
40 保健予防 分野（20年度） 様式２

16 17 18 19 20目標 26目標

25,949 38,983※ ー 30,000 ー

37.1 39.1 36.1 ー 30 25

49.8 51.3 48.7 ー 55 60

100% ー 100% 100%
健康危機発生（感染症発生届出等）か
ら初動調査後、今後の方針が24時間以
内に決定した件数の割合

成果指標

区ホームページ保健予防分野掲載内容
へのアクセス年間総件数（※全職員の閲覧に
よる一時的増加）

健康不安のない地域社会

分野目標

成果指標
と目標値

現状と課題

（１）ＳＡＲＳ(重症急性呼吸器症候群）や鳥インフルエンザなど、新たな感染症（新興感染
症）が出現する一方、すでに克服したと考えられていた結核が再び問題となっている。

（３）健康危機発生時には、区民への迅速な情報提供、医療の確保、原因究明、健康被害の拡
大防止のほか、被害を受けた区民への健康相談やＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）対策を
含めた心のケアなど総合的な対応の充実が求められている。

（２）エイズ患者・ＨＩＶ感染者の数は年々増加傾向にあり、若年層への性感染症予防対策が
大きな課題となっている。
また、今春には麻しんの未接種・未罹患者や、麻しんウイルスにさらされる機会が減少したた
め幼児の予防接種での免疫が強化されず徐々に弱まって来た者（高校生や大学生）が増加した
ことにより麻しんの流行が起こった。今後の麻しんの流行を防ぐために追加の予防接種により
免疫力を高める必要がある。

（３）区民が重大な健康被害等への不安がなく安心して暮らせるために、健康危機管理対策が充実して
いるまちを目指す。

（２）結核、エイズを始めとした感染症患者の発生を最小限に抑えるために、感染症に対する予防対策
が充実されているまちを目指す。

(1)健康不安を解消するために、保健や予防に関する正しい情報と知識が子どもを含めた
多様な世代の区民や事業者に効果的に提供され、区民が広くそれらを共有しているまち
を目指す。

高齢者インフルエンザ予防接種率
（％）

結核罹患率（人口１０万対結核新規登
録患者数）

16

509,802

1,650区民一人あたりコスト(円) 1,519

17

分野のコスト（決算）（千円）
467,937

健康危機管理模擬訓練の実施
生活衛生分野　部経営担当分野
健康危機管理分野

各年代の予防接種率を分析し、接種の向上を図ると
ともに、疾病の流行時の健康危機管理情報の1つの
情報として活用するため、法に規定された台帳を作
成する。

教育委員会　学校教育分野
介護保健分野　地域保健分野

18

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

接種率の低い年代に接種勧奨を行うなど、
接種率の向上が図れる。また、記録内容の
開示請求に速やかに応えることができる。

予防接種の円滑な実施と接種率の向上

19

新型インフルエンザ発生時に備え、「新型インフル
エンザ対応マニュアル」に従い発生段階ごとに、ト
リアージ要員用、疫学調査要員用、後方支援要員用
の防護用資器材（防護服、手袋、マスク、ゴーグル
等）や消毒用薬剤を備蓄する。

成果指標に対する効果

健康危機管理体制の整備

取り組み

予防接種台帳の作成

428,199

-

-

1,387

昨年度末より新型インフルエンザの発生に
備えるため、「新型インフルエンザ対応マ
ニュアル」を作成している。このマニュア
ルに従い、必要な防護用品等を整備するこ
とにより関係機関と円滑な初動対応で被害
を少なく抑えることができる。

麻しんウイルスのさらされる機会の減少で、免疫が
強化されず免疫が徐々に弱まって来た１０代から２
０代までの者に麻しんワクチンの追加接種を行う

中学・高校生への麻しん予防接種の実施 麻しんの抗体保有者を増やすことにより、
麻しんの大流行を防止できる。



様式３

保健予防 （２０年度）

4001

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

0 0 - 0

73.8 96.7 93.2 - 95.0

50 - 70

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 1,428 1,788 1,797 - 1,800

概要

事業２

実績 28,393 29,822 28,604 - 32,296

概要

接種人数

健康危機から守られる地域社会

定期予防接種

ジフテリア・百日咳・破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎について、接種契約医療機関で
個別接種。ポリオは集団接種。平成18年度より麻しん・風しんの接種方法が変更。日本脳
炎は新しいワクチンが開発されるまで休止。（　）数は麻しん接種者数

ＭＲワクチン第1期　接種人数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

（１）種々の感染症に対する発生動向調査や積極的疫学調査等の予防対策が充実整備され
た地域で区民は暮らしている。

（２）高い予防接種率が維持され、区民は麻しんや風しん等の感染症から守られている。

成果指標
と目標値

（３）青少年は、エイズや性感染症に対する正しい予防知識を習得し、リスクの低い性行
動を心がけている。

成果指標

エイズの知識の普及率※
(アンケート正解率）％

二次感染発生件数(３類感染症）

麻しん・風しん混合ワクチン第1
期接種率％

65歳以上の高齢者及び60～64歳の内部障害者を対象に、インフルエンザ予防接種を10月か
ら12月までに接種契約医療機関で個別接種。
自己負担額　2,200円。

（１）感染症の発生予防・拡大防止に備えた事前型の対策や患者の人権により配慮した医
療の提供に取り組むとともに、迅速かつ的確な情報収集・提供体制を整備していく必要が
ある。

