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はじめに 
 
健康医療部では、府民の医療・健康・いのちに関わるセーフティネットの構築

に向け、第７次大阪府医療計画をはじめとする関係計画等に沿って、地域医療の

充実確保、健康づくりの推進、地域保健・感染症対策、国民健康保険財政の安定

的な運営、医薬品・食品・水等の安全性確保等の健康医療の各分野で、多岐にわ

たる課題に対応するための施策に取り組んでいます。 
 
今年度は特に、「新型コロナウイルス感染症対策の推進」「地域医療の充実とこ

ころの健康問題への対応強化」「健康寿命の延伸と保健ガバナンスの強化」「日常

生活を支える公衆衛生の向上」の４項目について、重点的に取り組みます。 
 
「新型コロナウイルス感染症対策の推進」では、府民のいのちと健康を守るた

め、保健所業務の重点化・効率化や医療提供体制及び療養体制の強化、ワクチン

接種体制の確保を図ることで、さらなる感染拡大の防止に取り組みます。あわせ

て、新型コロナウイルス感染症への対応の検証を踏まえ、今後の感染症対策の強

化に向けた課題整理を行います。 
「地域医療の充実とこころの健康問題への対応強化」では、地域医療構想や医

師確保計画の推進、医師の働き方改革の取組み支援等により、地域医療の充実を

図るとともに、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症や自殺にかかる対策を

すすめ、こころの健康問題への対応を強化します。 
「健康寿命の延伸と保健ガバナンスの強化」では、受動喫煙防止対策の推進や

がん・肝炎対策の充実をはじめとする取組みにより、府民の主体的な健康づくり

の取組みを推進します。あわせて、国民健康保険の保険者として市町村の保健事

業への支援を強化し、保険財政の安定的運営を図ります。 
「日常生活を支える公衆衛生の向上」では、広域化等による水道事業の基盤強

化、医薬品や医療機器の適正使用及び薬物乱用防止啓発の推進、食品や生活衛生

関係施設への監視指導等を通じて、公衆衛生の向上を目指します。 
 
これらの取組みにより、府民の健康といのちを守る健康医療分野における各

施策を総合的に推進してまいります。 
 

健康医療部長   
藤井 睦子 
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健康医療部組織図

食の安全推進課

総務・歯科・栄養グループ

生活習慣病・がん対策グループ

事業推進グループ

保健所

 池田、茨木、守口、

 四條畷、藤井寺、富田林、

 和泉、岸和田、泉佐野

企画グループ

保 健 医 療 室

人事グループ

麻薬毒劇物グループ

健 康 推 進 室

令和４年４月１日

保 健 医 療 企 画 課

医 療 対 策 課

地 域 保 健 課

健 康 づ く り 課

健 康 医 療 総 務 課

感染症対策企画課

感染症対策支援課

入院・療養支援グループ

人的支援・重症センター運用グループ

ワ ク チ ン 接 種推 進課 接種推進グループ

市町村支援グループ

監察医事務所

総務・予算グループ

保健所・事業推進グループ

生活衛生グループ

水道グループ

衛生指導グループ

総務・企画グループ

医療指導グループ

疾病対策・援護グループ

財務企画グループ

企画・データヘルス推進グループ

難病認定グループ

母子グループ

救急・災害医療グループ

精神保健グループ

企画推進グループ

個別事象対応グループ

感染症・検査グループ

支援企画グループ

病院支援グループ

企画調整グループ こころの健康総合センター

医療人材確保グループ

計画推進グループ

在宅医療推進グループ

医事グループ

病院事業グループ

生 活 衛 生 室

国民健康保険課

薬務企画グループ

医薬品流通グループ

製造調査グループ

製造審査グループ

環 境 衛 生 課

薬 務 課

羽曳野食肉衛生検査所

業務グループ

食品安全グループ

監視指導グループ

食品表示グループ
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健康医療部 各所属職種別現員表

健康医療総務課 36 3 1 1 1

保 健 医 療 室 183 1 17 1 3 31 3 2 3 2 3 6

ワ ク チ ン 接 種
推 進 課

21 2

健 康 推 進 室 64 (2) 1 3 3 1

生 活 衛 生 室 19 48 1 21 (1) 45 28 1

池 田 保 健 所 9 2 2 25 2 4 1 4 2

茨 木 保 健 所 12 1 1 7 3 25 12 2 4 2 4 3

守 口 保 健 所 8 1 1 5 2 24 2 3 2 4 2

四 條 畷 保 健 所 8 1 2 21 2 3 1 3 3 (1)

藤 井 寺 保 健 所 11 2 6 3 30 13 (2) 2 4 2 2 3

富 田 林 保 健 所 9 (2) 1 1 2 27 1 3 1 2 3

和 泉 保 健 所 9 (1) 1 2 24 1 (1) 5 3 1 2

岸 和 田 保 健 所 11 (2) 1 2 21 2 4 1 3 3

泉 佐 野 保 健 所 8 2 6 2 27 8 1 4 2 4 3

監 察 医 事 務 所 3 4 (1)

こ こ ろ の 健 康
総 合 セ ン タ ー

8 4 1 19 (1) 4

羽曳野食肉衛生
検 査 所

10

本 庁 計 323 (2) 1 () 17 () 2 () 53 () 4 () 0 () 37 () 4 () 3 () 3 () 0 () 23 (1) 49 () 35 () 1 ()

出 先 計 96 (5) 1 () 16 () 1 () 25 () 20 () 0 () 225 () 37 (3) 15 (1) 53 (1) 4 () 25 () 27 () 24 (1) 0 ()

419 (7) 2 () 33 () 3 () 78 () 24 () 0 () 262 () 41 (3) 18 (1) 56 (1) 4 () 48 (1) 76 () 59 (1) 1 ()

※（ ）内は短時間再任用職員で外数。
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令和4年4月6日現在

1 43 ()

2 257 ()

23 ()

72 (2)

1 5 169 (1)

1 1 53 ()

1 1 78 ()

1 55 ()

44 (1)

1 79 (2)

1 51 (2)

48 (2)

48 (2)

1 68 ()

1 8 (1)

(1) 36 (2)

10 ()

1 () 1 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 7 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 564 (3)

0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1 () 0 () 3 () 3 (1) 0 () 0 () 0 () 2 () 578 (12)

1 () 1 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1 () 0 () 10 () 3 (1) 0 () 0 () 0 () 2 () 1142 (15)
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健康医療部各所属の事務分掌 
課 名 分 掌 事 務 

