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第3節　計画の基本理念と方向

1 基本理念

～みんなで創る健康 一人ひとりを大切にする医療～

○ こうした中で，医療を質の向上や保健・医療・福祉サービスを総合的に利用したいとの県民の要望が高まっています。
○ 患者の立場に立った医療を提供すること，日常の生活圏において通常の医療ニーズに対応できる医
療提供体制を整備することが，重要な課題となっています。

○ 最近の保健医療を取り巻く環境は，急速な少子・高齢社会の進展，がんや循環器疾患をはじめとす
る慢性疾患の増加，医学・医療技術の進歩による医療の高度化・専門化，さらには情報社会の進展な
どにより，大きく変化しています。

○ 広島県保健医療計画は，医療法によって都道府県が定める｢医療計画｣です。

○ ｢広島県保健医療計画｣は，これらの様々な動向を踏まえ，広島県における21世紀初頭の保健医療
提供体制のあるべき姿を求め，疾病予防に重点を置きながら，地域における医療提供体制の充実と，良
質かつ効率的な医療提供体制の構築を目指します。

～広島県保健医療計画の方向～
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   生活習慣病の予防，健康づくりの県民運動� 
  
   検診体制の整備，リハビリテーションの充実� 
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県民は，
「日常生活を健康に過ごし，ＱＯＬの高い人生を生きること」
「病気なったとき安心して専門的な医療を受けられること」
「病後は，できるだけ早く日常の生活に戻り，社会復帰すること」
を望んでいます

広島県保健医療計画は，県民（患者）本位の保健医療サービスの提供を目指します。
● 県民の一人ひとりが，子どもの頃から日常生活の中で，積極的に健康づくりや病気の予防に取組み，健
康寿命を延ばすことができる環境づくりを進めます。
● 県民の一人ひとりの病気の状態にあった適切な医療が提供できるよう，多様な医療ニーズへの対応，危
機管理・広域的な医療提供などの体制整備を推進します。

● 地域における充実した保健医療提供体制を構築するため，保健医療資源の有効活用，医療施設の機能分
化と役割分担を推進するとともに，地域連携のネットワーク化を早期に実現するため，保健医療情報の共
有化などを推進します。

背景

課題

目標

｢広島県保健医療計画｣の策定経緯（昭和60年12月：医療法の一部改正により策定を義務化）
□　昭和62年９月　　広島県保健医療計画（初版）公示
□　平成 5年９月　　広島県保健医療計画（一次改正版）公示
□　平成 7年３月　　広島県保健医療計画地域保健医療計画公示
□　平成 9年２月　　広島県保健医療計画（二次改正版）公示
□　平成10年９月　　療養型病床群に係る病床の整備目標数公示
□　平成14年３月　　広島県保健医療計画（三次改正版）公示

第1章　基本的な考え方

第1節　計画作成の趣旨

第2節　計画の性格と位置付け

1 計画の性格

2 計画の位置付け
○ 県政運営の基本方針である｢ひろしま・新たなる躍進へのプログラム｣及び｢ひろしま夢未来宣言｣のもとに，保
健・医療・福祉に関する計画として｢広島県保健医療計画｣，｢ひろしま高齢者プラン2000｣，｢こども夢プラン
21｣，｢広島県障害者プラン｣を策定し，それぞれの分野が協働し，総合的に施策を推進します。

広島県保健医療計画と協働する計画
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第5節　計画期間
○　平成14年度を初年度とし，5年後の平成18年度を目標年次とします。
○　ただし，健康ひろしま21の目標年次は，10年後の平成23年度とします。

第6節　施策の推進方針

1 施策の推進
○ すべての県民が健康な生活を送ることができる保健医療提供体制の充実を図るため，県民の理解と協力のもと
に，行政(国，県，市町村等)と保健医療関係団体が連携し，計画の作成過程で議論された内容や，検討の経緯を
十分に活かしながら，それぞれの役割の中で，総合的に施策を推進します。

