
- 44 -

表 52　地域保健事業報告 （市町村） （その１） 平成 20 年度

種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別 件数

１ 健康診断 総数 12,180 (446)
結核 （定期） 583 (-)
　　　　（定期外） 2,860 (446)

生活習慣病

悪性新生物 1,191 (-)
肝臓がん （再掲） - (-)
前立腺がん （再掲） - (-)
循環器疾患 116 (-)
その他 603 (-)
骨粗しょう症 （再掲） - (-)

一般 3,743 (-)
その他 3,084 (-)
（再掲） 事業所からの受託 2,243 (-)

２ (1) 母子保健 ( 妊娠の届出）
妊娠の届出をした者の数 15,595
（再掲） うち満１１週以内に届出をした者の数 13,566

(2) 母子保健
　　（健康診査） 妊婦 受診実人員 13,543 (13,543)

受診延人員 30,502 (30,502)
産婦 受診実人員 9,585 (351)

受診延人員 9,618 (351)
　　乳　　児

　　１～２か月児 対象人員 - (-)
　　健康診査 受診実人員 - (-)
　　３～５か月児 対象人員 14,566 (-)
　　健康診査 受診実人員 14,360 (-)
　　６～８か月児 対象人員 14,462 (14,462)
　　健康診査 受診実人員 13,537 (13,537)
　　９～１２か月児 対象人員 14,364 (14,364)
　　健康診査 受診実人員 12,544 (12,544)

一般健康診査
幼児
　　　　１歳６か月児 対象人員 13,507 (-)
　　　　健康診査 受診実人員 12,902 (-)
　　　　３歳児 対象人員 12,700 (-)
　　　　健康診査 受診延人員 11,873 (-)

その他
対象人員 25,102 (25,102)
受診実人員 18,818 (18,818)

妊婦 受診実人員 - (-)
産婦 受診実人員 - (-)
乳児 受診実人員 64 (-)

精密健康診査 幼児
　　　　１歳６か月児 受診実人員 17 (-)
　　　　３歳児 受診実人員 8 (-)
　　　　その他 受診実人員 - (-)
Ｂ型肝炎検査 5,384 (5,384)

妊婦Ｂ型肝炎検査
事後指導

妊婦 5 (5)
乳児 - (-)

(3) 母子保健
　　（保健指導）

妊婦
実人員 7,631
（再掲） 健診の事後指導 2
延人員 8,951

産婦
実人員 12,757
（再掲） 健診の事後指導 816
延人員 12,813

( 個別 )
乳児

実人員 18,537
（再掲） 健診の事後指導 1,985
延人員 21,205

幼児
実人員 23,778
（再掲） 健診の事後指導 1,019
延人員 26,288

その他
実人員 675
（再掲） 健診の事後指導 -
延人員 681

電話相談 延人員 28,998

妊婦
実人員 46 (-)

(4) 母子保健 延人員 64 (-)
　　（訪問指導）

産婦
実人員 7,699 (-)
延人員 7,865 (-)

新生児 実人員 8,156 (-)
（未熟児除く ) 延人員 8,207 (-)

未熟児
実人員 774 (-)
延人員 805 (-)

乳児 （新生児 ・ 実人員 376 (-)
未熟児除く ) 延人員 501 (-)

幼児
実人員 262 (-)
延人員 375 (-)

その他
実人員 123 (-)
延人員 227 (-)

（６) 母子保健 （療養指導 - 長期療養児 - 相談等）
相談、 機能訓練、 実人員 453
訪問指導 （再掲） 新規者の受付経路 （医療機関） 15

（再掲） 新規者の受付経路 （その他） 87
（再掲） 相　談 実人員 443

延人員 775
（再掲） 機能訓練 実人員 8

延人員 8
（再掲） 訪問指導 実人員 11

延人員 13

電　話　相　談 延人員 122

注）　（　　） 内は、 医療機関等への委託実施分である。
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（その２） 平成 20 年度

種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別 件数

３ 歯科保健 妊産婦 390 (-)

（個別）
乳幼児 14,274 (-)

検診 ・ 保健指導延人員 その他 1,001 (-)
（訪問を除く） 歯周疾患 （再掲） - (-)

妊産婦 3,656 (-)

（集団）
乳幼児 31,184 (-)
その他 3,078 (-)
歯周疾患 （再掲） - (-)

訪問による検診 ・ 保健指導人員
実人員 - (-)
延人員 - (-)

予防処置 ・ 治療延人員 （訪問を除く）
予防処置 5,403 (-)
治療 - (-)

