福祉サービスとの連携のとれた提供体制の整備が必要になっています。  

○住民のニーズの変化に的確に対応するため、地域における保健・医療・介護・福祉等とそれ

ぞれの施策間での連携及びその体制の構築が重要になっています。 

○地方分権の推進により、住民に最も身近な市町の役割が一層重要になるとともに、県との役

割分担と連携強化も期待されています。 

○各サービスの提供は、行政だけでなく民間事業者も行うことができ、また利用者自らの選択

に基づくサービス利用が進展していることから、必要なサービスの評価や情報提供が不可欠

になっています。 

 

対  策 

○地域の保健・医療・福祉の包括的なサービスが提供できるよう、行政機関と関係機関・団体

などが有機的に連携する体制の構築に努めます。 

○市町は、住民に身近な保健サービスを介護・福祉サービスと一体的に提供できる体制の整備

に努め、県は専門的・広域的な視点に立って地域の実情に応じた支援を行います。 

・市町は、市町保健センター、地域包括支援センター等を活用し、総合的な保健・福祉の相

談に対応できる体制を強化します。 

・県及び保健所は、広域的な観点から管内の現状を踏まえた医療機関間の連携及び医療・介

護・福祉サービス間の連携による地域包括ケアシステムづくりを支援します。 

○県民が自分に適したサービスを選択できるよう、保健・医療・福祉の各種サービスに関する

積極的な情報提供を行います。また、関係機関による情報の共有やネットワーク化を促進し
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ます。 

○県及び市町は、専門的かつ客観的な立場から福祉事業者の提供するサービスの質を第三者が

評価し、利用者やその家族が適切に選択できるよう支援します。 

 

 

２ 新しい健康づくりの推進 

現状と課題 

○人口の急速な高齢化とともに、疾病全体に占める、がん、循環器疾患、糖尿病等の生活習慣

病の割合が増加し、また、寝たきりや認知症などの要介護状態になる人も増加しています。 

○生活習慣病は、生命に関係するだけでなく身体の機能や生活の質にも影響があるため、生活

習慣病の予防はもとより、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等にも取り組み、

健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）を延伸すること

が重要になっています。また、あらゆる世代や地域で、健やかな暮らしが送れる良好な社会

環境を整えることにより、健康格差（地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の

差）の縮小を実現することも重要です。 

○県では、平成 22 年度までを計画期間とする県民健康づくり計画「健康実現えひめ 2010」を

平成 13年３月に策定し、県民の健康づくりに取り組んできました。（平成 19年度に改定し、

計画期間を平成 24年度まで延長）。最終年度となる平成 24年度に行った最終評価から得られ

た成果と課題を踏まえるとともに、国が新たに策定した「２１世紀における第２次国民健康

づくり運動（健康日本２１（第２次）」の告示を受け、県においても、新たに平成 35年度ま

でを計画期間とする第２次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり２１」を策定し、引き続

き県民の健康づくりに取り組んでいくこととしています。 

○医療制度改革により、生活習慣病対策にメタボリックシンドロームの概念が導入され、予防

を重視した国民運動を展開するとともに、生活習慣病予防における医療保険者の役割を明確

化することとし、平成 20年度から、医療保険者に対し、40歳～74歳の被保険者及び被扶養

者の健診（特定健康診査）及び保健指導（特定保健指導）が義務付けられましたが、健診受

診率及び保健指導率の向上が課題となっています。一方、市町においても、全ての年代を対

象に、食生活、運動、禁煙等に重点をおいた更なる啓発活動の充実が求められます。 

○県では、食育基本法に基づき、平成 19年 3月に「愛媛県食育推進計画」を策定し、県民に周

知するとともに、市町、関係機関・団体等と連携し、様々な取組を行ってきましたが、国が

新たな第２次食育推進基本計画を策定したことを受け、県においても、平成 24年３月に「第

２次愛媛県食育推進計画」を策定しました。第２次計画では、これまでの食育推進の成果と

食をめぐる新たな課題を分析整理し、前回の計画を見直すとともに、引き続き、第１次計画

の基本理念と「食を大切にする心の育成」、「心身の健康のための食生活の確立と実践」、「県

民運動による食育の推進」を重点目標として掲げ、コンセプトを「周知」から「実践」とし
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て、生涯食育社会を目指すこととしています。 