健康医療総務課 １ 部の行政の総合企画及び調整に関すること｡ 

２ 部の予算に関すること（他課分掌のものを除く｡）｡ 

３ 部の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること（他課分掌のもの

を除く｡）｡ 

４ 部の組織及び定数に関すること｡ 

５ 部の行政運営の管理に関すること｡ 

６ 部の広報及び広聴に関すること｡ 

７ 部の統計調査に関すること｡ 

８ 保健所の事務の調整に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

９ 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所に関すること。 

10 部中他課の主管に属しないこと｡ 

保健医療室  

 

 

 

 

保健医療企画課 １ 保健及び医療の連携に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

２ 医療計画・地域医療構想に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

３ 地域医療介護総合確保基金に関すること。 

４ 在宅医療に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

５ 医療法の施行に関すること。 

６ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復

師法の施行に関すること。 

７ 死体解剖保存法に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

８ 死因調査体制の整備に関する施策の推進に関すること。 

９ 監察医事務所に関すること。 

10 地方独立行政法人大阪府立病院機構に関すること（他課分掌のものを除

く。）。 

医療対策課 １ 医師及び看護職員の確保対策に関すること。 

２ 医師、歯科医師等医療従事者に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

３ 救急医療及び災害医療体制の整備に関すること。 

４ 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の施行に関すること。 

５ 献血の推進に関すること｡ 

６ 脳卒中、心臓病その他の循環器病対策に関すること。 

 地域保健課 １ 地域保健に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

２ スモン等特定の疾患に関する対策に関すること。 

３ アレルギー疾患対策基本法の施行に関すること（他課分掌のものを除

く。）。 

４ 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に関すること。 

５ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に関する事項のうち保健

及び医療に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

６ 自殺対策基本法の施行に関すること。 

７ アルコール健康障害対策基本法の施行に関すること。 

８ ギャンブル等依存症対策基本法の施行に関すること。 

９ 原子爆弾被爆者の医療等に関すること。 

10 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の施行に関すること。 

11 母子保健に関すること。 

12 こころの健康総合センターに関すること。 
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 感染症対策企画課 １ 新型コロナウイルス対策本部専門家会議等に関すること。 

２ 大阪モデル・モニタリング指標に関すること。 

３ 新型コロナウイルス感染症の陽性事例に関すること。 

４ 医療物資（Ｎ９５マスク・防護服等）に関すること。 

５ 施設の感染対策に関すること。 

６ 新型インフルエンザ等対策に関すること。 

７ 結核・エイズ対策等に関すること。 

８ 新型コロナウイルス感染症に係る検査体制の確保等に関すること。 

９ 予防接種法の施行に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

10 臨床検査技師等に関する法律の施行に関すること。 

 感染症対策支援課 １ 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関への支援に関すること。 

２ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関すること。 

３ 新型コロナウイルス助け合い基金に関すること。 

４ 大阪コロナ重症センターに関すること。 

５ 新型コロナウイルス感染症に係る看護師の人材バンク事業に関すること。 

６ 新型コロナウイルス感染症患者の入院調整・転退院支援に関すること。 

７ 宿泊療養・自宅療養に関すること。 

ワクチン接種推進課 １ 予防接種法の施行に関する事項のうち新型コロナウイルス感染症に係る予

防接種に関すること。 
健康推進室  

 健康づくり課 １ 健康増進法及び大阪府健康づくり推進条例に基づく生活習慣病の予防及び

健康づくりに関すること。 

２ 大阪府受動喫煙防止条例及び大阪府子どもの受動喫煙防止条例の施行に関

すること。 

３ 健康増進法及び食育基本法に基づく食育の推進及び栄養の指導に関するこ

と。 

４ 栄養士法の施行に関すること。 

５ 歯科口腔保健の推進に関する法律の施行に関すること（他課分掌のものを

除く。）。 

６ 障がい者の歯科診療に関すること。 

７ 歯科衛生士法及び歯科技工士法の施行に関すること。 

８ 大阪府がん対策推進条例に基づくがん対策の推進に関すること（他課分掌

のものを除く。）。 

９ がん登録等の推進に関する法律に基づくがん登録の推進に関すること。 

10 肝炎・肝がん対策に関すること。 

11 大阪府がん対策基金に関すること。 

 国民健康保険課 １ 国民健康保険制度・後期高齢者医療制度に関すること。 

２ 国民健康保険団体連合会に関すること。 

３ 国民健康保険組合に関すること。 

４ 医療費適正化計画に関すること。 

５ 国民健康保険特別会計の運営に関すること。 

６ 国民健康保険・後期高齢者医療制度の審査請求に関すること。 

７ 国民健康保険給付点検に関すること。 

８ 保険医療機関及び保険薬局並びに柔道整復、はり、きゅう及びあん摩・マ

ッサージの施術療養費に係る施術師の指導・監査に関すること。 

９ 国保診療報酬審査委員会委員・柔整療養費等審査委員会委員の委嘱に関す

ること。 
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生活衛生室  

 環境衛生課 １ 水道法及び大阪府特設水道条例の施行に関すること｡ 

２ 理容師法、美容師法、旅館業法、興行場法、クリーニング業法、公衆浴場

法、温泉法及び大阪府遊泳場条例の施行に関すること｡ 

３ 大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の施行に関

すること。 

４ 住宅宿泊事業法の規定による住宅宿泊事業に係る届出の受理及び同法の監

督に関すること。 

５ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関するこ

と（他課分掌のものを除く。）｡ 

６ 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関すること｡ 

７ 化製場等に関する法律の施行に関すること｡ 

８ 大阪府産汚物等取締条例の施行に関すること｡ 

９ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関すること｡ 

10 下水道終末処理場の維持管理の指導監督に関すること｡ 

11 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行に関すること｡ 

12 一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設及びごみの最終処分場を除く。）に関

すること｡ 

13 浄化槽法の施行に関すること（他課分掌のものを除く。）｡ 

14 指定地域特定施設に関すること。 

15 公害の健康影響調査に関すること｡ 

16 大阪広域水道企業団に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

 薬務課 １ 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及び

薬剤師法の施行に関すること（他課分掌のものを除く。）｡ 

２ 毒物及び劇物取締法の施行に関すること｡ 

３ 覚醒剤取締法の施行に関すること｡ 

４ 麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法及びあへん法の施行に関すること｡ 

５ 大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の施行に関すること。 

６ 医薬品の適正使用に関すること｡ 

 食の安全推進課 １ 食品衛生法の施行に関すること｡ 

２ 食に係る安全及び安心の確保に関する施策の調整に関すること。 

３ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関するこ

と（他課分掌のものを除く。）｡ 

４ 調理師法及び製菓衛生師法の施行に関すること。 

５ と畜場法の施行に関すること｡ 

６ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に関すること｡ 

７ 食品表示法の施行に関すること。 

８ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関すること。 

９ 羽曳野食肉衛生検査所に関すること｡ 

 