訪問による予防処置 ・ 治療人員
実人員 - (-)
延人員 - (-)

４ (1) 健康増進 妊産婦 897 (-)
　　( 栄養 ・ 運動等指導）

　　栄養指導
乳幼児 9,187 (-)
２０歳未満 （乳幼児を除く） 28 (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） 3,952 (-)
妊産婦 542 (-)

　　運動指導 ２０歳未満 （乳幼児を除く） - (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） 464 (-)
妊産婦 536 (-)

　（個別） 　　休養指導 ２０歳未満 （乳幼児を除く） - (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） 42 (-)
妊産婦 320 (-)

　　禁煙指導 ２０歳未満 （乳幼児を除く） - (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） 123 (-)
妊産婦 - (-)

　　その他
乳幼児 - (-)
２０歳未満 （乳幼児を除く） - (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） - (-)
妊産婦 3,823 (-)

　　栄養指導
乳幼児 44,845 (-)
２０歳未満 （乳幼児を除く） 564 (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） 16,448 (-)
妊産婦 953 (-)

　　運動指導 ２０歳未満 （乳幼児を除く） 4 (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） 7,109 (-)
妊産婦 953 (-)

　（集団） 　　休養指導 ２０歳未満 （乳幼児を除く） - (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） 399 (-)
妊産婦 1,015 (-)

　　禁煙指導 ２０歳未満 （乳幼児を除く） 2,187 (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） 2,760 (-)
妊産婦 - (-)

　　その他
乳幼児 - (-)
２０歳未満 （乳幼児を除く） - (-)
２０歳以上 （妊産婦を除く） - (-)

５ （１) 精神保健福祉
　　（相談等） 相談， デイ ・ ケア， 訪問指導 実人員 7,868

（再掲） 新規者の受付経路 （医療機関） 113
（再掲） 新規者の受付経路 （その他） 3,720

( 再掲 ) 相談 実人員 7,378
延人員 21,880

( 再掲 ) デイ ・ ケア 実人員 340
延人員 3,365

( 再掲 ) 訪問指導 実人員 1,054
延人員 3,065

( 再掲 ) 　　相　　　談 延人員 1,776
ひきこもり 　　デイ ・ ケア 延人員 335

　　訪問指導 延人員 289
電話相談 延人員 19,325
電子メール 延人員 43
普及啓発
　　精神障害者 （家族） 開催回数 110
　　に対する教室等 延人員 1,063
　　地域住民と精神障害者 開催回数 17
　　との地域交流会 延人員 1,629

６ 難病
　　（相談等） 相談， 機能訓練， 訪問指導 実人員 2,077

（再掲） 新規者の受付経路 （医療機関） -
（再掲） 新規者の受付経路 （その他） 285

（再掲） 相談 実人員 2,063
延人員 2,165

（再掲） 機能訓練 実人員 12
延人員 72

（再掲） 訪問指導 実人員 8
延人員 15

電話相談 延人員 105
患者 ・ 家族に対する 開催回数 11
学習会 延人員 165

８ 衛生教育 開催回数 3,333
延人員 108,092

９ 予防接種 沈降百日せきジフテリア破傷風混合 56,739
沈降ジフテリア破傷風混合 7,697
急性灰白髄炎 24,269
日本脳炎 10,540
麻しん ・ 風しん混合 39,796
麻しん （単抗原） のみ 72
風しん （単抗原） のみ 79
インフルエンザ 105,020
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（その 3） 平成 20 年度

種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別 件数

１２ 試験検査 赤痢 6,246
コレラ -

細菌学的検査 チフス 1,880
結核 276
その他 12,171

食品衛生関係検査
食中毒 -
食品等検査 -
血液一般検査 3,506
血清等検査 284
生化学検査 2,974

臨床学的検査
尿検査 11,981
糞便検査 455
生理学的検査 1,661
胸部Ｘ線検査 7,661
その他 2,075
水道原水 -

水質検査 飲用水 77
利用水等 （プール水等を含む） 1,096

廃棄物関係検査 -
環境 ・ 公害関係検査 -
その他 -

13 (1) 連絡調整に関する会議
政令市主催 36
参加 51

(3) 調査 ・ 研究 総数 19
全般 1
対人保健 15
対物保健 3

14 (1) 職員設置状況 （年度末現在実人員）
医師 24
歯科医師 3
獣医師 86
薬剤師 53
保健師 226
助産師 6
看護師 18

　　　　　　　（常勤） 准看護師 7
理学療法士 3
作業療法士 6
歯科衛生士 8
診療放射線技師 8
診療エックス線技師 -
臨床検査技師 25
衛生検査技師 -
管理栄養士 18
栄養士 4
その他 （事務職員等） 107