2 評価及び進行管理
保健医療計画期間中の継続的な進行管理や評価は，次の場で行います。

2 施策の方向と重点施策

第4節　計画の構成

○「広島県保健医療計画｣は｢本編｣及び｢地域保健医療計画｣で構成し，「地域保健医療計画」については別冊とします。
○「健康ひろしま21」（国の「健康日本21」の地方計画）を「広島県保健医療計画」の保健計画として位置付けます。
○「健やか親子21・ひろしま」を母子保健医療分野の行動計画として位置付けるとともに，がん予防等推進計画を明らか
にしています。

第４章　健康寿命の延伸を支える保健医療体制
【施策方向】健康自己管理，ＱＯＬの向上，早期社会復帰
第５章　県民の安心を支える医療提供体制
【施策方向】健康危機管理，効率的な医療システム

第６章　機能分化と連携を推進する医療体制
【施策方向】医療機関の連携，医療資源の共同利用，疾病別ネットワークの構築

第７章　地域に密着した医療提供体制
【施策方向】保健・医療・福祉・介護サービスの統合，医療過疎地への支援

第８章　保健医療体制を支える人材の確保
【施策方向】多様な医療ニーズに対応した人材育成，人材の適正配置の推進

第９章　信頼される保健医療サービスの提供
【施策方向】患者主体の医療提供，医療事故の未然防止，ＩＴ化と標準化
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二次保健医療圏ごとに作成される進行管理に関する年次報告等に基づき，「広島県保健医療計画」の評
価を行います。

○「圏域地域保健対策協議会」
二次保健医療圏ごとに設置されている｢圏域地域保健対策協議会｣は，保健医療計画の進行管理を行う
とともに，地域における課題の解決のため事業を推進します。
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○ 重点施策の推進に当たっては，基本的に県民や医療機関等が自分で行うことが必要なものに
ついてはその支援を行い，また，概存の医療資源や機能を最大限に活用し，その機能の分担や
連携を促進するとともに，国の医療政策にも対応しながら効率的な体制の整備を推進します。
○ 新たな医療機能については，病床の確保等により機能強化を図るとともに，特に，県の役割
の大きい広域的，高度・先進的医療等の分野については，国・市町村・事業者等と協力し，そ
の役割を果たしていきます。

○　施策の方向として6つの骨子を体系化し，各論の中で具体的な方向を示しています。

重点施策

施策の方向
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第2章　広島県の保健医療の現状

1 総人口
○ 国勢調査による本県の総人口は，平成12年10月
1日現在で，2,878,915人（男：1,392,496人，
女：1,486,419人）となっています。
○ 平成7年の調査に比べ2,833人減少し，大正9年の
第1回調査以来，初めて前回調査を下回りました。

2 年齢3区分別人口の推移
○ 本県の人口を年齢3区分別にみると，年少人口（0
～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）が減少し，
老年人口（65歳以上）が増加しています。
○ また，初めて老年人口が年少人口を上回り，少子
高齢化が進んでいます。

3 年次別にみた主要死因の推移
○ 本県の平成11年の主要死因は，第1位：悪性新生物，第2位：心疾患，第3位：脳血管疾患で，これらの3大死
因で全体の58.5％を占めています。
○　悪性新生物は，昭和54年に第1位となって以来，一貫して増加傾向が続いています。

○医療機能調査
○ 医療機能調査では，「医療施設の現状機能」，
「救急・災害医療への対応状況」，「他の施設との
連携及び施設の共同利用（開放）の状況等」，
「在宅医療の実施状況」などについて，医療機関
の現状と今後の意向について調査を行いました。

○ 調査結果の「医療施設，設備の共同利用の実
施内容」をみると，医療連携のひとつの方法と
して，病床や検査機器，診療機器の共同利用に
ついて，今後，実施したいとする意向が，病院，
一般診療所とも多くなっています。
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第3章　保健医療圏と基準病床数

第1節　保健医療圏の設定

○　一次保健医療圏（区域：市町村）
○ 基本的な保健医療活動，すなわち，住民に密着した頻度の高い日常的な保健医療活動が展開される地域であ
り，保健活動や介護保険の推進とともに，かかりつけ医等によるプライマリケアが
推進される市町村域をいいます。