○平成 18年に制定されたがん対策基本法に基づき、平成 20年３月に「愛媛県がん対策推進計

画」を策定し、総合的ながん対策を推進してきましたが、平成 24年６月に決定された国のが

ん対策推進基本計画に基づき、新たに策定する計画に基づき、引き続き、がんの予防、早期

発見等の対策を推進することとしています（「第４章２（１）がん」参照）。 

 

＜第２次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり２１」＞ 

 県民の健康の増進の推進に関する５つの基本的な方向 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

３ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

５ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する 

生活習慣及び社会環境の改善 

 

対  策 

○県民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図るため、「えひめ健康づくり２１」に基づき、家

庭、地域、学校、企業が一体となって健康づくりに取り組みます。県、市町、関係機関・団

体は、県民が世代ごとに主体的に取り組めるように各種事業を効果的に推進します。 

○保健所は市町保健センターと連携し、県民の健康づくりの拠点として、健康に関する情報を

収集・蓄積・分析・提供し、県、市町、関係機関・団体が分担して実施する健康づくり対策

の企画等に活用します。 

○「えひめ健康づくり２１」で定めた県民の健康の増進に関する基本的な方向に基づき、県民

健康づくり運動の実践に向けた目標を設定し、その目標を達成するために、各種取組を示し

ており、これらをもとに対策を展開します。 

○県民健康づくり運動推進会議において、県民健康づくり計画「えひめ健康づくり２１」の目 

標達成に向けて、県民総ぐるみの健康づくり運動を展開します。 

○県は、医療保険者に義務付けられた健診（特定健康診査）及び保健指導（特定保健指導）の

実施率の向上を目指し、県・市町・医療保険者等が連携して、実施状況の把握分析等により、

地域の健康課題の把握を行い、地域の状況に応じた取組を進めます。 

○がん予防対策として、市町は、国の指針に基づく検診の実施と住民に対する受診勧奨に努め

ます。県は、検診精度の管理を行うとともに、総合的な啓発活動の企画実施に取り組みます。 

○糖尿病等の対策としては食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防だけでなく、重症

化予防や、合併症による臓器障害の予防等にも重点を置いた対策を推進します。 

○食育については、県の食育ホームページの作成をはじめ各種広報活動を通じて、愛媛県食育
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推進計画の普及に取り組むとともに、教育関係者、農林水産関係者、食品関連事業者等と連

携し、食育の推進に取り組みます。 

 

 

３ 母子保健福祉対策 

現状と課題 

○市町では、母子保健法に基づき、妊産婦健康診査や１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査

などの基本的な母子保健事業を実施しており、25年度からは未熟児の養育医療給付や訪問指

導も市町が実施します。 

○県及び県の保健所では、新生児先天性代謝異常等の検査や不妊治療等に関する相談など専門

的、技術的、広域的な母子保健事業を行っており、市町や医療機関と連携して、一体的な母

子保健事業の実施に努めています。 

○母子保健は、少子化対策の主要な施策の一つであり、妊娠・出産に関する快適さの確保、育

児不安の軽減、乳幼児の事故予防、児童虐待の予防、効果的な療育体制の整備、思春期の心

の健康と性の問題などへの取組みを進め、安心して妊娠・出産・育児ができる環境づくりを

行うことが課題となっています。 

○県では、総合的な子育てに関する計画として、次世代育成支援対策推進法に基づき、平成 17

年３月に策定した「えひめ・未来・子育てプラン」を平成 22年３月に改定して「えひめ・未

来・子育てプラン（後期計画）」を策定しています。これは、都道府県行動計画として平成

22年度から５年間にわたる本県の取り組みを明らかにするもので、子どもや子育てに関連す

る施策を総合的かつ計画的に実施することとしています。 

○周産期医療体制の整備については、厚生労働省の周産期医療体制整備指針に基づき、平成 23

年３月に「愛媛県周産期医療体制整備計画」を策定して取り組んでいます。これにより、新

生児死亡率や乳児死亡率は全国平均を下回る状態が続いています。 

○小児慢性特定疾患や障害のある子どもに対する、医療と保健が連携した生活支援等の取組み

を拡充する必要があります。 

○県では、平成 19年４月に地域療育の拠点施設として、子ども療育センターを開設し、肢体不

自由児や重症心身障害児の受け入れを図るとともに、発達障害者支援センターを設置し、発

達障害児（者）に対する支援などに取り組んでいます。 

〈子ども療育センターの概要〉 

 診療科目：整形外科、リハビリテーション科、小児科、小児精神科、歯科 

 入所部門：医療型障害児入所施設（肢体不自由児・重症心身障害児）、一般病床 

 在宅部門：児童発達支援事業、放課後等デイサービス、短期入所、発達障害者支援

センター、障害児（者）療育支援事業、相談、啓発活動 

○全国の児童相談所が対応した児童虐待に関する相談対応件数は、調査開始以来、連続で過去



－247－ 

 