　　　　　　　（非常勤） （年度活動分延人員） 9,384

15 (1) 健康増進 （健康手帳の交付等）
　　－０１　健康増進事業等の対象者

健康診査 5,975

　　　　　　　　　　　男
胃がん 144,020
肺がん 144,020
大腸がん 144,020
健康診査 9,750
胃がん 234,980

　　　　　　　　　　　女
肺がん 234,980
大腸がん 234,980
子宮がん 373,142
乳がん 234,980

　　－０２　健康手帳の交付状況
計 200
４０～７４歳 69
７５歳以上 131

(2) 健康増進 （健康教育）
　　－０１　個別健康教育の実施状況

特定健康診査等要指導者
指導を開始した者 58 (-)
指導を終了した者 48 (-)

受診勧奨者であって医師が
必要と認めた者

指導を開始した者 - (-)
指導を終了した者 - (-)

　　－０２　集団健康教育の実施状況

計
開催回数 321
参加延人員 7,664

歯周疾患
開催回数 2
参加延人員 67

骨粗しょう症
開催回数 1
参加延人員 39

　集団健康教育 病態別
開催回数 15
参加延人員 261

薬
開催回数 1
参加延人員 20

一般
開催回数 302
参加延人員 7,277

注）　（　　） 内は、 医療機関等への委託実施分である。
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（その 4） 平成 20 年度

種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別 件数

(3) 健康増進 （健康相談〉

計
開催回数 11
被指導延人員 197

高血圧
開催回数 -
被指導延人員 -

脂質異常症
開催回数 -
被指導延人員 -

糖尿病
開催回数 -

重点健康相談
被指導延人員 -

歯周疾患
開催回数 1
被指導延人員 36

骨粗鬆症
開催回数 -
被指導延人員 -

病態別
開催回数 1
被指導延人員 18

総合健康相談
開催回数 9
被指導延人員 143

(4) 健康増進 （健康増進法施行規則第 4 条の 2 に基づく健康診査）
　　－０１　受診者及び指導区分別等の状況

健康診査 1,670
受診者数 （年度中） 訪問健康診査 -

介護家族訪問健康診査 -

保健指導区分別実人員

情報提供 1,552
動機付け支援 118
積極的支援 -
受診勧奨 217

基本健康診査受診率
男 10.6
女 10.6

　　－０２　主な検査項目別の受診者数
　　　　　　及び検査結果別人員

血圧
男 65
女 106

（再掲） 高血圧症予備軍
男 46
女 73

（再掲） 高血圧症有病者
男 19
女 33

脂質異常
男 39
女 85

（再掲） 脂質異常
男 16
女 34

糖尿病
男 16
女 25

（再掲） 糖尿病予備軍
男 14
女 23

（再掲） 糖尿病有病者
男 2
女 2

貧血 （疑いを含む）
男 13
女 22

肝疾患 （疑いを含む）
男 7
女 10

（再掲） うちアルコール性 男 2
（疑いを含む） 女 2
腎機能障害 男 2
（疑いを含む） 女 4

たばこを吸っていない
男 573
女 932

たばこを吸っている
男 62
女 103

15 (5) 健康増進 （歯周疾患検診 ・ 骨粗鬆症検診）
　　－０１　歯周疾患検診受診者の状況

受診者数
男 312

　　　　　　及び指導区分別状況 女 624
　　　　　　　　　４０歳 要精検者 760

要指導者 92
異常認めず 84

受診者数
男 152
女 363

　　　　　　　　　５０歳 要精検者 436
要指導者 25
異常認めず 54

受診者数
男 242
女 518

　　　　　　　　　６０歳 要精検者 630
要指導者 67
異常認めず 63

受診者数
男 317
女 363

　　　　　　　　　７０歳 要精検者 575
要指導者 54
異常認めず 51
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（その 5） 平成 20 年度

