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はじめに

県においては今年度４月から、福祉保健所の組織及び業務の見直しが行われ、当福祉保

健所では５課体制から６班体制に移行いたしました。そして、企画調整部門が、所長直属
の企画調整スタッフとして独立し、保健、福祉、医療の連携を始めとした調整機能を果た

すことになっています。
業務の見直しとしては、当保健所を含め本島内の３保健所において、健康診断書の発行

を主とした一般健康相談業務を廃止し、結核、エイズ、感染症対策等を強化することにし
ています。医療施設の乏しかった時代においては保健所が一般健康相談を行う意義も大き

かったと思いますが、現在では、民間の医療機関等において充分対応が可能になってきて

いますので、当保健所では、結核を始めとした感染症やそれらに関連した健康危機管理対
策を強化していきたいと考えています。

、 、高病原性鳥インフルエンザ 新型インフルエンザの発生が懸念されているところですが
県では昨年、新型インフルエンザ対策行動計画を策定いたしました。保健所においては、

この行動計画に基づき事前の準備や発生時の対応が適切に行えるよう体制の整備を図って

いるところです。
感染症対策の中で、本年４月から予防接種制度の見直しがなされ、麻疹、風疹の混合ワ

クチンによる２回接種が始まりました。保健所としては、市町村の接種率向上のために今
後とも支援を強化していきたいと考えています。今回の見直しは、混合ワクチンによる２

回接種ということで効果的な接種方法ではありますが、接種時期や接種方法等さらなる見
直しも必要と考えられており、現在見直し作業が行われているようであります。

現在、我が国、我が県においては生活習慣病対策が大きな課題となっていますが、最近

の新聞報道で沖縄県の肥満者の割合全国一という記事が掲載されていました。沖縄県にお
いては、肥満対策は最重要課題であり、県民一人ひとりが一層認識を深めこの問題に取り

組んでいかなければなりません。県では「健康おきなわ２０１０」を策定・推進し、肥満
の問題に取り組んでいるところですが、保健所としても、県民の健康づくりのための啓発

活動や市町村、職域の健康づくりを支援し、県民の健康レベルを高めていきたいと考えて

います。
また、昨年は、市町村においては高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画の見直しがな

され、今年４月から介護予防に重点を置いた地域支援事業などの新たなサービスも提供さ
れることになっています。さらに、三障害を一元化した障害者自立支援法もスタートいた

しました。福祉保健所としては、これら制度によるサービスが円滑にそして効果的に実施
されるよう支援していきたいと思います。

この冊子は平成１７年度の当福祉保健所の活動状況をまとめたものです。ご活用頂けれ

ば幸いです。

平成１８年６月
中部福祉保健所長

崎山 八郎
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