 令和４年度健康医療部予算の概要
  １．健康医療部当初予算額推移表

千円 千円 ％ 千円 ％
4 年 度 3,779,801,328 667,909,434 17.7 194,464,196 41.1

3 年 度 3,508,579,364 473,445,238 13.5 186,887,882 65.2
2 年 度 2,636,765,819 286,557,356 10.9 3,676,652 1.3
元 年 度 2,598,448,940 282,880,704 10.9 858,751 0.3
30 年 度 2,554,266,957 282,021,953 11.0 195,455,764 225.8
29 年 度 3,086,560,356 86,566,189 2.8 ▲ 32,138,958 ▲ 27.1
28 年 度 3,277,227,988 118,705,147 3.6 24,275,919 25.7
27 年 度 3,288,570,407 94,429,228 2.9 21,727,269 29.9
26 年 度 3,071,337,978 72,701,959 2.4 ▲ 8,527,093 ▲ 10.5
25 年 度 2,894,843,773 81,229,052 2.8 ― ―

4 年 度 2,908,698,632 805,481,542 27.7 ▲ 10,166,916 ▲ 1.2

3 年 度 2,850,521,665 815,648,458 28.6 3,484,833 0.4
2 年 度 3,009,355,567 812,163,625 27.0 ▲ 9,673,515 ▲ 1.2
元 年 度 2,848,292,979 821,837,140 28.9 ▲ 14,989,214 ▲ 1.8
30 年 度 2,920,124,598 836,826,354 28.7 － －
29 年 度 1,304,346,387 0 0 － －
28 年 度 1,482,987,539 0 0 － －
27 年 度 1,512,291,520 0 0 － －
26 年 度 1,413,152,922 0 0 － －
25 年 度 1,396,563,754 0 0 － －

4 年 度 6,688,499,960 1,473,390,976 22.0 184,297,280 14.3

3 年 度 6,359,101,029 1,289,093,696 20.3 190,372,715 17.3
2 年 度 5,646,121,386 1,098,720,981 19.5 ▲ 5,996,863 ▲ 0.5
元 年 度 5,446,741,919 1,104,717,844 20.3 ▲ 14,130,463 ▲ 1.3
30 年 度 5,474,391,555 1,118,848,307 20.4 195,455,764 1,192.5
29 年 度 4,390,906,743 86,566,189 2.0 ▲ 32,138,958 ▲ 27.1
28 年 度 4,760,215,527 118,705,147 2.5 24,275,919 25.7
27 年 度 4,800,861,927 94,429,228 2.0 21,727,269 29.9
26 年 度 4,484,490,900 72,701,959 1.6 ▲ 8,527,093 ▲ 10.5
25 年 度 4,291,407,527 81,229,052 1.9 － －

注） 平成26年度以降は、環境農林水産部への移管事務予算額を除く。
注） 平成30年度以降は、福祉部からの移管事務予算額を含む。
注） 令和元年度当初予算額は、補正予算額（第１号）を含む。

部予算の対
前年度増減

大阪府当初予算額

部予算額
の府予算
に占める
割合

区分
部予算の
対前年度
伸 び 率

年  度

特別
会計

合計

一般
会計

健 康 医 療 部
予 算 額
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 ２．令和４年度健康医療部当初予算額表

＜一般会計＞ （単位：千円）

令和4年度

当初予算額 国支出金 地方債 その他 一般財源

公 衆 衛 生 総 務 費 39,728,643 82,401 17,526,000 2,927,658 19,192,584

健
予 防 費 348,804,995 317,195,828 0 2,658,687 28,950,480

健 康 増 進 費 105,260,176 1,748,985 0 918,500 102,592,691

精 神 衛 生 費 19,180,331 9,427,375 0 259,252 9,493,704

康
衛 生 研 究 所 費 7,437,652 7,447 4,167,000 1,398,043 1,865,162

計 520,411,797 328,462,036 21,693,000 8,162,140 162,094,621

食 品 衛 生 費 456,647 252,581 0 30,612 173,454

医
環 境 衛 生 指 導 費 4,717,439 2,073,415 0 2,659,091 ▲ 15,067

計 5,174,086 2,325,996 0 2,689,703 158,387

保 健 所 運 営 費 581,771 64,955 0 42,693 474,123

療
計 581,771 64,955 0 42,693 474,123

医 務 費 18,207,988 7,819,251 100,000 6,530,516 3,758,221

保健師等指導管理費 5,332,859 4,870,061 0 5,775 457,023

費
薬 務 費 383,242 128,437 0 195,542 59,263

国民健康保険調整費 117,775,927 15,340 0 9,988 117,750,599

後期高齢者医療費 41,764 0 0 1,549 40,215

計 141,741,780 12,833,089 100,000 6,743,370 122,065,321

667,909,434 343,686,076 21,793,000 17,637,906 284,792,452

667,909,434 343,686,076 21,793,000 17,637,906 284,792,452

＜特別会計＞

令和4年度

当初予算額 国支出金 地方債 その他 他会計から繰入

805,481,542 248,370,524 0 502,843,797 54,267,221

805,481,542 248,370,524 0 502,843,797 54,267,221

1,473,390,976 592,056,600 21,793,000 520,481,703 339,059,673健 康 医 療 部 合 計

項款
財        源        内        訳

目

公衆衛生費

環境衛生費

保 健 所 費

医 薬 費

健 康 医 療 費 計

一 般 会 計 合 計

名 称
財        源        内        訳

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

特 別 会 計 合 計
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 ３．令和４年度健康医療部各課（室）別当初予算表

（単位：千円）

うち一般財源
※特別会計は他会計からの繰入

9,936,530 9,874,658

10,593,676 2,925,531

401,021,485 52,552,634

保健医療企画課 35,815,007 10,269,734

医療対策課 12,243,166 2,421,466

地域保健課 35,321,995 16,180,735

感染症対策企画課 85,818,794 20,960,376

感染症対策支援課 231,822,523 2,720,323

20,990,453 0

220,407,377 219,506,848

健康づくり課 2,190,828 1,291,848

国民健康保険課 218,216,549 218,215,000

4,959,913 ▲ 67,219

環境衛生課 4,759,520 92,709

薬務課 67,968 ▲ 105,724

食の安全推進課 132,425 ▲ 54,204

667,909,434 284,792,452

合      計 1,473,390,976 339,059,673

重    複    控    除 ▲ 54,267,221 ▲ 54,267,221

純            計 1,419,123,755 284,792,452

805,481,542 54,267,221

令和4年度当初予算

一
般
会
計

職員費

健康医療総務課

保健医療室

計

健康推進室

区分 課       別

特
別
会
計

健康推進室
国民健康保険課

生活衛生室

ワクチン接種推進課
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 ４．令和３年度～令和４年度大阪府当初予算額表

