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第７章 健康危機管理体制の構築 

第１節 健康危機管理体制 

 

東日本大震災、福島の原子力発電所事故による放射線被ばく、Ｏ１５７食中毒、高病原

性鳥インフルエンザなど、全国で地域住民の生命、健康を脅かす事態が相次いで発生し、

今後も南海トラフ地震や新型インフルエンザの発生が予想されています。 

健康危機管理とは、感染症、医薬品、食中毒、飲料水汚染その他何らかの原因により生

じる住民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防

止、治療等に関する業務のことを指しており、不特定多数の人々に健康被害が発生又は拡

大する可能性がある場合には、公衆衛生の確保という観点から積極的に対応を図っていく

ことが重要です。 

 

【現状・課題】 

（１）特定の事象への対応 

① 健康危機の具体的な事象としては、感染症、毒物・劇物、集団急性中毒、大規模食

中毒などによる健康危機のほか、大地震や風水害などによるものがありますが、個

別事象ごとの健康危機管理については、事象別のマニュアルにより対応することと

しています。 

また、健康危機への対応については、各保健福祉事務所及び小豆総合事務所が、

それぞれの地域において中核的役割を担っており、各保健福祉事務所等に安全・安

心対策班を設置して所内の体制を強化し、健康危機管理マニュアル、発災時業務リ

スト等を整備し、健康危機の発生時を想定した組織・体制の確保に努めています。 

② 新型インフルエンザ等の感染症、化学物質による災害あるいは生物テロ等の健康危

機に直面した場合に、県民の不安を解消し、鎮静化することは健康危機管理業務の

最も重要な課題です。特に、原因不明の事例については、急性に発症する疾患だけ

ではなく、環境汚染や薬害等の慢性的な経過をたどる疾患についても把握すること

が重要です。 

③ 感染症の大規模発生時の対応として、感染症法に基づき策定した「香川県感染症予

防計画」により健康危機に対する情報・適切な医療の提供、知識の普及、予防のた

めの対応方針が整備されています。 

また、今後、発生の恐れのある新型インフルエンザへの対応については、「香川県

新型インフルエンザ等対策行動計画」及び「香川県新型インフルエンザ等対応マニ

ュアル」を策定しています。 

その他の感染症に対する医療提供体制等の一層の整備・充実も必要です。 

④ 大規模な食中毒の発生時の対応として、迅速かつ的確な調査を行い、事故の拡大

防止や再発防止を図るための「香川県食中毒対策要綱」を策定しています。 
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また、毒物混入による中毒事件など、県民に重大な健康危機が発生した場合、そ

の拡大を防止するとともに、迅速かつ的確な医療の確保、関係部局の情報の共有化

と連携強化を図ることを目的に、「集団急性中毒発生対応連絡会」を設置し、危機

管理体制の強化を図ることとしています。 

⑤ 南海トラフ地震の発生に備え、想定される負傷者の医療救護を迅速かつ的確に行

うため、市町、郡市地区医師会、医療機関、消防などの関係機関による医療救護体

制を整備する必要があります。 

（２）医療機関等との連携体制 

健康危機が発生した場合には、地域保健の第一線機関である各保健福祉事務所等が

初動対応を担うことから、それらを中心とした健康危機管理体制の構築が必要です。

特に、早急な原因の究明や適切な医療の確保が求められるため、医療機関、警察、消

防等との連携の強化が必要です。 

（３）平時対応、有事対応、事後対応 

① 平時対応 

健康危機管理において最も重要なことは、健康危機の発生を未然に防止すること

です。平常時における監視等の事前管理を徹底し、健康危機の発生を未然に防止す

るとともに、常に健康危機管理の意識を高めておく必要があります。 

② 有事対応 

健康危機が発生した場合には、各保健福祉事務所等においては対応体制の確定、

正確な情報の把握、原因の究明、医療の確保等を迅速に行い、住民の健康被害の拡

大防止に努めることが必要です。また、風評被害や精神的な不安による被害の拡大

の防止が必要です。 

③ 事後対応 

健康危機発生による被害の回復に当たっては、ＰＴＳＤ対策も含めた精神保健医

療活動を充実させる必要があります。 

 