○　二次保健医療圏（区域：７圏域）
○ 特殊な医療や精神・結核・感染病病床に係る医療を
除く一般の医療需要（病床では療養･一般病床）に対
応するために設定する区域です。

※　総合行政を推進するための区域

○ 保健・医療・福祉・介護を一体的かつ円滑に

提供するため，「広島県保健医療計画」のほか，

「ひろしま高齢者プラン2000」，「広島県障害者プラン」

等関連の各計画における区域設定の基本となります。

○ また，広域市町村圏や県の地域事務所の管轄区域とも

一致すことから，保健・医療・福祉行政以外の行政分野との

連携も確保され，総合的な地域行政の推進が期待されます。

○　三次保健医療圏（区域：全県）
○ 特殊な診断や治療を必要とする医療需要や高度・専門的な保健医療対策に対応するために設定する区域であ
り，全県を区域とします。

第2節　基準病床数

1 基病床数の算定
○ 平成12年の第四次医療法改正により，病床の種別が
「その他の病床（療養型病床群を含む。），結核病床，精
神病床，感染症病床」から，「一般病床，療養病床，結
核病床，精神病床，感染症病床」に改められました。
○ 基準病床数は，精神病床，結核病床及び感染症病床
については三次保健医療圏（全県）を単位として療養
病床及び一般病床については二次保健医療圏を単位と
して，算定することとなっています。それぞれの基準
病床数は，右表のとおりとします。

※ 療養病床及び一般病床に係る基準病床数は，新しい病

床区分が定着するまでの間（平成15年8月31日以後の政

令で定める日）の病床数

2 病床の効果的活用の推進
○ 圏域ごとの不足病床については，広島県保健医療計
画において必要とされた機能，例えば，在宅緩和ケア
の後方支援機能，救急医療からリハビリテーション等
の連携機能，地域における医療機能の強化等を実現す
るために，効果的な活用を図ります。

備北二次保健医療圏� 

 

 

広島二次保健医療圏� 福山・府中二次保健医療圏� 

呉二次保健医療圏� 

広島西二次保健医療圏�
尾三二次保健医療圏�

広島中央二次保健医療圏�

  〔療養病床及び一般病床〕�   

圏域名� 基準病床数� 既存病床数� 

広 島 � 14,354  14,248  

 2,027  2,040  

呉� 3,602  3,551  

 2,402  2,371  

 3,563  3,848  

 5,504  5,353  

 1,829  1,7 79  

合� 計� 33,281  33,190  

 
〔その他の病床〕�

 
病床区分�  既存病床数� 

精 神 病 床 � 9,148  9,686  

結 核 病 床 � 238  255  

感 染 症 病 床 � 36  26  

広 島 西 �

広 島 中 央 �

尾 三 �

福 山 ・ 府 中 �

備 北 �

基準病床数�

資料：人口動態統計年報

施設区分 有効回収率(％)
病　 院 98.0
一般診療所 61.9
歯科診療所 72.2

回収結果調査の目的：計画策定のための基礎資料
を得る

調査対象：県内の全医療施設
調査方法：郵送による調査票の発送、

回収
調査期間：平成12年8月～9月
調査時点：平成12年7月1日現在

※　既存病床数は平成14年3月28日現在の数

資料：国勢調査

年齢3区分別人口の推移
単位：％
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第4章　健康寿命の延伸を支える保健医療体制