率
金  額 金  額

％ 千円 ‰ ‰ 千円 ‰ ‰ 千円 ％

議 会 費 2,619,268 0.8 0.4 2,616,612 0.7 0.4 ▲ 2,656 99.9

総 務 費 154,817,530 44.1 24.3 157,592,421 41.7 23.6 2,774,891 101.8

福 祉 費 355,518,997 101.3 55.9 387,201,430 102.4 57.9 31,682,433 108.9

健 康 医 療 費 473,445,238 135.0 74.5 667,909,434 176.7 99.8 194,464,196 141.1

商 工 労 働 費 935,106,096 266.5 147.0 948,308,493 250.9 141.7 13,202,397 101.4

環境農林水産費 18,322,878 5.2 2.9 19,305,403 5.1 2.9 982,525 105.4

都 市 整 備 費 135,098,469 38.5 21.2 124,983,488 33.1 18.7 ▲ 10,114,981 92.5

都 市 計 画 費 0 0.0 0.0 4,445,532 1.2 0.7 4,445,532 皆増

建 築 費 0 0.0 0.0 8,048,910 2.1 1.2 8,048,910 皆増

警 察 費 274,738,040 78.3 43.2 274,807,201 72.7 41.1 69,161 100.0

教 育 費 560,057,982 159.6 88.1 575,430,402 152.2 86.0 15,372,420 102.7

災 害 復 旧 費 808,112 0.2 0.1 609,249 0.2 0.1 ▲ 198,863 75.4

諸 支 出 金 587,468,241 167.5 92.4 606,542,753 160.5 90.7 19,074,512 103.2

繰 上 充 用 金 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 ―

予 備 費 1,000,000 0.3 0.2 2,000,000 0.5 0.3 1,000,000 200.0

（住宅まちづくり費） 9,578,513 2.7 1.5 0 0.0 0.0 ▲ 9,578,513 皆減

  

一般会計合計 3,508,579,364 1,000.0 551.7 3,779,801,328 1,000.0 565.1 280,800,477 133.6

国民健康保険 815,648,458 286.1 128.3 805,481,542 276.9 120.4 ▲ 10,166,916 98.8

そ の 他 2,034,873,207 713.9 320.0 2,103,217,090 723.1 314.5 68,343,883 103.4

特別会計合計 2,850,521,665 1,000.0 448.3 2,908,698,632 1,000.0 434.9 58,176,967 102.0

6,359,101,029 1,000.0 6,688,499,960 1,000.0 338,977,444 105.2

 ‰・・・千分率

比  率

総 計

特
別
会
計

目
的
別

一
般
会
計

増  減 対前年比

令 和 3 年 度

比  率

令 和 4 年 度

 10



 

11 

 

附属機関 
 

（法令に基づくもの） 
所管室・課 名称 担任する事務 委員数 根拠法令 

健康医療総務課 大阪府市地方独立行政

法人大阪健康安全基盤

研究所評価委員会 

地方独立行政法人法の規定

により設立団体の長に意見

を述べる事務 

５人以内 地方独立行政法

人法 

第11条 

保健医療室 

保健医療企画課 

 

医療審議会 医療法の規定により、医療

計画の作成・変更等その権

限に属させられた事項を調

査審議するほか、都道府県

知事の諮問に応じ、当該都

道府県における医療を提供

する体制の確保に関する重

要事項の調査審議に関する

事務 

30人以内 医療法 

第72条 

大阪府地方独立行政法

人大阪府立病院機構評

価委員会 

地方独立行政法人法の規定

により設立団体の長に意見

を述べる事務 

７人以内 地方独立行政法

人法 

第11条 

保健医療室 

地域保健課 

精神保健福祉審議会 精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第９条の規

定による精神保健及び精神

障害者の福祉に関する事項

の調査審議及び意見具申に

関する事務 

20人以内 精神保健及び精

神障害者福祉に

関する法律 

第９条 

精神医療審査会 精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第12条の規

定による入院届及び定期の

病状報告書並びに退院等の

請求の審査に関する事務 

40人 精神保健及び精

神障害者福祉に

関する法律 

第12条 

指定難病審査会 難病の患者に対する医療等

に関する法律第７条第２項

の規定による支給認定をし

ないときに関する審査 

20人以内 難病の患者に対

する医療等に関

する法律 

第８条 

小児慢性特定疾病審査

会 

児童福祉法第19条の３第４

項の規定による小児慢性特

定疾病の医療費支給認定の

審査に関する事務 

14人以内 児童福祉法 

第19条の３ 

保健医療室 

感染症対策企画課 

感染症の診査に関する

協議会 

感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する

法律第18条第１項の規定に

よる就業制限通知、第20条

第１項及び同条第４項の規

定による感染症患者の入院

勧告及び入院延長並びに第

37条の２第１項の規定によ

る結核患者の医療費の負担

の審議に関する事務 

６人以内 感染症法 

第24条 
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所管室・課 名称 担任する事務 委員数 根拠法令 

健康推進室 

国民健康保険課 
国民健康保険審査会 保険給付に関する処分又は

保険料その他国民健康保険

法の規定による徴収金に関

する処分についての不服申

立ての受理、審査に関する

事務 

９人 国民健康保険法 

第92条 

後期高齢者医療審査会 後期高齢者医療給付に関す

る処分又は保険料その他高

齢者の医療の確保に関する

法律の規定による徴収金に

関する処分についての不服

申し立ての受理、審査に関

する事務 

９人 高齢者の医療の 

確保に関する法

律 

第129条 

国民健康保険運営協議

会 

大阪府が定める都道府県国

民健康保険運営方針及びそ

の他の重要事項の審議に関

する事務 

15人 国民健康保険法 

第11条 

生活衛生室 

環境衛生課 
環境審議会温泉部会 自然環境保全法第51条、環

境基本法第43条及び大阪府

環境審議会条例第１条の規

定による、温泉法第32条で

定める温泉掘削許可等の処

分に関する事項その他温泉

行政に関し必要な事項の調

査審議に関する事務 

10人以内 

 

自然環境保全法 

第51条 

環境基本法 

第43条 

温泉法 

第32条 

 生活衛生適正化審議会 生活衛生関係営業の運営の

適正化及び振興に関する法

律第58条の規定による同法

の施行に関する重要事項の

調査審議及び関係機関に対

する建議に関する事務 

20人以内 

 

生活衛生関係営

業の運営の適正

化及び振興に関

する法律 

第58条 

生活衛生室 

薬務課 
麻薬中毒審査会 麻薬及び向精神薬取締法第

58条の８第４項の規定によ

る措置入院者の入院期間等

の適否の審査に関する事務 

５人 麻薬及び向精神

薬取締法 

第58条の13 
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（条例に基づくもの） 
所管室・課 名称 担任する事務 委員数 