【対策】 

（１）特定の事象への対応 

① 健康危機の発生時に迅速かつ適切な対応を行うために、県及び各保健福祉事務所等

の組織及び体制の確保、関係機関との連携の確保、人材の確保、訓練等による人材

の資質の向上、施設、設備及び物資の確保、知見の集積等を図ります。 

② 新興感染症などの新たな健康危機、原因不明の健康危機についても、県民の不安解

消やまん延防止のため、正確な情報提供に努めるとともに、関係機関との連携のも

と、迅速かつ適切な対応により被害の拡大防止に努めます。 

③ 感染症発生動向調査による情報の収集・分析等により、感染症の発生状況等、流行

の実態を迅速に把握し、感染症の発生及び拡大防止に努めます。 

④ 感染症指定医療機関等の整備に努め、医療提供体制の充実を図ります。 



7章 1節 

健康危機管理体制 

200 

⑤ 「集団急性中毒発生対応連絡会」を必要に応じて開催し、情報交換等に努めるとと

もに、保健福祉事務所等の担当者を対象に、現場における対処・検査等の研修を実

施し、緊急時における対応の強化を図ります。 

⑥ 毒物又は劇物の流出・漏洩事故などの未然防止対策の充実に努めます。また、健康

被害が発生した場合は、できる限りその拡大を防止するとともに、迅速かつ的確な

医療の確保等を図るため、関係部局が横断的かつ総合的に取り組めるよう情報を共

有化し、迅速な対応ができるよう関係機関の連携強化を図ります。 

⑦ 南海トラフ地震の発生に備え、香川県医療救護計画に基づき円滑な医療救護活動を

実施できるよう、各保健福祉事務所が中心となり、情報の収集・提供体制の確立や医

療救護に関する調整機能の向上に努めます。 

（２）医療機関等との連携体制 

各保健福祉事務所等ごとに医療機関、警察、消防等の関係機関で構成する健康危機

管理連絡会を開催し、健康危機の未然防止や発生時の円滑な対応のため、連携の強化

を図ります。 

（３）平時対応、有事対応、事後対応 

① 平時対応 

ア 各種法令に基づく監視業務の多くは、健康危機の発生の防止を目的として設け

られたものであり、各保健福祉事務所等における平常時の監視業務について、日

頃から万全の対応を図ります。 

イ 健康危機に対する適切な管理能力を身につけるためには、様々な健康危機事例

の原因とその対応策について熟知すること、健康危機に際しても落ち着いて適切

に対応する力量を身につけることが必要です。そのため、様々な研修を通して専

門的知識の習得を図るとともに、模擬訓練や図上演習を実施して職員の意識を高

め、その訓練を通して把握された課題への対策検討、マニュアルの修正などを行

い健康危機への対応能力の向上を図ります。 

② 有事対応 

ア 健康危機発生時には、保健福祉事務所等を中心に健康危機管理マニュアル等に

従い、迅速かつ適切な対応を図ります。健康危機の規模が大きい場合や社会的な

影響が大きい場合などその内容が重大な場合には、必要に応じて県対策本部を設

置し、他の保健福祉事務所等や市町からの応援を要請したり、また、健康危機の

原因究明が困難である場合には、国立感染症研究所等の専門機関の協力を要請す

るなど、健康被害の拡大防止を図ります。 

イ 被害の状況及び原因、健康危機に対する基本的な対処方法や注意事項、今後の

見通し等について早期に説明を行い住民の不安の除去に努めます。 

ウ 健康被害を受けた被害者の情報は個人情報として保護し、プライバシーへの配

慮に努めます。 
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③ 事後対応 

ア 被害者の心理的な変化を幅広く捉え、心のケア等を行うため、受診・相談体制

の確保を図ります。 

イ 健康危機の経過、対応等について分析、事後評価を行います。再発が危惧され

る健康危機事象については、課題の整理、検討を行い、再発防止に向けた必要な

対策を実施します。 
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第２節 医薬品等の安全対策 

 