第5章　県民の安心を支える医療提供体制

第1節　高度先進医療の推進

第1節　健康づくりによる生活習慣病の予防
○　推進体制の整備　　○　普及啓発と健康情報の提供
○　学習の推進　　　 ○　環境の整備

○　意識の啓発　　○　体制の整備

第3節　生活習慣病の改善を目指す保健医療体制の推進
Ⅱ　循環器疾患対策Ⅰ　糖尿病・慢性腎不全対策

Ⅰ　がん医療の推進

Ⅱ　母子・小児医療対策

Ⅰ　初期救急医療対策

Ⅱ　二次・三次（高次）救急医療体策

Ⅲ　小児救急医療体制の充実強化

Ⅳ　精神科救急対策

Ⅲ　難病対策

Ⅳ　臓器移植の推進

Ⅲ　アレルギー疾患対策

○　循環器疾患に関する情報提供
○　医療体制の整備
○　医療連携の推進

○　情報の提供
○　医療体制の整備
○　調査研究の推進

○　糖尿病に関する情報の提供
○　検診後のフォローアップ体制の整備
○　医療体制の整備
○　医療連携の推進

第4節　地域リハビリテーション支援体制整備の推進
○　リハビリテーション従事者の
確保及び資質の向上

○　地域リハビリテーション支援
体制の整備

○　リハビリテーション医療
体制の充実

第5節　精神保健福祉対策 第6節　歯科保健医療対策 第7節　原爆被爆者医療対策
○　県民の精神的健康の保持及び増進
○ 精神障害者に対する地域生活支
援体制の整備
○ 保健・医療・福祉の関係機関の
連絡協議体制の強化
○　精神障害者に対する適切な医療の提供
○　精神保健福祉に関する相談体制の確保

○　プライマリケアの推進
○　訪問歯科診療及び訪問口腔ケアの推進
○　専門性の高い歯科医療の推進
○　障害児・者歯科医療の推進
○　口腔機能のリハビリテーションの推進
○　救急歯科医療の推進
○　へき地歯科医療の推進
○　災害歯科医療の推進

○　被爆者健康診断内容の充実
○ 被爆者の保健・医療・福祉事業
の充実

1 がん医療提供体制の整備
2 緩和ケア提供体制の整備

1 生殖医療･成育医療の推進
2 周産期医療の推進
3 心身障害児･者の医療の推進

○　難病患者に対する地域支援対策の推進
○　難病患者に対する居宅生活支援の推進
○　難病医療ネットワーク事業の推進
○　県民，医療機関への難病に関する情報提供の推進

○　移植医療に関する理解の促進
○　臓器提供意思表示カードの普及と記入，所持の推進
○　臓器提供につなげるための環境（体制）づくり
○　骨髄提供希望者の登録及びさい帯血保存の着実な推進

緩和ケア提供体制

 

 
病院・診療所� 

訪問看護� 
ステーション� 
（２４時間対応）� 

在宅介護支援センター等�  

（介護サービス提供等）�
 

各地域で整備される� 
緩和ケア病棟（床）� 
（支援・連携）� 

地域における在宅を中心とする� 
緩和ケアのシステムづくりを支援�  

患者・家族（在宅）

情報発信・総合相談，研修，� 
地域連携，調査研究� 

診療部門（入院・外来）� 
～緩和ケア病棟～� 

 
緩和ケア支援部門� 

緩和ケア支援センター�

○　在宅当番医制，休日夜間急患センターの充実
○ 歯科，小児科，耳鼻咽喉科，眼科の救急医療体制の充実
○　県民への情報提供，普及啓発の推進
○　医師等への研修の実施

○　三次救急医療体制の充実強化
○　病院前救護体制の構築
○　ドクターヘリを含む広域搬送体制の充実
○　救急医療情報ネットワークシステムの充実

○　初期小児救急医療体制の強化
○　二次・三次小児救急医療体制の推進
○　小児科医による相談窓口の設置，情報提供の促進
○　小児救急医療の支援体制等の検討

○　精神科救急医療システムの支援体制の強化
○　精神科救急に関する情報の管理と利用の促進
○　身体合併症医療システムの推進
○　一般救急医療施設における精神的ケアの充実

○　医療救護活動の体制整備
○　災害拠点･協力病院の機能強化
○　災害医療情報システムの活用
○　広域搬送体制の確立
○　県民への普及啓発
○　保健所における健康危機管理体制の整備

指揮系統樹� 
  県医師会長選任� 

↓�
コーディネーター� 

県災害対策本部� 
  （福祉保健部）� 

地域� 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ� 

災害拠点･� 
災害協力� 
病院� 

透析情報� 
中核病院� 

一般医療施設�

医療チーム� 

派遣可能� 

施設� 

市郡� 
地区医師会� 

透析施設� 

県災害対策支部�
（保健所）�

※地域コーディネーター�

は，各災害医療圏�

単位で設置� 

 