最多を更新しています。県内の児童相談所が対応した件数は、平成 16 年度に、初めて 300

件を超えて以降は、毎年 300件前後で推移しており、平成 23年度は 223件となっています。

被虐待者の約４割が学齢前児童であり、虐待者は、実母又は実父が約９割を占めています。

児童虐待は、子どもの心や身体に深い傷を与えるばかりでなく、命を奪うことにもなりかね

ない重大な問題であり、早期に発見し、対応できるよう、地域住民や関係機関との連携が重

要です。 

 

対  策 

○市町は、基本的な母子保健事業である妊産婦健康診査や 1 歳６か月児健康診査、3 歳児健康

診査事業などの充実強化に努めます。 

○保健所は市町や医療機関と連携し、専門的、技術的、広域的な母子保健事業の充実強化に努

めます。 

○育児不安の軽減や児童虐待の予防などに取り組み、安心して妊娠・出産・育児ができる環境

づくりに努めます。 

○子育ての負担感を緩和し安心して子育てのできる環境を整備するため、乳幼児医療費の負担

軽減に努めます。 

○引き続き周産期医療体制の整備に努めます（「第４章２（９）周産期医療」参照）。 

○思春期の保健対策の強化と健康教育を推進するため、学校と連携して思春期の心の健康と性

の問題などへの取組みを強化します。 

○障害児総合支援体制の確立を図るため、地域療育の拠点施設である子ども療育センターや隣

接するしげのぶ特別支援学校を中心に、福祉、保健、医療、教育の連携した総合的なサービ

ス提供に努めます。 

○発達障害者支援センターにおいて、引き続き、相談活動を通じて必要な助言や情報提供を行

うとともに、関係機関に対する普及啓発や研修会を実施し、発達障害児（者）が身近な地域

で生涯を通じて一貫した支援を受けることができるような支援体制の整備を図ります。 

○児童虐待に対応するため、児童相談所の体制整備や機能強化を推進するとともに、全市町に

設置されている要保護児童対策地域協議会の活性化を促進するなど、児童相談所と市町、保

健所、福祉事務所、警察等の連携体制の整備に努めます。 
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４ 高齢者保健福祉対策 

現状と課題 

○本県では、高齢者数は、平成 22 年の 379 千人（高齢化率 26.6％）から、ピークを迎える平

成 32年に 439千人（〃33.2％）に達した後減少に転じ、平成 47年には 417千人（〃37.0％）

になると予測されています。このうち、75 歳以上の後期高齢者人口は、平成 22 年の 201 千

人から平成 47年の 265千人へと、約 1.3倍に増加すると予測されています。 

○高齢世帯数は、平成 22年の 208千世帯から、平成 32年には 234千世帯まで増加すると見込

まれています。このうち、単身世帯数は、平成 22年の 69千世帯から平成 42年の 89千世帯

まで増加する見通しです。 

○要介護（支援）認定者数は、平成 22年度末で 78千人（認定率 19.8％）となっており、介護

保険制度が始まった平成 12年度 41千人（〃12.3％）の 1.9倍に増加しています。 

○サービス受給者数は、平成 22年度末で 781千人となっており、平成 12 年度 321千人の 2.4

倍に達しています。 

○また、給付費（介護サービス費用から利用者負担を除く９割相当分）は、平成 22年度は 105,176

百万円となっており、平成 12年度 52,386百万円の２倍に達しています。 

○このように、「高齢者人口の急増（特に 75歳以上人口の増加）」「高齢単身世帯等の増加」「介

護サービス費用の増大」などが主な課題として挙げられます。 

○県では、これらの課題への対応を目的として、「高齢者が住み慣れた地域で、安心して、愛
え

顔
がお

で暮らせる社会づくり」を政策目標として、平成 24年３月に「愛媛県高齢者保健福祉計画・

介護保険事業支援計画」（第５期計画）を策定しています。 

 

