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第 4 章　計画の推進に向けて

1　計画の進行管理

2　市民及び関係機関等との連携

3　推進体制の整備
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第4章　計画の推進に向けて

1　計画の進行管理

本計画の目標を達成するため、地域保健及び保健所運営に係る審議機関である大津市保健所運

営協議会＊に進捗状況を報告し意見を伺いながら、本計画の進行管理に努めます。

また、計画の進行管理を継続して行うことにより、次期計画の策定につなげていきます。

2　市民及び関係機関等との連携

市民にとって、最も身近なところで保健医療サービスの提供が受けられる地域保健医療の推進

には、行政だけでなく、市民、関係機関・団体等が連携し、それぞれの役割に応じた取組を展開

していくことが必要であり、特に、医師会、歯科医師会及び薬剤師会の果たす役割は大きく、こ

れら三師会との連携を強め計画の推進を図ります。

3　推進体制の整備

本計画の施策を推進し、保健医療サービスの提供体制を整備していくため、保健所機能の強化

及び人材育成・人材確保を図っていきます。

また、国や県の制度活用等により財源の確保を図りながら計画の推進に努めます。
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　資　　料

1　大津市保健所の概要

2　用語説明（本文中の「＊」のある用語について説明しています。）
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1　大津市保健所の概要

保健所は、市民の皆さんの健康づくりや地域における感染症予防、精神保健、難病対策に加え、

食品衛生、環境衛生など、様々な保健衛生行政の中心的機関として、市民により身近なサービス

を提供し、市民の健康の保持及び増進に関する業務を幅広く行っています。

（1）	 大津市保健所の概要

主な業務 所在地

保 健 総 務 課

・保健所事業の総括調整
・衛生統計調査（人口動態調査、国民生活基礎調査など）
・特定給食施設等の届出、指導
・診療所、助産所等の開設許可、届出受付、監視指導
・薬局、医薬品販売業の許可、監視指導
・医師、歯科医師、看護師など医療従事者の免許申請受付
・毒劇物販売業の登録、監視指導

におの浜
四丁目4-5
（試験検査室は市
役所別館）

衛 生 課

・興行場、公衆浴場、旅館の営業許可、監視指導
・理容所、美容所、クリーニング所の開設届、監視指導
・遊泳用プールの開設許可、監視指導
・特定建築物に関する届出、監視指導
・	専用水道、貯水槽水道の維持管理指導、飲用井戸の衛生
指導
・飲食店、食品製造業等の営業許可、監視指導
・食中毒の予防

＜試験検査室＞
・食品衛生法等に基づく食品等の微生物検査、理化学検査

保 健 予 防 課

・結核、感染症の予防と発生時のまん延防止活動
・予防接種
・エイズや性感染症、B型肝炎及びC型肝炎の相談検査
・難病相談、支援、特定疾患医療給付の申請受理
・原爆被爆者に関する申請の受理と健康診断
・精神障害者とその家族のための相談、家族教室の開催

動 物 愛 護
セ ン タ ー

・動物愛護（飼い方指導、迷い犬の保護、犬・猫の譲渡）
・犬の登録と予防注射の事務
・特定動物の飼養保管許可、動物取扱業の登録

仰木の里
一丁目24-2

健 康 推 進 課

・妊産婦・乳幼児の健診、発達相談、歯科保健
・未熟児養育医療費の給付、不妊治療助成費助成	
・小児慢性特定疾患医療費の給付
・健康診断（女性健診）、がん検診
・特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者健診
・健康づくり施策
・栄養指導

浜大津
四丁目1-1
明日都浜大津
（すこやか相談所
は市内7か所）

＜すこやか相談所＞
　すこやか相談所は、保健師を配置し、市民により身近な
ところで相談や助言などの保健サービスを提供することに
よって、市民の保健福祉の向上を図ることを目的に設置し
ています。
　また、市内7か所のすこやか相談所にあんしん長寿相談
所（地域包括支援センター）が併設され、高齢者の相談活動
など連携して行っています。
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（2）	 大津市総合保健センターの概要