１ 医薬品等の安全確保 

人の生命、健康を守るために不可欠な医薬品・医療機器等の安全性、有効性及び品質

の確保を図るためには、その開発、治験から承認審査、製造、販売、使用、市販後の調

査に至る総合的な施策の充実を図ることが重要です。 

 

【現状・課題】 

（１）医薬品等の安全性、有効性及び品質の確保のためには、製造販売業者における品質

管理及び製造販売後の安全管理の徹底と製造業者における製造管理及び品質管理の徹

底が重要であることから、県が立入検査等により監視指導を行っています。 

（２）薬局・医薬品販売業においては、薬剤師等による医薬品の適正な管理と消費者への

情報提供が求められています。これらの実現を図るために、保健所の薬事監視員が監

視指導を実施しています。また、平成 25年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）改正により、一

般用医薬品のインターネット販売が認められるとともに、「要指導医薬品」という区分

の新設、リスクの程度に応じた情報提供と適切な相談応需等のルールの整備が行われ

ましたが、その定着状況を継続して確認する必要があります。 

（３）医薬品は、適正に使用されなければその効果が期待できないばかりか、思わぬ副作

用が起きることもあります。さらには、近年、医薬品等を安易に個人輸入するような

実態も存在します。そこで、様々な機会をとらえて、医薬品の正しい使い方について

普及啓発を行う必要があります。また、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副

作用による健康被害が発生した場合に、その救済を図るため、医薬品副作用被害救済

制度が設けられており、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が業務を行っています。 

（４）ダイエット用健康食品に含まれていた医薬品成分による健康被害が全国的に問題と

なったことから、県においても、健康食品の買い上げ検査を行うとともに、県ホーム

ページやリーフレット等を活用して県民に注意を呼びかけています。 

（５）覚醒剤、大麻等の薬物乱用は、依然として後を絶たず、しかも青少年層にまで浸透

するなど深刻な様相を呈しており、その社会的弊害は、計り知れないものがあります。 

また、危険ドラッグ（注）に関しては、検挙者数が減少し、全国でも街頭店舗が消

滅する等、一定の成果は挙げているものの、入手方法がインターネットを利用するな

ど、潜在化が継続しており、引き続き規制の強化や、警察と連携した監視・取締りの

強化が必要となっております。 

 

【対策】 

（１）監視指導の充実強化 

医薬品等の安全性、有効性及び品質を確保するため、医薬品等製造販売業者及び製

造業者に対する監視指導の充実強化に努めます。 

また、薬局・医薬品販売業者に対して、消費者へ医薬品のリスクに応じた適正な情
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報提供が行われるよう、監視指導を強化します。 

（２）医薬品情報の収集と提供 

県のホームページや関係機関の発行する医薬品情報などを活用し、医薬品等の副作

用や適正使用などに関する情報を、医療機関等へ正確かつ迅速に提供するよう努めま

す。 

（３）医薬品の適正使用についての普及啓発 

「薬と健康の週間」（10 月 17 日～23 日）を中心に、県薬剤師会等の関係機関と連

携して、市町の健康まつり等におけるパネル展示やお薬相談コーナーの設置、その他

各種広報媒体を利用して医薬品の正しい知識の普及啓発に努めます。 

（４）薬物乱用防止の推進 

薬物乱用防止教室の開催など青少年を対象とした薬物乱用防止啓発活動を一層充

実し、薬物乱用を許さない社会環境の醸成に努めます。 

また、危険ドラッグ（注）については、その有害性のみならず、麻薬等の乱用の契

機となることも危惧されることから取締りの強化に努めます。 

 