対  策 

○豊富な知識や経験を有する高齢者が、仕事や社会活動を通じて、引き続き地域を支える貴重

なマンパワーとして活躍できるための様々な環境づくりに努めます。 

○可能な限り住み慣れた地域で安心して日常生活を営むことができるよう、地域包括支援セン

ターを拠点として、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを切れ目なく提供するた

めの「地域包括ケアシステム」の構築に向けた市町の取組みを支援します。 

○平成 24年度より導入された 24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスなどの普及に努め

るとともに、在宅で対応できない重度の要介護者の増加等に対応するため、特別養護老人ホ

ームなど介護保険施設等の計画的な整備を推進します。 

○予防給付を始めとして、居宅サービスや地域密着型サービス等の充実に努めるとともに、施

設サービスにおいてもユニットケアを推進する等、入所者の意思や尊厳を最大限尊重したサ

ービスの充実を図ります。 
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５ 障害者保健福祉対策 

現状と課題 

○人生を豊かで生き生きと生活するためには、障害の発生予防、早期療育、適切な医療や障害

福祉サービス等障害者のライフステージに応じた保健・医療・福祉施策の充実が重要な課題

であり、愛媛県障害者計画に基づき取り組みを行っているところです。 

○健康相談や健康教育等健康づくりの充実のため、子どもが健やかに生まれ、育つための環境 

づくりができるよう、妊産婦等を対象とした健康診査や乳幼児健康診査を実施するとともに、

母子保健、学校保健、職域保健等の相互の連携に努めています。 

○早期教育・早期療育の充実を図るため、在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児（者）及び 

身体障害児が身近な地域で療育指導等が受けられるよう、障害児（者）療育支援事業等を実

施しています。また、子ども療育センターを設置し、肢体不自由児や重症心身障害児に対す

る地域療育の拠点として運営するとともに、同センター内に発達障害者支援センターを設置

し、発達障害児（者）の福祉向上を図る支援拠点として運営を行っているところです。 

○県内の身体障害者数は年々増加し、また、障害の程度も重度化していますが、その原因とし 

て、がん、脳卒中、糖尿病等が大きく関与しているため、これらの生活習慣病対策を充実し、

高齢化に伴う障害発生防止を図る必要があります。 

○障害の軽減を図るとともに、継続的な医療の提供が必要な障害者等に対する医療の確保等を 

図るため、適切な治療、リハビリテーション、保健・医療サービスの提供体制の整備を図る

必要があります。 

○精神障害者が退院した後は、地域において社会生活を送りながら治療を継続できるよう、保

健・医療･福祉が一体となって、精神障害者の社会復帰の促進・自立と社会参加の促進のため

の施策を推進するとともに、社会的ひきこもりや高次脳機能障害など、精神保健の新たな課

題への対応が求められます。 

 

対  策 

○母親学級、育児学級等の母子保健事業の充実、市町、医療機関、保健所、学校等関係機関の

連携強化により、障害のある子どもの早期発見や障害の進行を防止するためのフォローアッ

プ体制の充実を図ります。 

○障害児の総合支援体制の確立を図ります（「第６章３母子保健福祉対策」参照）。 

○発達障害児（者）に対する生涯における一貫した支援体制の整備を図ります（「第６章３母子

保健福祉対策」参照）。 

○生涯を通じた健康づくりの推進や、医療提供体制の確保、保健・医療・福祉施策の連携等に 

より、障害発生の予防や軽減に努めます。 

○治療やリハビリテーションにより軽減が期待できる障害については、適切な医療の提供やリ

ハビリテーションの確保に努めるとともに、人工透析を必要とする慢性腎不全や精神疾患、



－250－ 

 

難治性疾患など継続的な治療が必要な障害者等に対しては、医療の提供や医学的相談体制な

ど、適切な保健・医療サービスの充実を図ります。 

○愛媛県障害福祉計画では、地域での受入条件が整えば退院可能な精神障害者に対し、病院・

施設・相談支援事業者等と連携を図りながら、社会的自立を支援し、地域生活への円滑な移

行を推進するための体制整備に努めることとしており、精神障害者地域移行支援事業の実施

や地域移行支援・定着支援に係るサービスの提供について調整や連携推進を行うとともに、

共同生活援助（グループホーム）、共同生活介護（ケアホーム）などの必要な社会資源の確保

にも取り組みます。また、障害者が福祉施設から一般就労へ移行できるよう、就労移行支援

事業等の充実及び労働関係機関等の連携等による就労移行支援体制の強化を図ります。 

○高次脳機能障害については、高次脳機能障害支援普及事業を実施し、患者及びその家族の相

談支援に努めます。 

 