市民の健康の保持及び増進並びに疾病の予防を図るため、総合保健センターを設置し、健

康推進課業務のうち次の事業を実施しています。

【業務内容】

		・健康増進を図るための医学的検査、体力測定及び栄養診断並びに指導に関する事業

		・健康診査、結核検診等に関する事業

		・健康教育、健康相談及び保健指導に関する事業

		・乳児及び幼児の健康診査等に関する事業

		・児童及び生徒の健康診査の技術的な事項に関する事業

		・健康づくりのための運動教室の開催等に関する事業

		・その他センターの設置目的を達成するために必要な事業

（3）	 所在地及び連絡先

【保健総務課、衛生課、保健予防課】

至浜大津 至石山

県立体育館

大津市保健所

におの浜2 におの浜4

膳所駅

県道大津湖岸線

京阪膳所駅

至山科 至石山JR琵琶湖線

京阪石坂線

び　わ　湖 ＜所在地＞

におの浜四丁目4-5

＜電　話＞

522-6755（代表）

【動物愛護センター】

仰木中

仰木の里小

北大津高校

文

文

文

国道衣川

衣川南

雄琴4
雄琴ＩＣ口

北雄琴

御呂
戸川

JR
湖
西
線

第
四
雄
琴
ト
ン
ネ
ル

161

動物愛護センター

仰木雄琴IC

おごと温泉駅

びわ湖

＜所在地＞

仰木の里一丁目24-2

＜電　話＞

574-4601

【健康推進課（大津市総合保健センター）】

大津港

至石山

京阪石坂線浜大津2

大津駅至琵琶湖線至山科

至堅田 びわこ競艇場

浜大津駅

県道大津湖岸線

琵
琶
湖
疏
水

浜大津4

大津港口

161

総合保健センター
（健康推進課）

北部方面から
お越しの方は、
「競艇場前」を
右折して下さい

びわ湖 ＜所在地＞

浜大津四丁目1-1　
明日都浜大津2階、3階

＜電　話＞

528-2748
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	 【すこやか相談所の所在地及び連絡先】

和邇すこやか相談所

和邇駅前

和邇駅 ＜所在地＞
和邇高城12　和邇文化センター内

＜電　話＞
594-8023

（担当学区）小松、木戸、和邇、小野

堅田すこやか相談所
＜所在地＞

本堅田三丁目17-14　堅田市民センター前
＜電　話＞

574-0294
（担当学区）	葛川、伊香立、真野、真野北、堅田、仰木、	

仰木の里、仰木の里東
比叡すこやか相談所

比
叡
山
坂
本
駅

京
阪
坂
本
駅

武
道
館

坂本
幼稚園

坂本市民
センター

駐車場

比叡すこやか相談所

銀行

国
道
1
6
1
号

＜所在地＞

　　坂本市民センター別館
＜電　話＞

578-8294
（担当学区）雄琴、日吉台、坂本、下阪本、唐崎

中すこやか相談所

県道18号線

旧大津公会堂

＜所在地＞

浜大津四丁目1-1　明日都浜大津5階
＜電　話＞

528-2941
（担当学区）滋賀、山中比叡平、藤尾、長等、逢坂、中央

膳所すこやか相談所
至浜大津

至石山

至京
阪膳
所

至京
阪膳
所本
町

由美浜

琵
琶
湖ホテル

膳所
保育園

膳所
児童館

膳所ふれあい
センター

診療所

スーパー

京阪
錦駅

膳所すこやか相談所

＜所在地＞

膳所二丁目5－5　さがみ川老人憩いの家併設
＜電　話＞

522-1294
（担当学区）平野、膳所、富士見、晴嵐

南すこやか相談所
＜所在地＞

南郷一丁目14-30　南老人福祉センター併設
＜電　話＞

534-0294
（担当学区）石山、南郷、大石、田上

瀬田すこやか相談所
＜所在地＞

大江三丁目2-1　瀬田市民センター内
＜電　話＞

545-0294
（担当学区）	上田上、青山、瀬田、瀬田南、瀬田東、瀬田北
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3　用語説明

＜あ行＞

悪性新生物

悪性腫瘍のこと。細胞が何らかの原因で変異して増殖を続け、周囲の正常な組織を破壊する

腫瘍で、がんや肉腫などがこれに入る。悪性新生物には、胃がん、結腸がん、直腸がん、肝がん、

膵がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんなどの他に、血液腫瘍（血液のがん）である白血病や急性

