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はじめに 

沖縄県では、健康長寿日本一を 2040 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。八重山保健所では、地域の課題である“脳出血による死亡の減少”を
重点項目として、３市町、医師会、県立病院、マスコミ、地域の代表者等の関係団体と取り
組みを続けております。今年度は“食事、運動、検診、医療、みんなで取り組む脳出血”を合
い言葉に、昨年作成した「がんじゅう TUTAETAI」が地域に幅広く認知されることを目指
して、PV（プロモーションビデオ）を作成しました。地域の皆様の協力を得ながら息長く
取り組んでいきたいと考えております。 

昨年 7 月に健康増進法が改正され、今年 7 月からは学校、医療機関、行政機関等が原則
敷地内禁煙になり、東京オリンピック・パラリンピックを控え来年４月からは飲食店も原則
屋内禁煙（一定の条件下で喫煙を選択可）となります。保健所におきましても引き続き、受
動喫煙対策を始めとした生活習慣病対策に取り組んでいきます。 

昨年度は沖縄県では観光客を発端とした麻しんの流行がありました。昨年後半から、全国
で風しんの流行が持続しており、残念なことに３名の先天性風しん症候群の患者さんが発
生しています。近年では、成人の麻しん・風しん患者が増加しており、成人に対する対策が
重要です。国は昭和 37 年度から 53 年度生まれの男性を対象に、風しんの抗体検査、予防
接種を行う事業を開始し、県では、成人に対する麻しんの抗体検査、予防接種の助成事業を
行います。これらの対策により、少しでもこれらの感染症の発生が減少することを望みます。 

１０月には台風 19 号により関東甲信越、東北地方に甚大な被害が発生しました。災害時
には、保健所が医療救護活動や保健衛生活動の中心を担うこととなります。研修、訓練等を
行い迅速で適切な体制整備を向上させていく所存であります。 
 精神保健対策において、措置入院患者の退院後支援対策として、県では「退院後支援ガイ
ドライン」を作成しました。保健所におきましてもガイドラインに基づき、病院、市町、関
係機関と連携し退院後支援を進め精神障害者の社会復帰を促進していきます。 

八重山地域では国内はもとより、海外からの観光客も増加しており、食の安全を守ること
は非常に重要です。今後 HACCP による衛生管理の実施が求められます。関係団体と協力
しながら、さらに安全に向けての取り組みを強化していきたいと思います。 
 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、動物愛護、
母子保健、難病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 30 年度の八重山保健所の取り組みを報告するものです。ご覧いただ
く皆様の参考になれば幸いです。 
 
令和元年 12 月 

八重山保健所長 森近省吾 
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