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はじめに 

 

 平成 30年 3月から 6月までにわたり、県内では 4年ぶりの麻疹の流行がありました。最

初に報告されたのは外国からの旅行者であり、多くの観光地を中心に症状のある状態で県

内を巡りましたので多くの 2 次感染者を出しましたが、八重山保健所管内では健康観察中

の 1 名の発症のみに止まりました。医療機関、地区医師会、市町村等関係団体ともよく情

報を共有し、諸対策に努めて終息に至りましたが、課題を残しました。休日・祝祭日の検

査や緊急予防接種の体制、旅行者が健康観察対象者であった場合の宿泊や航空機の使用に

は今後確認が必要であり、定期予防接種率もまだまだ向上させなければなりません。八重

山地域に特徴的な感染症としてレプトスピラ症がありますが、報告数がなかなか減少しま

せん。西表島などで、カヌーなど川遊びによるものが多く関係者への研修等を行ってまい

りましたが、最近は公園や農地などでの感染が疑われる事例もあり、これまで以上に広く

予防策を啓発する必要があります。 

 今年も多くの自然災害がおこり、全国で多くの被害が発生しました。沖縄県では各圏域

の保健所長が災害対策地方本部の医療衛生班長、地域医療本部長となって医療救護活動や

保健衛生活動の中心を担うことになっています。これまでも地域災害医療コーディネータ

ーの委嘱、研修等を行ってきましたが、より実践的な演習を多くの地域の関係者の参加を

得て開催していきます。 

 沖縄県では、健康長寿日本一を 2040 年（平成 52 年）に奪回することを目指し、健康お

きなわ２１第 2 次計画を進めていますが、八重山保健所でも、地域の課題である“脳出血

死亡の減少”を重点的に、医師会、県立病院、市町、マスコミ他関係団体と共に取り組み

を続けています。今年度はより広く問題意識を共有し、“食事、運動、健診、医療、みんな

で取り組む脳出血”を合い言葉に健康づくりソング「がんじゅう TSUTAETAI」を制作し

ました。親しみやすい振り付けも同時に、地元八重山のアーティストのみなさんの協力を

得ながら地域の誇りを持ちつつ、息長く取り組んでいきたいと思います。 

 本年度も食中毒の事例が複数ありましたが、HACCPによる衛生管理も制度化されること

から、関係事業者へ、食品の安全安心に向けての取り組みの、いっそうの強化を求めてい

きます。また住宅宿泊事業法の施行により、新たな課題も生じています。 

 保健所は時代ごとの公衆衛生の課題に取り組むとともに、上記以外にも環境、母子保健、

難病、精神衛生など専門的技術的な業務を行っています。 

 

 保健所概要は、平成 29年度の八重山保健所の取り組みをご報告するものです。ご覧いた

だく皆様のご参考になれば幸いです。 

 

 平成 30年 12月 

                            八重山保健所長 国吉秀樹 
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