リンパ腫等が含まれる。

医療福祉

保健、医療、福祉といった縦割りの各分野のサービスが単に連携するということにとどまら

ず、地域における生活を支えるという統一的な理念の下で、各分野が一体的かつ有機的にネッ

トワークを形成していくことが重要であり、この考え方を表す言葉。

エイズ	（ＨＩＶ）

ＨＩＶは、「ヒト免疫不全ウイルス」の略。それにより、カリニ肺炎やカポジ肉腫等の疾患を

発症した状態をエイズ（ＡＩＤＳ：後天性免疫不全症候群）という。

嚥
えん

	下
げ

	 障
しょう

	害
がい

疾病等により食物や飲物が、口腔から咽頭へ送られ食道を下って胃の噴門に至る、咀しゃく

や飲み込みが困難になる障害のこと。

大津市保健所運営協議会

地域保健法第11条の規定に基づき、本市の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議

する機関として、大津市保健所条例に定めるところにより、保健所に大津市保健所運営協議会

を置くこととされている。

＜か行＞

かかりつけ医

患者及びその家族の普段の健康管理をする身近な医師を「かかりつけ医」といい、日常的な診

療のほかにも健康相談や指導も含めていろいろな問題について気軽に相談できる医師のこと。

簡易専用水道

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道か

ら供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で

定める基準以下のものを除く。

救命救急センター

心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤救急患者の救命医療に24時間体制で対応する高度な

診療機能を持つ医療機関のこと。
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救急告示病院

事故や急病等による傷病者を救急隊が緊急に搬送する医療機関で、医療機関からの協力の申

出を受けて知事が認定し告示した病院。

本市では、大津赤十字病院、大津市民病院、滋賀医科大学医学部附属病院、社会保険滋賀病院、

琵琶湖大橋病院、大津赤十字志賀病院の6病院が該当する。

グループホーム	（認知症高齢者グループホーム）

認知症の状態にある要介護者が、共同生活（1ユニット5～ 9人）を営みながら、入浴、排泄、

食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス。

健康寿命

世界保健機関（ＷＨＯ）が2000年に提唱した指標であり、一般に、健康状態で生活すること

が期待できる平均期間又はその指標の総称をさす。指標として「日常生活に制限のない期間の

平均」、「自分が健康であると自覚している期間の平均」、「日常生活動作が自立している期間の

平均」がある。

（滋賀県）	広域災害・救急医療情報システム

救急医療機関における患者の受入の可否等の救急医療情報及び災害時における診療可否・医

師等の派遣の可否・医薬品備蓄状況などの支援、被支援などの災害時医療情報を県内の救急医

療機関から収集し関係機関に提供するシステム。

後発医薬品	（ジェネリック医薬品）

先発医薬品と同一の有効成分を同一量含む同一投与経路の製剤で、効能・効果、用法・用量

が原則的に同一で、先発医薬品と同等の臨床効果が得られる医薬品のこと。

高度救命救急センター

救命救急センターに収容される患者のうち、特に広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊

疾患患者に対する救命医療を行うために必要な診療機能、職員、医療機器を有する。

後方医療機関

二次救急医療機関のうち、特に重症救急患者の受入れに対応できる体制を整えている医療機

関のこと。本市においては、大津赤十字病院、大津市民病院、社会保険滋賀病院及び琵琶湖大

橋病院がこれに当たる。

＜さ行＞

災害拠点病院

災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有し、被災地から

の重症傷病者の受入れ機能を有するとともに、災害派遣医療チーム等の派遣及び受入れ機能、

広域搬送への対応機能、地域の医療機関への応急用資材の貸出し機能を有する病院で、都道府

県が指定する。基幹災害拠点病院は、さらにこれらの機能を強化し、災害医療に関して都道府
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県の中心的な役割を果たすものである。

