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はじめに 

 

 平成２８年度は、市内で結核の集団感染事例が複数発生し、中でも塾の講師

が結核になり、多くの生徒に感染したニュースが新聞やテレビ等メディアで取

り上げられ、全国に衝撃を与えました。保健所では患者や接触者に対する疫学

調査や健康診断を実施し、感染者を早期発見・早期治療することができ、その

後の感染拡大を防ぐことができました。結核という病気に関しては、市民のみ

ならず医師をはじめとする医療関係者の間でも「結核ってまだあったの？」と

いう意識があり、医療従事者等に対する研修会を開催するなどして、改めて結

核についての正しい知識の普及啓発に努めました。 

 災害医療体制については、平成２７年１０月にオープンした保健福祉センタ

ーを災害医療の拠点と位置付けて、災害時には災害医療対策本部を設置するこ

とになり、発災直後の医療活動やその後の保健活動など、東日本大震災や熊本

地震の教訓を生かして、災害医療体制の構築を図ってまいります。 

 また保健所は、市民が妊娠・出産から高齢者まで生涯を通して健康で安心し

て暮らせるように、健康危機への対応、母子保健、健康づくり、介護予防など

様々な事業を行っており、妊婦さんに対する母子健康手帳の保健師等による交

付、働き盛りの人たちの喫煙・受動喫煙やメンタルヘルス対策、生活習慣病な

どの健康課題に対する地域保健と職域保健の連携、だれでも身近な公園で運動

習慣を身につけていただく公園を活用した健康づくり事業、健康寿命の延伸や

介護予防を目的としたシルバーリハビリ体操事業などの更なる推進に努めてお

ります。 

 この他にも、精神障害者や難病の小児や患者など疾患を抱える方及び家族が

自宅で安心して療養･介護できるよう、関係機関と連携して支援してまいります。 

 最後に、この年報をご覧になった皆様が、保健所をもっと身近に感じていた

だければと願っております。 

平成２９年１２月 

船橋市保健所長 
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