(注)危険ドラッグとは ⇒ 大麻の成分であるＴＨＣ（テトラヒドロカンナビノール）に類似した構造を持つ合成化学物

質を、乾燥させた植物片に浸透させたり、混ぜたもの。「脱法ドラッグ」等の名称で呼ばれていたが、危険性が伝わ

らないとして、平成 26年 7月、厚生労働省は新たな名称を公募により「危険ドラッグ」とした。 

 

 

２ 緊急医薬品の備蓄 

抗毒素やワクチン等の緊急医薬品及び災害時用医薬品等の備蓄・供給体制を一層整備

することが重要です。 

 

【現状・課題】 

（１）県は、大規模な地震災害に対応するため､災害発生初期の救護活動に必要とされる医

薬品及び医療機器を公的医療機関等 27箇所（平成 29年 4月 1日現在）に分散し、備

蓄しています。また、災害救助に必要な医薬品等の確保について、香川県医薬品卸業

協会、香川県医薬品小売商業組合及び日本産業・医療ガス協会香川支部と協定を締結

しています。 

（２）シアン・ヒ素等の薬物中毒の発生に対応するための解毒剤を県内の 5病院で備蓄し

ており、今後も継続実施する必要があります。 

（３）抗毒素やワクチン等の緊急医薬品は、国有ワクチンとして、県内では（一財）阪大

微生物病研究会観音寺研究所に備蓄されており、必要な時に円滑に医療機関に供給が

行われる必要があります。 

（４）新型インフルエンザ対策として、抗インフルエンザウイルス薬【タミフル（ｶﾌﾟｾﾙ）

103,000人分、タミフル（ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ）4,300人分、リレンザ 42,100人分及ラピアクタ

7,500人分（平成 29年 12月末）】を備蓄しています。 
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【対策】 

（１）災害時用医薬品等の備蓄 

備蓄医薬品等の期限切れがないよう管理し、また、必要に応じて備蓄品目の見直し

を行うとともに、関係機関・団体と連携を図って効率的かつ確実な備蓄に努めます。 

（２）ワクチン等緊急医薬品の供給 

関係機関・団体及び国有ワクチン備蓄場所との連携のもと、緊急医薬品の供給体制

の整備を推進し、円滑な供給が行われるよう努めます。 
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第３節 食品の安全性確保対策 

 

 食品の安全性確保は、健康な生活の基礎となるものです。しかし、産地の偽装表示、輸

入野菜の残留農薬問題など、食品に対する信頼を揺るがすような問題が後を絶たない状況

にあります。また、これまで想定されていなかった、乾物を原因食品とする、ノロウイル

スによる大規模食中毒が広域に発生し、食品の安全性について県民の不安が高まりました。 

 このような状況に対し、県民の食の安全･安心を確保する体制をさらに充実させる必要が

あります。 

 

【現状・課題】 

（１）食品等の安全性確保 

計画的に食品営業施設等への立入調査及び食品の収去検査を実施し、各種基準への

適合性を確認しています。さらに、食品営業者を中心に、食品の衛生的な表示事項を

確認するとともに、遺伝子組み換え食品の表示やアレルギー物質の表示等、注意を要

する食品の表示方法を再確認しています。 

（２）食品等による危害発生防止 

事業者には自主管理体制を向上させるため、また、消費者には正しい知識を普及す

るため、各種講習会で情報提供等を行うとともに、ホームページ・広報媒体を通じ啓

発活動を行っています。 

（３）輸入食品対策 

計画的に食品輸入事業者、小売店舗等への立入調査を行い、食品の保管状況、表示

事項等の確認を行うとともに、計画的に収去検査を行っています。 

（４）乳肉衛生対策の推進 

新たに、生食用食肉及び牛肝臓の規格基準が制定されたことから、営業者に対す 

る監視･指導の強化はもとより、消費者への注意喚起を行うとともに、安全な食肉の

流通に努めています。 

 