災害発生時の指揮系統樹� 

第2節　予防のための健康診査体制の整備

第2節　救急医療の推進

第3節　災害医療の推進

二次救急医療機関� 

三次救急医療機関� 

・休日夜間急患センター（�10 医療機関）� 
・休日等歯科診療所（�4 医療機関）� 
・在宅当番医制（�22 地区医師会，�1 歯科医師会）� 

（�24 時間）� 

・救命救急センター（�3 医療機関）� 
・三次機能を有する機関（�1 医療機関）� 

（休日・夜間）� 
・病院群輪番制病院（�14 地区�62 医療機関）� 
・小児救急医療支援事業実施病院� 
（�2 地区�2 医療機関）� 
・�救急医療サブセンター（�2 医療機関）� 
 
 
 
・その他２４時間体制による施設（医療機関）�

 

初期救急医療機関� 

・広島県� 
・広島県医師会� 
・広島県歯科医師会� 

〔�19 消防本部〕� 広島県�救急医療情報� 
ネットワークシステム� 
（インターネット）� 
救急医療情報センター� 

消� 防� 機� 関� 

パソコン�  
携帯電話� 

フリーダイヤル� 

（�24 時間）�

 

（休日・夜間）� 

（�24 時間）� 
救� 急� 患� 者� 

広島県救急医療の体制
平成14年3月28日現在

広島県救急医療情報ネットワークシステム

各航空隊からの到着時間
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第8章　保健医療体制を支える人材の確保

第9章　信頼される保健医療サービスの提供

第1節　信頼の醸成

第2節　リスクマネジメントの徹底

第3節　ITを活用した情報提供，情報共有化の促進

１　医療機関
〇 医療事故等の報告から分析，対策，職員への周知ま
での一連のシステムの構築
〇　組織的な医療事故防止体制の整備
〇　医療事故防止マニュアルの作成と運用
〇　医療機器，医薬品等の管理体制の整備
〇　職員の教育・研修
〇　医療事故発生時の適切な対応体制の整備

２　医療関係団体
〇　医療事故等の情報収集，分析，情報提供

３　行政機関
〇 医療事故情報，ヒヤリ・ハット事例の収集と医療機
関等への情報提供
〇　立入検査での意識啓発
〇　連絡体制の整備
○　県民への情報提供等

        医療機関における対応� 

報 告 � 
 

 
 

収 集 � 

保健所� 

 
 
 
 
 
 

事 故 情 報� 

医療事故�

他施設の�
医療事故情報�

分析・対策�

職�
員�
へ�
の�
周�
知�

ヒヤリ･ハット�

第4節　感染症対策の推進　　　　 第5節　医薬品等の安全確保

第6章　機能分化と連携を推進する医療体制

第1節　地域医療の機能分化と役割分担

第2節　高度医療の機能分化と役割分担

第7章　地域に密着した医療提供体制

第1節　在宅医療の推進

第2節　へき地医療対策の推進

○　結核健康診断の徹底による患者の早期発見
○　医療費の公費負担による適正な医療の普及
○　正しい知識の普及啓発

○　「かかりつけ薬局」の育成
○　薬局の処方せん受入れ体制の整備
○　各地域の実情にあった医薬分業推進方策の検討
○　医療関係者の連携体制の確立
○　医薬品等の適正使用の啓発