在宅ケア

寝たきり老人・独居老人・長期療養患者・心身障害者など、社会的援護を必要とする人々に

対して、施設に収容せず在宅のままで保健医療・福祉サービスを提供すること。

在宅療養支援診療所

地域における退院患者の在宅療養提供に主たる責任を有するものとして、診療報酬で位置づ

けている診療所のこと。24時間の往診・訪問看護が可能な体制を整えているなど、一定の要

件が必要。

滋賀県がん診療広域中核拠点病院

大津圏域における専門的ながん医療の提供に加え、広域的に専門的ながん医療の提供を行う。

知事が指定。

滋賀県がん診療高度中核拠点病院

がん医療における高度先進医療を提供するとともに、医師等の人材支援、人材育成の中核を

担う。知事が指定。

滋賀県地域がん診療連携支援病院

がん診療連携拠点病院と連携し、各圏域において、専門的ながん医療の提供を行う。病院か

らの申請に基づき、知事が指定する。

周産期医療

「周産期」とは、妊娠後期（妊娠満22週）から早期新生児期（生後満7日未満）までの期間をい

い、この時期は、合併症妊娠や分娩時の新生児仮死など、母体・胎児や新生児の生命に関わる

事態が発生する可能性がある。この時期の母体、胎児、新生児について産科・小児科双方から

の一貫した総合的な医療を提供することで母子の健康を守る医療を周産期医療という。

周産期医療ネットワーク

出産の安全を守るため、一般産科施設と高次の医療機関（総合周産期母子医療センター、地

域周産期母子医療センター）が、空床情報や適切な医療が提供できるよう連携していること。

周産期協力病院

滋賀県周産期医療体制の中で、地域周産期母子医療センターと協力して、ハイリスク妊婦、

ハイリスク新生児に対して医療の提供が行える医療機関のこと。

腎・アイバンクセンター

眼球提供者の募集、登録及び提供眼球のあっせん、並びに死後の腎臓提供者の登録などを行

うところ。

心肺蘇生

呼吸停止、循環機能の停止、これに近い状態に陥った傷病者に、呼吸と循環を補助するため

に行う「人工呼吸」「心臓マッサージ」等の一連の手当のこと。
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生活習慣病

食事習慣、運動習慣、喫煙及び飲酒などの生活習慣を主な原因とする疾患（糖尿病、高脂血症、

高血圧、虚血性心疾患など）の総称。

専用水道

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道及びその他水道事業の用に供する水道以外の

水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの及びその水道施設の1

日最大給水量（1日に給水することができる最大の水量をいう。）が政令で定める基準を超える

ものをいう。（ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設の

うち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。）

総合周産期母子医療センター

母体・胎児集中治療管理室を含む産科病棟及び新生児集中管理室を含む新生児病棟を備え、

母体及び新生児搬送受入体制を有し、母体又は児におけるリスクの高い妊婦に対する医療及び

高度な新生児医療等の周産期医療を行うことのできる医療施設のこと。

＜た行＞

地域医療支援病院

医療機関の連携及び役割分担を図るため、紹介患者に対する医療提供、病床や医療機器の共

同利用の実施、救急医療の実施及び地域の医療従事者の研修等を通じ、かかりつけ医等を支援

する機能を備えた病院。

地域がん診療連携拠点病院

各圏域において、専門的ながん医療の提供を行うとともに、圏域内の医療機関に対する診療

支援、医療従事者に対する研修、患者等に対する相談支援などを行う。知事の推薦に基づき、

厚生労働大臣が指定。

地域周産期母子医療センター

産科及び小児科等を備え、周産期に係る比較的高度な医療を行うことができる医療施設のこ

と。一つ又は複数のニ次医療圏域に1か所ないし必要に応じて設けることが望ましいとされて

いる。

地域猫活動

一般的には地域住民と飼い主のいない猫との共生を目指し、将来的には飼い主のいない猫を

減らすことを目的とする活動。

地域連携クリティカルパス

医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期から回復

期、維持期に至る医療連携クリティカルパス（共同でつくる診療計画）に保健福祉サービスを含

め、関係者と利用者が共同して作成するケア計画のこと。
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参考：クリティカルパスとは、入院から退院までの計画であり、検査の予定や治療の内容、リ

ハビリテーションの計画、いつ頃どの様な状態になれば退院することができるかなどをわかり

やすく一覧表にしたもの。

デイケア（重度認知症患者デイケア）

精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、病院及び

診療所が実施する通院医療の一形態のこと。

デイサービス	（通所介護）

デイサービスセンター等に日帰りで通って、入浴や食事の提供や機能訓練を受けるサービス。

特定機能病院

高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び評価、高度の医療に関する研修を実施するこ

とができ、病床数、人員配置、構造設備などさまざまな基準を全て満たし厚生労働大臣の承認

を得た病院のこと。

＜な行＞

妊娠リスクスコア	（自己評価表）

妊娠・出産に伴うリスクを妊婦自身で知っておく為の自己評価表で、妊娠前期と妊娠後期に

実施する。

認知症キャラバンメイト

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」の講師役を務める者で、キャラバ

ンメイトになるための所定のキャラバンメイト養成研修を受講した者。

認知症サポーター

「認知症サポーター養成講座」を受講し、認知症について正しい知識をもち、認知症の人や家

族を応援し、誰もが暮らしやすい地域をつくっていくボランティアのことをいう。

認知症サポート医

認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援を行い、専門医療機関や地

域包括支援センター等との連携の推進役となる医師。

認知症疾患医療センター

認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医

療情報提供等を行うとともに、担当者の配置による介護との連携や認知症を専門としない一般

開業医等への研修を行う。

＜は行＞

ハイリスク妊婦・新生児

ハイリスク妊婦とは、母体・胎児・新生児のいずれかが著しく危険な状態に陥ると予想され
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る妊娠状態の妊婦。例えば、流産・早産、妊娠中毒症、慢性の疾患をもっている妊婦など。ハ