健康医療総務課 衛生対策審議会 衛生関係諸問題についての重要事項の調査審

議に関する事務 

26人以内 

 

保健所運営協議会 地域保健及び保健所の運営についての審議に

関する事務 

30人以内 

保健医療室 

保健医療企画課 

保健医療協議会 医療法第30条の４第１項に規定する計画に関

する事項その他保健医療の向上を図るため必

要な事項についての調査審議に関する事務 

50人以内 

死因調査等協議会 死体の死因の調査及び身元の確認の体制の整

備に関する施策についての調査審議に関する

事務 

15人以内 

 

保健医療室 

医療対策課 

医療対策協議会 医療法第30条の23第１項に規定する医療計画

において定める医師の確保に関する事項の実

施に必要な事項についての調査審議に関する

事務 

15人以内 

救急医療対策審議会 救急医療対策についての重要事項の調査審議

及び救急病院等を定める省令第２条の規定に

よる救急病院又は救急診療所の認定又はその

取消しに当たっての事前審査に関する事務 

23人以内 

 

大阪府立中河内 

救命救急センター 

指定管理者選定委員会 

公の施設の指定管理者の指定についての審査

に関する事務 

５人以内 

大阪府立中河内 

救命救急センター 

指定管理者評価委員会 

公の施設の指定管理者の業務の実施状況等に

関する評価についての調査審議に関する事務 

５人以内 

献血推進審議会 献血の推進及び血液製剤の適正な使用に関す

る施策についての調査審議に関する事務 

25人以内 

保健医療室 

地域保健課 

精神科救急医療運営 

審議会 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

19条の11第１項に規定する体制の整備その他

同法に基づく医療及び保護を行うため必要な

事項についての調査審議に関する事務 

23人以内 

自殺対策審議会 自殺対策基本法に基づく自殺対策の総合的な

推進のため必要な事項についての調査審議に

関する事務 

40人以内 

周産期医療及び小児医

療協議会 

周産期医療及び小児医療の体制の整備につい

ての調査審議に関する事務 

16人以内 

母子保健運営協議会 母子保健に関する事業の推進に関する施策に

ついての調査審議に関する事務 

20人以内 

保健医療室 

感染症対策企画課 

衛生検査所精度管理 

審議会 

臨床検査技師等に関する法律第20条の３第１

項の登録を受けた衛生検査所における検査の

業務の管理及び精度の確保についての調査審

議に関する事務 

10人以内 

感染症対策審議会 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第６条第１項に規定する感染症

の発生の予防及びまん延の防止のための総合

的な施策に関する専門的な事項についての調

査審議に関する事務 

20人以内 
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所管室・課 名称 担任する事務 委員数 

健康推進室 

健康づくり課 

地域職域連携推進 

協議会 

生涯にわたる地域及び職域における健康の増

進に関する計画の策定及びその推進に関する

施策についての調査審議に関する事務 

30人以内 

生涯歯科保健推進 

審議会 

歯科保健の推進に関する施策についての調査

審議に関する事務 

30人以内 

食育推進計画評価 

審議会 

食育基本法第17条第１項に規定する計画の目

標の達成状況及び進捗状況の評価その他食育

の推進に関する施策についての重要事項の調

査審議に関する事務 

20人以内 

がん対策推進委員会 大阪府がん対策推進条例第17条に規定するが

ん対策推進計画の策定又は変更に関する事項

及びがん対策の推進に関する基本的かつ総合

的な施策についての調査審議に関する事務 

30人以内 

健康推進室 

国民健康保険課 

医療費適正化計画推進

審議会 

高齢者の医療の確保に関する法律第９条第１

項の規定による大阪府医療費適正化計画の策

定、同法第12条第１項の評価その他大阪府医

療費適正化計画の推進に関する施策について

の調査審議に関する事務 

15人以内 

生活衛生室 

環境衛生課 

公衆浴場入浴料金 

審議会 

 

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する

省令第２条の規定による公衆浴場入浴料金の

統制額の指定についての調査審議に関する事

務 

20人以内 

 

 

クリーニング師 

試験委員 

クリーニング業法第７条の規定によるクリー

ニング師試験の実施に関する事務 

10人以内 

 

生活衛生室 

薬務課 

薬事審議会 薬事の振興についての重要事項の調査審議に

関する事務 

22人以内 

 

薬物指定審査会 大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第９条

第２項に規定する事項についての審査に関す

る事務 

７人以内 

生活衛生室 

食の安全推進課 

食の安全安心推進 

協議会 

大阪府食の安全安心推進条例第８条第２項に

規定する計画の策定及び変更その他食の安全

安心の確保についての重要事項の調査審議に

関する事務 

25人以内 

食品健康被害防止 

審議会 

大阪府食の安全安心推進条例第19条に規定す

る事項その他食品による健康被害の拡大の防

止等に関する専門的な事項についての調査審

議に関する事務 

８人以内 
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大阪府保健所と関係施設位置図 
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 保健所（ は生活衛生室を設置する保健所） 
     （◎は薬事課を設置する保健所） 
■ その他 

池田保健所 

茨木保健所 

四條畷保健所 守口保健所 

藤井寺保健所 

富田林保健所 

岸和田保健所 

泉佐野保健所 

こころの健康総合センター 

羽曳野食肉衛生検査所 

和泉保健所 

監察医事務所 

（地独）大阪健康安全基盤研究所 
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事業の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※新型コロナウイルス感染症への対応状況を踏まえ、今後、事業の休止や縮小等の 

可能性があります。 

 



部局運営方針
健康医療部・令和４年度部局運営⽅針健康医療部・令和４年度部局運営⽅針

健康医療部では、府⺠のいのちと健康を守るため、「地域医療の充実確保」 「健康づくりの推進」 「地域保健、感染症対策」 「国⺠健康保険財政の安定的な運営」
「医薬品、⾷品、⽔等の安全性確保」等の各施策を総合的に取り組んでいます。令和４年度は、次の４つのテーマを重点的に取り組みます。

新型コロナウイルス感染症から府⺠のいのちと健康を守るため、さらなる感染拡⼤を想定し、保健所業務の重点化・効率化や医療・療養体制の強化を図るとともに、ワクチン接種体制
の確保に取り組みます。また、新型コロナウイルス感染症への対応の検証を踏まえ、今後の感染症対策の強化に向けた課題整理を⾏います。
〔主な取組み〕
■感染拡大期に備えた迅速な検査体制の確保 ■保健所⽀援の強化や保健所を介さない健康観察・初期治療体制の確保 ■⼤規模な患者発⽣を想定した「オール医療」体制の構築
■外来・往診体制整備や⾃宅待機SOS、診療型宿泊施設の運⽤等による⾃宅・宿泊療養体制の強化 ■高齢者施設等のクラスター対策強化
■ワクチン接種体制の確保（市町村の接種体制確保支援、大規模接種会場の運営など） ■治療薬やワクチン研究開発に係る連携推進