（３）青少年は、エイズや性感染症に対する正しい予防知識を習得し、リスクの低い性行
動を心がけている。

（２）高い予防接種率が維持され、区民は麻しんや風しん等の感染症から守られている。

高齢者インフルエンザ予防接種

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 593 481 736 - 750

概要

事業４

実績

概要

309,339334,595

18 19

エイズ等性感染症予防普及

839区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　領域Ⅲ-３健康不安のない暮らしの維持
　　　おもな取り組み　感染症等の予防対策の充実　　健康危機管理対策の充実

（２）保健福祉総合推進計画
　　健康不安のないくらしの維持
　　　　おもな取り組み　感染症対策の充実　健康危機管理体制の充実

講演会やイベント等での性感染症予防知識の普及啓発やパンフレット等の配布。エイズ・
性感染症の抗体検査を無料で実施。

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,004

16

1,083

259,182

相談・検査件数



様式３

結核予防 （２０年度）

4002

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

91.7% 95.0% 97.2% - 97.0%

86.0 95.0 94.6 - 95.0

41.1 45.6 46.6 - 27.0

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 1,939 1,994 1,986 - 1,995

概要

事業２

実績 1,939 1,612 1,607 - 1,450

概要

（１）結核は、全国で年間約２万８千人の新規患者が発生しており、今なお、わが国最大
の感染症である。

（３）中野区では２０～３０歳台の結核罹患率が全国や東京都よりも高いため、青年層に
対する結核対策を強化する必要がある。

（２）結核の治療期間は6～９か月と長いため、服薬中断や薬の飲み忘れが少なくないこと
から、積極的な服薬支援を行い再発や多剤耐性菌の出現を防止する必要がある。

保健指導

結核患者発生に伴う患者家族・接触者等の定期外健診の実施。登録患者の管理・定期病状
調査の実施。

（1）定期的な健康診断と保健指導、結核患者ハイリスク者への適切な医療の確保により、
結核感染の危険が除去された地域で区民が生活している

（２）薬剤師会等との連携による直接服薬確認療法（ＤＯＴＳ）の推進により、高い治療
完遂率が維持され、再発や多剤耐性結核菌の出現が抑えられている。

成果指標
と目標値

（３）20～30歳台の青年層の結核罹患率が東京都平均以下になっている。

成果指標

２０から３０歳台の結核罹患率
(対人口10万）

BCG接種率（１歳未満）

結核治療完遂率（％）

定期外健診実施件数

結核登録者数の少ない地域社会

BCGワクチン接種

乳幼児の結核発症予防と重症化防止のためＢＣＧ予防接種を、原則として生後6か月までに
実施。

接種人数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 0 - 50

概要

事業４

実績 76 - 100

概要

242

16

307

89,033

ＤＯＴＳ実施人数

（１）１０か年計画
　　領域Ⅲ-３健康不安のない暮らしの維持
　　　おもな取り組み　感染症等の予防対策の充実　　健康危機管理対策の充実

（２）保健福祉総合推進計画
　　健康不安のないくらしの維持
　　　　おもな取り組み　感染症対策の充実　健康危機管理体制の充実

治療の必要な結核患者が居宅において服薬を確実に継続することができるよう患者の実態
に即して、服薬確認を行うことにより、治療完遂率の向上を図る。事業は、区内の薬局や
訪問看護ステーション等へ委託して実施する。

結核予防キャンペーン

結核予防週間にあわせて、若者が多く利用するパチンコ店、サウナ、インタネットカ
フェ、まんが喫茶及び高等学校等において、結核予防知識の啓発ポスターの掲示やパンフ
レット配付等を行う。
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施策のコスト（決算）（千円）

288区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

74,58894,749

18

普及啓発実施施設数

19

服薬確認推進事業（新規）



様式３

試験検査 (20年度)
4003

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

100% 100% 100% - 100%

5 5 5 - 3

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 5,438 5,603 5,263 - 4,238

概要

事業２

実績 4,765 4,944 3319 - 1,183

概要

的確な検査情報で安心な暮らし

衛生検査

腸内細菌検査、結核菌検査、食品細菌（収去・依頼）検査、水質細菌（プール水、浴槽水
等）検査、おしぼり検査、HIV迅速検査の実施

細菌検査件数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

成果指標
と目標値

（１）正確で迅速な検査結果の提供により区民の健康が守られ感染症、食品及び生活環境
に対して不安が解消されている。

化学検査件数

（２）高度な機器を必要とする化学検査の委託について検討し検査体制のスリム化を図
る。

衛生検査

＊　外部精度管理とは、食品衛生法に基づき国が指定した第三者機関[ (財）食品薬品安全センター]が
全国の保健所を中心に約520施設を対象に毎年行う調査であり、細菌・化学検査の正確度および精密

度を確認 するものでる。

成果指標

外部精度管理適合率（％）　＊

（１）感染症、食中毒等の発生時に迅速に対応するため、ＰＣＲ法によるO-157等 の細菌
およびノロウイルスの迅速検査システムを確立する。

食品化学(収去、依頼）検査、水質化学（プール水、浴槽水等）検査の実施

ノロウイルス検査に要する日数

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

1916

80,01284,01080,458

17

施策のコスト（決算）（千円）

259区民一人あたりコスト（円） 273260
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（１）１０か年計画
　　領域Ⅲ-３健康不安のない暮らしの維持
　　　おもな取り組み　感染症等の予防対策の充実　　健康危機管理対策の充実

（２）保健福祉総合推進計画
　　健康不安のないくらしの維持
　　　　おもな取り組み　感染症対策の充実　健康危機管理体制の充実

区の計画との関係