イリスク新生児とは、出生後生命が脅かされ、非常に危険な状態に陥る確率が高い因子をもっ

た新生児。例えば、2,000g未満の低出生体重児、重症仮死などの周産期の異常のあった児など。

バイスタンダー

救急現場に居合わせた人（発見者、同伴者等）のこと。適切な処置ができる人員が到着するま

での間に、救命のための心肺蘇生法等の応急手当を適切に行うことで、救命率を格段に伸ばせ

るとされている。

病院前救護	（体制）

救急現場から病院等に運ばれるまでの搬送途上において、救急患者に施される応急措置や治

療のこと。重症救急患者の治療成績に大きな影響があるといわれている。

訪問看護ステーション

看護師等が自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて、療養上の世話など「訪問看護」のサービ

スを提供する事業所のこと。

＜ま行＞

メディカルコントロール

救急現場から医療機関へ搬送されるまでの間における病院前救護について、医師が指示、指

導、助言、又は検証することにより、病院前救護の質を保証すること。

＜や行＞

行方不明高齢者早期発見ダイヤル事業

認知症等が原因で行方不明になる恐れのある高齢者が、実際に行方不明になった場合や行き

先がわからなくなった場合に、協力機関の支援を得て、早期に発見できるよう支援体制を構築

し、高齢者の安全と家族への支援を目的とした事業。

＜ら行＞

レジオネラ症

レジオネラ属菌の感染によって起こる感染症。噴水、浴場施設、加湿器などの維持管理が不

適切な場合に発症し、高齢者や乳幼児など抵抗力の弱っている人に肺炎などを引き起こす。感

染症予防法で4類感染症に指定。

＜Ａ～Ｚ＞

ＡＥＤ

Automated	External	Defibrillatorの略。自動体外式除細動器のことで、心臓が小刻みに震
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えて血液を送り出すことができなくなる心室細動と呼ばれる症状による心肺停止者に対し、電

気ショックを与えて心臓の動きを正常に戻すための装置のこと。

ＣＫＤ

Chronic	Kidney	Diseaseの略。慢性腎臓病のこと。医学的には「蛋白尿などの腎障害の存在

を示す所見」、もしくは「腎機能低下」が3か月以上続く状態と定義されている。

ＣＯＰＤ

Chronic	Obstructive	Pulmonary	Diseaseの略。代表的な慢性呼吸器疾患の一つであり、

肺気腫と慢性気管支炎などの気流閉塞をきたす呼吸器疾患が、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）と

して総称されるようになった。さまざまな有毒なガスや微粒子の吸入、特に喫煙（受動喫煙を

含む）が原因となり、肺胞の破壊や気道炎症が起きる。体動時の呼吸困難や慢性の咳・痰が徐々

に進行する。

ＤＭＡＴ	（災害派遣医療チーム）

Disaster	Medical	Assistance	Teamの略。大災害などが起こった場合に、災害発生時の概

ね48時間以内の初期段階で、いち早く現場に駆け付けて急性期の医療救護活動を行う専門的

トレーニングを受けた医療チームのこと。

ＤＯＴＳ	（直接服薬確認療法）

Directly	Observed	Treatment,	Short-courseの略。結核治療が確実に行えるよう、服薬

中の患者に対し、訪問・来所・電話等により服薬確認を行い支援すること。

ＨＡＣＣＰ

Hazard	Analysis	Critical	Control	Pointの略。食品の原料の受入れから製造・出荷までの

すべての工程において、危害の発生を防止するための重要ポイントを継続的に監視・記録する

衛生管理手法のこと。

ＳＡＲＳ

Severe	Acute	Respiratory	Syndromeの略。重症急性呼吸器症候群のことで、新たに発見

された、新型コロナウイルスの「SARSコロナウイルス」が原因の感染症。発病患者の体液や痰

等の飛沫により感染し、発症すると発熱・咳・全身倦怠感等のインフルエンザに似た症状が出

現する。

ＮＩＣＵ

Neonatal	Intensive	Care	Unitの略。新生児集中治療室のことで、超低出生体重児、低出生

体重児や疾患のある新生児を集中的に管理、治療するところ。

ＱＯＬ

Quality	of	Lifeの略。「生活の質」と訳されている。一般的には、個人の生活意欲や意識及び

個人を取り巻く環境が生活者の満足感・安定感を左右するものを考えられており、そうした意

欲や意識及び環境を整えることで、暮らしの質をより良いものにできるとされている。
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