重点テーマ１︓新型コロナウイルス感染症対策の推進

新型コロナウイルス感染症対策とあわせて、⼀般医療において、府⺠が住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスの提供を受けることができるよう、地域医療の充実を図るとともに、
依存症や自殺対策等こころの健康問題への対応を強化します。
〔主な取組み〕
■地域の実情に沿った医療提供体制の構築
（地域医療構想や医師確保計画の推進、医師の働き⽅改⾰の取組⽀援、救急医療や⼩児・周産期医療の推進、在宅医療の充実や難病、循環器病対策の推進）
■依存症対策の総合拠点OATIS （オーティス）を中⼼とした、予防・相談・治療・回復⽀援における切れ⽬のない依存症対策の推進
■若年層等への相談体制の強化など⾃殺対策の推進
■不妊症・不育症に対する総合的⽀援（不妊治療等に対する助成⽀援など）

⽔道事業の基盤強化、医薬品・医薬機器の適正使⽤及び薬物乱⽤防⽌啓発の推進、環境衛⽣・薬事・⾷品関係施設への監視指導等を⾏い、⽇常⽣活を⽀える公衆衛⽣の向上をめざします。
〔主な取組み〕
■広域化等による水道事業の基盤強化の推進（水道基盤強化計画の策定、企業団と市町村水道事業者との統合促進、施設の最適配置・統廃合の推進など）
■高齢者の多剤・重複投薬により生じる課題解決や後発医薬品の安心使用の促進（地域連携薬局等の取組支援、地域フォーミュラリ構築の支援など）
■効果的な啓発⼿法による若年層向け薬物乱⽤防⽌対策の推進
■食の安全安心の確保（食の安全安心推進計画の策定、事業者のHACCP取組支援など）

重点テーマ４︓⽇常⽣活を⽀える公衆衛⽣の向上

重点テーマ２︓地域医療の充実とこころの健康問題への対応強化

「いのち・健康」を主要なテーマとする⼤阪・関⻄万博の開催に向けて、府⺠の主体的な健康づくりの取組を推進するとともに、市町村保健事業の⽀援等を強化し、保険財政の安定
的運営を図ります。
〔主な取組み〕
■健康寿命延伸に向けた健康づくりの推進（公⺠連携の推進等による普及啓発・気運醸成、受動喫煙防⽌対策の推進やがん・肝炎対策の充実など）
■市町村保健事業の支援強化やデータヘルスの推進（ヘルスアップ支援事業や大学等と連携した市町村支援の推進、健康づくり支援プラットフォーム整備等事業[アスマイル]など）
■国⺠健康保険財政の安定的な運営（府内統⼀保険料率に向けた府・市町村国⺠健康保険特別会計のあり⽅の検討や市町村への働きかけなど）

重点テーマ３︓健康寿命の延伸と保健ガバナンスの強化

16
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健康医療総務課 

 
１ 厚生統計等調査の実施 ２１，５１２千円 

保健医療等の厚生行政施策立案の基礎資料を得るため、出生・死亡・死産・婚姻及び離婚等の人口

動態、病院・診療所の分布及び整備状況、医療施設の診療機能の全数調査を実施するとともに、健康・

医療・福祉・年金・所得等の状況に関する無作為調査を実施する。 

 

２ 保健所の運営 ５８１，７７１千円 

府保健所は、健康相談や健康診査等、住民に身近で利用頻度の高い保健サービスを提供する市町村

の保健センターとも相互に連携し、所管地域の保健・医療サービスの向上を図っている。 

政令指定都市・中核市では、保健所設置市として行政区単位で、住民により身近なところで保健所

業務と保健センターの業務を総合的に実施している。中核市移行により新たに保健所を設置した市に

対しては、保健所業務の実施のための人的支援等を行っている。 

また、近年の大阪府保健所の運営体制の変化に伴い、保健所業務の集約化や効率化という観点から、

保健医療分野における業務のあり方を検討する。 

 

《地域保健業務における役割分担》 

府保健所が実施する業務 市町村（保健センター）が実施する業務 

・難病患者、精神障がい者、慢性疾患や身体障が

い児等への相談、支援 

・感染症対策 

・食品衛生、環境衛生、水質検査 

・医事･薬事（※） 

・先駆的な健康づくり、企画調整 

・市町村への技術支援 など 

※薬事は茨木、守口、藤井寺、泉佐野の４保健

所で実施。 

・健康相談、健康診査 

（母子保健･老人保健サービス、一般的な栄養

相談） 

・予防接種 など 

政令指定都市・中核市が実施する業務 

（行政区単位で、保健所業務と保健センターの業務を総合的に実施） 

 

《参考：保健所設置市》 

政令指定都市 大阪市、堺市 

中核市 豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 
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≪大阪府内の保健所管轄区域≫ 

 

３ 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所の運営等 

大阪市と共同で設立した地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所（以下「大安研」という。）が、

定款、中期目標及び中期計画に掲げた業務を着実に実施し、地方衛生研究所としての機能を発揮でき

るよう運営に必要な経費を交付するとともに、サポートを行う。 

(1) 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所運営費交付金 １，３８８，０３７千円 

大安研において、公衆衛生に係る調査研究、試験検査及び研修指導並びに公衆衛生情報等の収集、

解析、提供等の業務を通じて、健康危機事象への積極的な対応をはじめ、行政機関等への科学的か

つ技術的な支援を行うため、運営に必要な経費を交付する。 

(2) 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所施設整備費補助金 ６，０４９，２７９千円 

府市研究所の統合効果を最大限発揮し、「西日本の中核的な地方衛生研究所」に相応しい機能を

備えた新しい研究所を整備するため、施設整備工事等に要する経費を補助する。 

 

４ 旧大阪府立成人病センター跡地の処分 ２，２８２，４３８千円 

森之宮地区における旧大阪府立成人病センター跡地の建物撤去工事等を実施するとともに、関係部

署と連携して平成 26年 12月に策定された「府立成人病センター跡地等のまちづくり方針」に基づき

処分を進める。 

保健所 保健所

市町村 市町村

池田保健所 269,219 117,924    203.13 枚方市 397,289 172,253      65.12

池田市 104,993 48,611      22.14 東大阪市  493,940 232,303      61.78
豊能町 18,279 7,580      34.34 八尾市 264,642 114,265      41.72
箕面市 136,868 58,088      47.90 富田林保健所 302,441 125,666    238.00
能勢町 9,079 3,645      98.75 大阪狭山市 58,435 24,216      11.92