○　医薬品製造業者等への監視指導の充実強化
○　無承認無許可医薬品等の監視指導
○　薬物乱用のない社会の実現

○　血液製剤の安全性の確保
○　４００ｍL献血及び成分献血の推進
○　血液製剤の使用適正化の推進
○　献血思想の普及高揚

〇　県民への保健医療情報提供の促進
〇　保健医療分野における情報化の推進

〇　情報共有化のための基盤整備
〇　情報の活用による保健・医療・福祉・介護の連携
〇　情報技術を活用した遠隔医療の推進

〇　かかりつけ医（歯科医，薬局）の普及・定着の推進
〇　地域における連携システムの推進

〇　高度・専門的な政策医療の推進
〇　県立病院の機能強化

○　在宅医療に関する意識啓発及び研修
○　在宅医療を支援する連携システムの構築
○　在宅医療への円滑な移行環境等の整備
○　在宅医療推進システムの整備

〇　無医地区等への安定的な医療提供体制の確保
〇　へき地医療支援体制の拡充
〇　へき地医療の地理的格差の解消

〇　共同利用施設の整備推進
〇　地域医療支援病院の充実
〇　地域の中核的病院機能の充実

○　正しい知識の普及啓発の推進
○　相談・検査体制の充実・強化
○　医療水準向上，ネットワーク化による医療体制の充実
○　患者・感染者等に対するカウンセリング体制の充実・強化

○　正しい知識の普及啓発の推進　
○ 住民基本健康診査に併せたＨＣＶ検診，ＨＢＶ
検診の導入促進とキャリアへの受診勧奨など
○　かかりつけ医と専門医との連携体制の整備

○　感染症の発生・拡大に備えた危機管理体制の強化
○　感染症発生動向調査事業の推進
○　医療体制の充実
○　正しい知識の普及啓発の推進
○　予防接種を受けやすい広域的体制の整備

Ⅰ　結核

Ⅱ　エイズ及び性感染症

Ⅲ　ウイルス肝炎

Ⅳ　その他の感染症

Ⅰ　かかりつけ医（歯科医・薬局）を中心とした地域医療連携

Ⅱ　地域の中核病院を中心とした地域医療連携

Ⅰ　医薬品等の適正使用の推進（医薬分業の推進）

Ⅰ　医師

Ⅵ　理学療法士，作業療法士 Ⅶ　歯科衛生士，歯科技工士 Ⅷ　栄養士　Ⅸ　保健医療関係従事者

Ⅱ　歯科医師 Ⅲ　薬剤師 Ⅳ　保健師　Ⅴ　助産師，看護師，准看護師

Ⅱ　医薬品等の品質，有効性及び安全性の確保

Ⅲ　医療用血液の確保

Ⅰ　情報提供基盤の整備 Ⅱ　情報の共有化の推進

の�

病診・病病連携�

 受診� 

受�
診�

 

医療機能連�携のイメージ� 

専門的治療実施医療機関� 

多�診療科�
病院� 

中核�的� 
病院� 

地域医療�
支援病院�

単科の� 
病院� 

かかりつけ医療機関� 

診療所� 中小病院� 中小病院� 診療所� 
患� 者� 

診診連携� 病診連携� 病病連携� 

目�

 

へき地医療支援機構� 
［県立広島病院］� 

 
 

 

 
 

 

 

へき地医療拠点病院群� 

   へき地診療所等� へき地診療所等� へき地診療所等�

医療事故防止のための組織的な取組みフロー図

生涯研修等の
研修体制の整備

地域的偏在の是正
離職防止対策及び
未就労者･離職者の

就業促進
プライマリケア
地域ケアを担う
人材の確保

卒後臨床研修制度
の円滑運用

Ⅰ医療機関情報の提供
（広告規制の緩和等）

Ⅱインフォームド･コンセント
の徹底

Ⅲ　医療情報の提供
・開示の推進
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健やか親子21・ひろしま

1 計画策定の趣旨　
○ 近年の急速な少子化の進展に伴い，安心して子どもを産み，ゆとりを持って健やかに育てるための，家庭や地
域の環境づくりが重要となっています。
○ このため，母子保健指標の改善と，子どもの頃からの望ましい生活習慣の確立を目指した県民運動として，母
子保健医療施策を一体的に推進する必要があります。
○　また，母子保健の国民運動計画である「健やか親子２１」に呼応する広島県計画となります。

２ 行動目標
○　安心して子どもの健康管理ができる保健医療提供体制の整備
○　子どもの頃からの望ましい生活習慣の確立
○　親と子どもの健やかなこころの健康づくりの推進体制の整備

３ 目標と主な対策

重点目標
【目標設定領域】

○ 二次保健医療圏において，日常の医療需要に
対応できる保健医療提供体制のあるべき姿や，保
健医療関係者間の役割分担を具体的に記載し，地
域における連携方策や重点的な施策の推進につい
て方針を明らかにしています。

