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　　我が国では少子高齢化の進展がさらに加速し、家族や地域のあり方が大きく変化してきて

　います。親の子育ての負担感の増大、要介護者の増加、生活困窮者の増加、生活習慣を起因

　とする疾病の増加、病院の医師不足、冬季に多発する食中毒など様々な課題が生じています。

　　また、地震や台風による水害・土砂災害の発生に備え、高齢者、障害者、児童および難病

　在宅患者など災害時要配慮者への支援対策の推進のため「滋賀県災害時要配慮者支援ネット

　ワーク会議」が開催され、圏域、市町域での取り組みが始まっています。介護保険施設、障

　害者施設、児童福祉施設、救護施設等における利用者の安全確保および非常災害時の体制整

　備の強化・徹底として情報の把握、避難の判断、非常災害対策計画の策定および避難訓練の

　実施が求められています。

　　湖東圏域においては、平成２３年度に「湖東圏域医療福祉ビジョン～どんな状態でも自分

　らしくいきいき暮らせるための安心安全な在宅医療福祉の仕組みがある地域をめざして～」

　を策定し、平成２４年度から住民、医療福祉、行政分野の委員による「医療福祉を推進する

　湖東地域協議会」を設置し、各団体、市町の医療福祉・在宅医療推進事業と調整しながら、

　関係団体の連携体制強化のための「ことう地域チームケア研究会」の開催や、「医療福祉ネ

　ットワークフォーラム」、「住み慣れたまちで安心して最後を迎える住民のつどい」を開催

　しました。

　　平成２７年度末に将来の地域の医療需要を推計して医療機能の分化と連携を推進する「湖

　東圏域地域医療構想」を策定したところですが、この地域医療構想の実現に向けて、平成２

　８年度と２９年度には「湖東圏域地域医療構想調整会議」を開催し、関係機関と協議を重ね

　てきました。

　　この冊子は平成２８年度の当管内における医療、保健、福祉の分野の基本的な情報をまと

　めたものです。関係機関の皆様の日頃の活動にご活用いただければ幸いです。

　

　　平成３０年３月　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖東健康福祉事務所長（彦根保健所長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝　山　和　明
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本書で用いる比率の算出方法等

年間の事件数
○出生率・死亡率・自然増加率・婚姻率・離婚率＝ ×1,000

人 口

乳児・新生児・早期新生児死亡数
○乳児死亡率・新生児死亡率・早期新生児死亡率＝ ×1,000

出 生 数

乳児死亡とは生後１年未満の死亡、新生児死亡とは生後４週（２８日）未満の死亡、早期新

生児死亡とは生後１週（７日）未満の死亡をいう。

死産（自然・人工）数
○死産率・自然死産率・人工死産率＝ ×1,000

出産（出生＋死産）数

妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数
○周産期死亡率＝ ×1,000

出生数＋妊娠満22週以後の死産数

新登録患者数 登録患者数
○結核り患率＝ ×100,000 ○結核有病率＝ ×100,000

人 口 人 口

○表上欄に記載のない場合は、年度統計を示す。