吹田市 385,567 180,099      36.09 富田林市 108,699 45,699      39.72

豊中市 401,558 176,967      36.39 河内長野市 101,692 42,367     109.63

茨木保健所 406,113 178,079    108.17 河南町 15,697 6,392      25.26

摂津市 87,456 40,243      14.87 太子町 13,009 5,048      14.17
茨木市 287,730 125,089      76.49 千早赤阪村 4,909 1,944      37.30
島本町 30,927 12,747      16.81 堺市 826,161 366,079     149.83

高槻市 352,698 152,869     105.29 和泉保健所 331,109 136,096    114.58

寝屋川市 229,733 101,538      24.70 和泉市 184,495 73,701      84.98

守口保健所 262,860 125,239     25.01 泉大津市 74,412 32,516      14.33

守口市 143,096 67,860      12.71 高石市 55,635 23,130      11.30
門真市 119,764 57,379      12.30 忠岡町 16,567 6,749       3.97

四條畷保健所 249,577 104,670     62.51 岸和田保健所 275,101 112,357    116.65
四條畷市 55,177 22,415      18.69 岸和田市 190,658 79,073      72.72
交野市 75,033 29,569      25.55 貝塚市 84,443 33,284      43.93
大東市 119,367 52,686      18.27 泉佐野保健所 278,425 115,024    213.70

藤井寺保健所 358,840 154,733 77.33 泉佐野市 100,131 43,864      56.51

松原市 117,641 51,902      16.66 熊取町 43,763 17,256      17.24
柏原市 68,775 30,009      25.33 田尻町 8,434 3,734       5.62
羽曳野市 108,736 45,008      26.45 泉南市 60,102 23,123      48.98
藤井寺市 63,688 27,814       8.89 阪南市 51,254 20,774      36.17

大阪市 2,752,412 1,469,718 225.32 岬町  14,741 6,273      49.18

大阪府保健所合計 2,733,685 1,169,788 1,159.08

8,837,685 4,135,879 1,905.32

注１）面積は「全国都道府県市区町村別面積調」（令和２年１０月１日現在の面積（国土地理院））によるものである。

 ２）世帯数、人口は「令和２年国勢調査人口等基本集計」（総務省統計局）によるものである。

総数

総人口
（人）

世帯数
（世帯）

面  積

（km2）

総人口
（人）

世帯数
（世帯）

面  積

（km2）



19 

 

保健医療室 保健医療企画課 

 

１ 府域における医療提供体制の構築 

地域における効果的かつ効率的な医療提供体制の構築に向けた取組みを進める。 

(1) 医療計画及び地域医療構想の推進 ２０，８４５千円 

平成30年３月に策定した「第７次大阪府医療計画」（平成30年度から令和５年度まで）については

ＰＤＣＡサイクルの手法等を用いて、大阪府医療審議会や各二次医療圏の保健医療協議会において、

同計画の進捗状況等について協議・検討し、継続的に改善を図りながら、推進する。 

また、国計画において、大阪府の将来のあるべき医療提供体制の姿を示す「地域医療構想」の実

現に向け、地域の病床機能の実態を分析し、地域医療構想調整会議（保健医療協議会）等において、

関係団体、関係医療機関等と協議、調整を進め、取組みを具体化していく。 

さらに、令和２年３月に策定した「大阪府外来医療計画」（令和２年度から令和５年度まで）に基

づき、医療関係者の地域医療に関する知識の向上・啓発を図り、地域医療に対する行動変容を促し

ていく。 

(2) 地域医療介護総合確保基金計画の策定 （基金計画額）６，７９７，４２１千円 

（基金積立額）５，２４３，０１３千円 

「地域医療介護総合確保基金」を活用し、関係団体等との協議を行い、「地域医療構想の達成に向

けた医療機関の施設又は設備の整備」、「地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変

更」、「居宅等における医療の提供」、「医療従事者の確保」、「勤務医の労働時間短縮に向けた体制の

整備」の５本柱からなる事業計画を策定する。 

(3) 病床機能分化・連携を推進するための基盤整備事業（地域医療介護総合確保基金を活用） 

１，３４２，２０６千円 

地域医療構想を踏まえ、近い将来、需要増が見込まれる回復期病床への機能転換に必要な改修等

の経費を一部補助する。 

                  《医療圏の概念図》 
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《病床機能報告の分析と病床数の必要量の比較》 
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病床必要割合 

2020年度 
病床機能報告 

 

0％     20％     40％       60%           80%         100%    

①「急性期」報告病棟を診療実態分析により 

「（重症）急性期」と「地域急性期（サブアキ 

ュート・ポストアキュート）」に分類 

 

②「地域急性期」と「回復期」の合計と病床

数の必要量の「回復期」とを比較し、転換が

必要な病床の割合を推計 

 

高度急性期

11.6%

高度急性期

14.5%

急性期

34.5%
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36.6%

地域急性期
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30.9%

回復期

12.8%

慢性期

22.9%

慢性期

27.0％

休棟等
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(4) 新型コロナウイルス感染症患者等受入病床の確保 

新型コロナウイルス感染症に係る病床確保計画に基づき、医療機関に対し患者等を受け入れる病

床の確保を要請し、新型コロナウイルス感染症患者等受入のための入院体制を整備する。 

(5) 外国人患者受入体制の整備 １７，１２２千円 

外国人患者の増加が見込まれていることから、多言語遠隔医療通訳サービスの実施や医療機関や

薬局等から寄せられる外国人対応に関する日常的な相談から複雑な課題にも対応できるワンスト

ップ相談窓口の設置等により外国人を受入れる医療機関を支援し、外国人患者の受入れのための体

制整備を行う。 

 