○ 地域保健医療計画は，圏域内の行政や保健医
療関係団体が協働し，具体的な施策を推進する今
後5年間の青写真であるとともに，住民の協力や施
策への積極的な参加を目指しています。

○ 地域保健医療計画は，7つの圏域ごとに地域に
おける基本的な保健医療サービスの提供体制や重
点的に取組むべき施策について記載しています。

１　地域保健医療計画作成の趣旨

２　地域保健医療計画の性格

３　地域保健医療計画の記載内容

各圏域における地域保健医療計画の記載内容
（１）地域の概況
（２）二次保健医療圏の現況
（３）保健体制
（４）医療供給体制

○医療施設相互の機能分担と業務連携
○在宅医療支援体制
○へき地医療体制の確保
○医薬品等の適正使用の推進
○医療従事者の確保

（５）危機管理体制
○救急医療体制の確保
○災害医療体制の確保

（６）その他の医療提供体制
（７）計画の推進
（８）地域の先進的な取組み

・子どもの頃からの望ましい生活習慣の確立
・生活習慣病のリスクファクターの軽減

�栄養･食生活

�たばこ

�循環器病�糖尿病

�歯･口の健康

�アレルギー

�身体活動･運動 �休養･こころの健康づくり

�アルコール

�がん

親 親 親妊娠･出産･産褥期 育児期 応援期

子 子 子胎児期 新生児･乳幼児･小児期 思春期

○安心して快適な妊娠・出産・育

児等ができる人の増加

○生涯を通じた女性の健康づくりを

推進し，性と生殖の不安や配偶者

等からの暴力等の減少

○こころと体の両面で健やかに成

長する子どもの増加

○乳幼児死亡率の減少

○子どものこころの安らかな発達の

促進と，乳幼児の虐待防止

○望ましい生活習慣が身についてい

る子どもの増加

○妊娠・出産・育児等の相談体制
の整備
・出産前小児保健指導事業の拡大
・配偶者等からの暴力などの相談体制の整備
・子育て支援相談の充実
・不妊相談指導体制の構築
・生活習慣病予防の推進
○環境整備
・「母性健康管理指導事項連絡カー
ド」活用の推進
・周産期医療情報ネットワーク
○普及啓発
・子育て支援情報
・女性の健康づくり支援情報

○周産期医療体制の整備
・周産期医療システムの確立
・周産期医療関係者の育成，研修
・情報ネットワークの運営確立
○生殖医療・成育医療の推進
・保健医療相談体制の整備
・意識啓発と情報システムの整備

○相談等体制の整備と充実
・地域，NPO等の協力による交流の
場（ピアカウンセリング等）の開催
・相談窓口の設備
○環境整備
・事故防止のための環境整備
・喫煙，飲酒，薬物乱用防止のため
の地域環境づくり
○普及啓発
・感染症予防法
・喫煙，飲酒，薬物乱用の防止
・望ましい生活習慣の推進

○精神保健福祉対策の推進
・地域支援体制の整備
・保健・医療・福祉関係者の連絡
協議体制の強化
○感染症対策の推進
・エイズ・感染症等相談体制の充実・強化
・患者・感染者に対するカウンセリ
ング体制の強化
・医療水準の向上と医療機関のネットワ
ーク化による医療体制の整備
○難病対策の推進
・地域支援・居宅支援の推進
・医療ネットワーク事業の推進
○心身障害児・者医療体制の充実
・地域配置を考慮した施設設備と医
療体制の充実

○乳幼児健康診査体制の充実
・乳幼児相談体制の充実
・乳幼児健康診査未受診児のフォロ
ーアップ
・乳幼児疾患の早期発見のマス･ス
クリーニング検査の推進
・健康づくりのための各種相談事業
○環境整備
・広域での予防接種体制の構築
・こころの健康づくりと虐待予防の
ための体制整備
○普及啓発
・事故防止（SIDS等）
・感染症予防（予防接種等）