種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別 件数

　　－０２　骨粗鬆症検診受診者の状況

　　　　　　及び指導区分別状況 受診者数 （女） 513

　　　　　　　　４０歳
要精検者 10

要指導者 87

異常認めず 416

受診者数 （女） 149

　　　　　　　　４５歳
要精検者 4

要指導者 18

異常認めず 127

受診者数 （女） 355

　　　　　　　　５０歳
要精検者 11

要指導者 34

異常認めず 310

受診者数 （女） 255

　　　　　　　　５５歳
要精検者 22

要指導者 50

異常認めず 183

受診者数 （女） 542

　　　　　　　　６０歳
要精検者 79

要指導者 150

異常認めず 313

受診者数 （女） 529

　　　　　　　　６５歳
要精検者 112

要指導者 157

異常認めず 260

受診者数 （女） 669

　　　　　　　　７０歳
要精検者 176

要指導者 221

異常認めず 272

(6) 健康増進 （機能訓練）

　　－０１　機能訓練実施状況及び被指導人員

実施施設数 2

実施回数 14

被指導実人員 12

被指導延人員 60

　　－０２　機能訓練従事者延人員

計 80

医師 6

理学療法士 9

作業療法士 3

保健師 22

看護師 10

その他 30

(7) 健康増進 （訪問指導）

　　－０１　訪問指導実施状況

要指導者等
被訪問指導実人員 3

被訪問指導延人員 3

個別健康教育対象者
被訪問指導実人員 4

被訪問指導延人員 11

閉じこもり予防
被訪問指導実人員 11

被訪問指導延人員 28

介護家族者
被訪問指導実人員 -

被訪問指導延人員 -

寝たきり者
被訪問指導実人員 4

被訪問指導延人員 9

( 再掲） 口腔衛生指導
被訪問指導実人員 -

被訪問指導延人員 -

( 再掲） 栄養指導
被訪問指導実人員 -

被訪問指導延人員 -

認知症の者
被訪問指導実人員 -

被訪問指導延人員 -

その他
被訪問指導実人員 -

被訪問指導延人員 -

　　－０２　訪問指導従事者の状況 計

医師 -

保健師 29

看護師 21

栄養士 -

歯科衛生士 -

その他 -
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（その 6） 平成 20 年度

種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別 件数

(8) 健康増進 ( がん検診）

　　－０１　胃がん ・ 大腸がん

胃がん

受診者数 （年度中） 21,701

（再掲） 集団検診 男 623

女 1,028

（再掲） 個別検診 男 8,764

女 11,286

大腸がん

受診者数 （年度中） 49,235

（再掲） 集団検診 男 656

女 1,046

（再掲） 個別検診 男 18,587

女 28,946

　　－０２　男－肺がん

受診者数 （年度中） 20,248

胸部エックス線検査 （再掲） 集団検診 346

（再掲） 個別検診 19,902

問診者数 （年度中） 1,175

（再掲） 集団検診 116

（再掲） 個別検診 1,059

喀痰細胞診対象者数 （年度中） 1,175

（胸部エックス線検査受診者中高危険群者数）

喀痰細胞診
（再掲） 集団検診 116

（再掲） 個別検診 1,059

（喀痰細胞診のみ 喀痰容器配布回収状況

受診は除く） 　　配布数 （年度中） 1,175

　　（再掲） 集団検診 116

　　（再掲） 個別検診 1,059

　　回収数 （受診者数） （年度中） 1,128

　　（再掲） 集団検診 69

　　（再掲） 個別検診 1,059

　　－０３　女－肺がん

受診者数 （年度中） 32,159

胸部エックス線検査 （再掲） 集団検診 399

（再掲） 個別検診 31,760

問診者数 （年度中） 770

（再掲） 集団検診 83

（再掲） 個別検診 687

喀痰細胞診対象者数 （年度中） 770

（胸部エックス線検査受診者中高危険群者数）

喀痰細胞診
（再掲） 集団検診 83

（再掲） 個別検診 687

（喀痰細胞診のみ 喀痰容器配布回収状況

受診は除く） 　　配布数 （年度中） 770

　　（再掲） 集団検診 83

　　（再掲） 個別検診 687

　　回収数 （受診者数） （年度中） 740

　　（再掲） 集団検診 53

　　（再掲） 個別検診 687

（その 7） 平成 20 年度

種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別 件数

　　－０４　子宮がん

受診者数 （年度中） 14,195

頚部 （再掲） 集団検診 -

（再掲） 個別検診 14,195

受診者数 （年度中） 4,858

体部 （再掲） 集団検診 -

（再掲） 個別検診 4,858

　　－０５　乳がん

受診者数 （年度中） -

マンモグラフィのみ （再掲） 集団検診 -

（再掲） 個別検診 -

視触診及び 

マンモグラフィ

受診者数 （年度中） 9,616

（再掲） 集団検診 -

（再掲） 個別検診 9,616

資料 ： 庶務課 「地域保健 ・ 健康増進事業報告 （届出統計）」 より

　　※項番号は、 届出統計のとおり