【対策】 

（１）各種計画の策定 

「香川県食の安全・安心基本指針」に基づき、「食品衛生監視指導計画」、「農林水

産物の安全･安心確保計画」及び「消費者の食の安全安心推進計画」を策定し、適正

に実行することにより、食品の安全性確保を図ります。 

（２）監視指導体制の充実、食品衛生知識の普及啓発 

１の計画を実行するに当たり、食品衛生専門監視指導班、食品衛生監視機動班を有

効に活用し、広域的な監視を行います。また、営業者、消費者に対し、最新の情報を

様々な媒体を通じて提供します。 

（３）食中毒防止対策 

大量に調理を行う、仕出し・弁当調製施設、各種給食施設等に対して、適正な食品

の取扱いを徹底するよう、重点的に監視指導し、食中毒の発生防止と食品衛生の向上
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を図ります。また、食中毒が発生しやすい気象条件等になった場合、「食中毒警報」

を発令し、営業者のみならず、一般家庭へも注意喚起します。 

（４）輸入食品の衛生対策 

計画的に取扱営業施設等へ立入し、保管状況、表示事項の確認等を行うとともに、

収去検査を行い、各種基準の適合性を確認します。 
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第４節 生活衛生対策 

 

理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業、旅館業、興行場などの生活衛生関係施

設は県民の日常生活に密接不可分な施設であり、衛生水準の確保や向上を図ることが常に

求められています。 

また、不特定多数の人々が利用する特定建築物（3,000 ㎡以上の店舗・百貨店・ホテル

など）においては、衛生的に維持管理することが求められています。 

さらには、生活衛生関係業界の近代化や合理化に対する支援も必要となっています。 

 

【現状・課題】 

（１）生活衛生関係施設 

県民が日常的に利用する生活衛生関係施設においては、健康被害が生じないよう常

に一定の衛生水準を保つ必要があります。 

特に、公衆浴場業及び旅館業においては、入浴施設に対するレジオネラ症防止対策

を十分に講ずることが求められています。 

また、理容業及び美容業においては、毛染めによる皮膚障害を防止するため、安全

性の確保をより充実していく必要があります。 

（２）特定建築物衛生 

近年、大型ショッピングセンターの増加等により、県民が密閉された特定建築物内

で過ごす時間が増えており、特定建築物内の空気環境や給排水設備の衛生管理が重要

となっています。 

（３）生活衛生関係業界 

生活衛生関係営業者は、中小零細事業者が多く、経営が不安定になりやすい傾向が

あります。さらに、生活衛生諸営業を取り巻く環境は、少子高齢化社会の進展や消費

者ニーズの変化に伴う多様なサービスの提供が求められるなど、年々厳しくなってお

り、これらに的確に対応するため、経営の安定化、創意工夫と個性を生かしたサービ

スの提供、従業者の技術力向上、後継者の確保などの対策を図っていく必要がありま

す。 

 

【対策】 

（１）生活衛生関係施設の監視、指導の強化 

生活衛生関係施設の監視、指導を計画的、効率的に実施し、県民が安心してこれら

の施設を利用できるよう、今後も継続して法令遵守、衛生管理の徹底を図っていきま

す。 

（２）特定建築物衛生の監視、指導強化 

特定建築物の監視及び特定建築物の衛生管理責任者に対する指導をさらに強化し、

県民が安心して特定建築物内で過ごせるよう、衛生管理の徹底を図っていきます。 

（３）生活衛生関係業界の指導、育成 

業種ごとに組織化された生活衛生同業組合の指導、育成を図るとともに、生活衛生
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関係営業者の経営の健全化と衛生水準の維持向上を図り、県民の安全・安心な生活環

境づくりを推進するため、関係団体等と連携を図りながら各営業者及び関係団体の指

導育成に努めていきます。 

 

 

 