○小児救急医療体制の整備
・初期小児救急医療体制の強化
・二次・三次小児救急医療体制の推進
・相談窓口の設置，情報提供
○感染症対策の推進
・予防接種が受けやすい体制の整備
・感染症発生動向調査事業の推進
○難病対策の推進
・地域支援対策の推進
・難病医療ネットワーク事業の推進
○心身障害児・者の医療体制の充実
・地域配置を考慮した施設整備と医
療体制の充実

目
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概要版あり

～健やかひろしまっ子　夢いっぱい計画～

地域保健医療計画

健康ひろしま21
～　すこやか未来　健康長寿　～

1 計画の趣旨
21世紀の広島県を「健やかで心豊かに生活できる活力のある社会」にするため，県民が主体的に取組める健康づ
くり運動を総合的に推進します。

2 計画の位置付け
国の「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」に呼応する広島県健康づくり計画であると同時に，

保健医療に関する基本指針として策定する「広島県保健医療計画」の保健計画に位置付けます。

3 健康づくり戦略（10か年計画）



がん予防等推進計画

1 趣　旨
○ 現在，国民の約3人に1人が，がんで死亡 しており，本県にお
いても，昭和54年以降は，死因の第1位 となっており，特に肝
がんによる死亡率が全国に比べ非常に高くなっています。
○ 広島県では，平成14年度から，「がん予防等推進計画策定委
員会報告」（平成13年9月）を踏まえた，がん予防等を推進し
ます。
○ 各施策は，平成14年3月に策定された「広島県保健医療計画」
及び「健康ひろしま21」に位置づけられます。

2 推進の基本理念
○ 県民が健やかな生活を営むためには，がんに罹

かか

らないことが
重要ですが，たとえ罹

かか

っても，早期発見により完治させ，さら
に完治できない場合であっても，身体的，精神的な苦痛を感じることなく，がんと共存していくことが必要です。
○　広島県では，この考え方に基づき，次のことを基本理念として掲げ，がん予防等を推進します。

がんに罹
かか

らない，がんに負けない，がんで死なない

3 がん予防等推進施策の体系
○ がん予防等推進のための施策は，「一次予防」，「二次予防」及び肝がん予防としての「ウイルス肝炎対策」，「三
次予防」及び疾患のQOLの維持向上を図る「緩和ケア」と，これらを支える「情報機能」で構成されています。

4 がん予防等推進における役割分担の考え方
○ がんを予防するためには，例えば，「ライフスタイルの改善」や「自己健康管理」といった，県民自らの行動に
よらなければならないものや，「がん診療機能の強化」や「情報提供」など，病院・診療所等の医療機関，市町
村・県などの行政等でないと取り組むことができないものがあります。
○ そのため，「県民」，「医療機関／関係機関」，「行政」が，自らの取組むべき課題を認識し，がんの予防に向け
た取組みを着実に実行していくことが重要です。
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「診療体制の整備」による「診断・治療」，「再発防止」�

 

検診受診・精度の向上�
 

生活習慣病の改善�
 

肝炎ウイルス検査の実施�
 

がん診療体制の強化�
 

⇒� ～�  ○予防に向けた普及啓発，支援体制の整備�
 

 ○がん検診未受診者の把握及び受診勧奨�
 
 ○がん検診精度の向上に向けた支援体制の整備�
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 ○肝炎ウイルス検査の推進�
 

 
○がん診療機能の強化，がんの専門医の養成確保�
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「生活習慣の改善」等によるがんに罹らないための予防�
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「検診」によるがんの「早期発見・早期治療」�
 

「肝炎ウイルス検査」の推進による「持続感染者の早期発見・早期治療」�
 

緩和ケア提供体制の整備�
 

⇒� ～� 緩和ケア� 
○患者の生き方や意思を尊重した緩和ケアの推進�

 ○在宅及び施設内における総合的な緩和ケアの推進�

 
 

○保健・医療・福祉・介護の連携による質の高い緩和ケアの推進�

 

○緩和ケア推進のための拠点整備�

 

「患者のQOLの維持及び向上」�  

《推進施策の体系》�

ウイルス肝炎対策� 

広島県の三大死因による死亡者数の推移
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