２ 在宅医療の推進 

高齢化が急速に進む中、住み慣れた生活の場において必要な医療が受けられるよう、介護と相互

に補完しながら、在宅医療の推進を図る。 

(1) 人生会議（ＡＣＰ）の実践促進（地域医療介護総合確保基金を活用） １０，０００千円 

医療・ケア従事者（特に看護師）向けのマニュアル（看護協会作成）を活用した専門人材の育成

に対し補助を行うとともに、府民向けの啓発冊子を作成する。 

(2) 市町村在宅医療・介護連携推進事業の支援（地域医療介護総合確保基金を活用） 

福祉部と連携して、在宅医療・介護連携に関する市町村研修会等を行い、広域的に市町村を支援

する。 

(3) 在宅医療提供体制の確保（地域医療介護総合確保基金を活用） １３，０９１千円 

在宅医の質の確保のための研修等の取組みに対し、助成する。 

(4) 24時間対応できる往診体制の強化（地域医療介護総合確保基金を活用） ６５，６４１千円 

在宅医の確保に向けた同行訪問を実施するとともに、連携体制を構築する医療機関の取組みに対

し、助成する。 

(5) 在宅医療情報基盤の整備（地域医療介護総合確保基金を活用） １００，０００千円 

診療所に医療情報の提供を行うネットワークシステムを導入する医療機関に対し経費を助成す

る。 

(6) 在宅医療を支える病院の機能強化（地域医療介護総合確保基金を活用） ３２，８６６千円 

在宅医療に携わる人材の養成、在宅療養患者の退院支援や急変時対応の機能強化を図る病院の取

組みに対し助成する。 

(7) 訪問看護ネットワーク事業の実施（地域医療介護総合確保基金を活用） ５６，５１１千円 

府内訪問看護ステーションの実態を調査するとともに、訪問看護ステーションの相互連携による

機能強化や規模拡大を図る各種事業に対し、助成する。 

(8) 訪問看護師確保定着支援事業の実施（地域医療介護総合確保基金を活用） ５０，０２３千円 

各医療機関の看護師間の相互理解を促す研修を行うとともに、訪問看護師のキャリアに応じた各

種研修等の事業に対し、助成する。 

(9) 死因調査体制の整備（地域医療介護総合確保基金を活用） ２，４８２千円 

救急医向けの死亡診断書（死体検案書）作成技術向上等の研修や府内均てん化のためのモデル事

業を行う。 

(10) 監察医事務所の運営 １３４，２９３千円 

「死体解剖保存法」の規定に基づき、大阪市内における死因の明らかでない死体について、検案や
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ＣＴによる死亡時画像診断、解剖等を実施し、死因の究明を行う。 

 

 

３ 医療安全の確保 

医療の安全の確保に関し必要な措置を講じることにより、府民が安心して医療を受けることができ

る体制を確保する。 

(1) 病院・診療所への立入検査の実施 １,４５７千円 

病院・診療所における医療施設・設備の基準の維持・向上、清潔の保持、医療安全対策の推進等、

「医療法」に基づく医療機関に対する立入検査を実施する。 

とりわけ、問題がある医療機関に対しては、無通告による立入検査の実施や、関係者に対する個

別面談による事情聴取を行うなど厳正に対処する。 

(2) 医療法人の指導・監督 

「医療法」に基づく定款（寄附行為）の認可や、法人運営等についての指導を行う。 

(3) 医療関係資格養成施設等の指定・監督 

各種資格者の養成施設(※)を指定・監督のほか、認定規則等に定める事項を報告させ、内容を確

認するとともに定期指導調査を行う。 

※養成施設 

はり師・きゅう師養成施設、診療放射線技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、

視能訓練士養成所、言語聴覚士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、救急救命士養

成所及び柔道整復師養成施設 

なお、あん摩マッサージ指圧師の養成施設等については、厚生労働省が指定・監督を実施。 

(4) 有床診療所等スプリンクラー等の整備 ２１０,８４２千円 

スプリンクラー等が設置されていない有床診療所等に対し、整備費用の助成を行う。 

(5) 視覚障がい者施術所への支援 ３３１千円 

視覚障がい者が開設する施術所の整備促進を図るため、施設及び設備の整備に必要な事業資金融

資に際し信用保証料を負担する。 

(6) 医療安全支援センターの運営 ３,０９８千円 

保健所に医療相談窓口を整備し、医療に関する苦情や相談に対応するとともに、医療機関、患者、

府民に対して医療安全に関する助言や情報提供を行う。 

また、府内関係機関等による情報交換等を行う医療相談等連絡協議会の設置や医療安全に関する

研修会を実施し、医療安全対策を推進する指導者を育成する。 

 

４ 地方独立行政法人大阪府立病院機構の運営等 

地方独立行政法人大阪府立病院機構（以下、「府立病院機構」という。）は、５病院（大阪急性期・

総合医療センター、大阪はびきの医療センター、大阪精神医療センター、大阪国際がんセンター、大

阪母子医療センター）を設置・運営している。 

設立団体である府として、府立病院機構が中期目標及び中期計画を着実に達成できるよう、５病院

が担っている精神医療、結核医療、高度な周産期及び小児医療等の政策医療の実施に係る経費に対し

て運営費負担金を交付すること等により病院運営の取組みの支援等を実施する。 

(1) 大阪府立病院機構運営費負担金 ６，７６２，０６５千円 
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政策医療に係る経費及び元利償還に要する経費等を負担する。 

(2) 大阪府立病院機構建設改良資金貸付金 ２，１７０，０００千円 

施設整備や医療機器更新に係る資金を貸し付ける。 

(3) 大阪府立病院機構職員共済公的負担金 １，９２８，８４１千円 

府立病院機構職員に対する基礎年金拠出金等の納付に要する費用のうち、法令に基づく部分（公

的負担分）を負担する。 

(4) 大阪府立病院機構移行前地方債償還費公債管理特別会計繰出金 ３８４，９８２千円 

法人移行前に発行した地方債を償還するため、府立病院機構からの償還負担金を一般会計に一旦

収入した後、公債管理特別会計に繰り出す。 

(5) 大阪はびきの医療センター整備事業費 １３，４１４，４６８千円 

大阪はびきの医療センターの現地建替え整備に要する資金を貸し付ける。 

(6) 大阪母子医療センター基本計画策定費                  ２７，９３０千円 

大阪母子医療センターの現地建替え整備に向けた基本計画策定に要する費用の一部を負担する。 

 

《府立の５病院の概要》 

病院名 
大阪急性期・ 

総合医療センター 
(旧急性期・総合医療センター) 

大阪はびきの 

医療センター 
(旧呼吸器・アレルギー医療センター) 

大阪精神医療センター 
(旧精神医療センター) 

大阪国際がんセンター 
(旧成人病センター) 

大阪母子医療センター 
(旧母子保健総合医療センター) 

主な役割 
及び機能 

高度な急性期医療のセ
ンター機能 

難治性の呼吸器疾患医

療、結核医療及びアレ

ルギー性疾患医療のセ

ンター機能 

精神医療のセンター機

能 

難治性がん医療のセン

ター機能 

周産期・小児医療のセ

ンター機能 

病
床
数
※ 

一 般 ８３１ ３６０ － ５００ ３７５ 

結 核 － ６０ － － － 

精 神 ３４ － ４７３ － － 

感染症 － ６ － － － 

計 ８６５ ４２６ ４７３ ５００ ３７５ 

所在地 大阪市住吉区万代東 羽曳野市はびきの 枚方市宮之阪 大阪市中央区大手前 和泉市室堂町 

※ 病床数は、医療法上の許可病床数である。 
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保健医療室 医療対策課 

 

１ 医療従事者の確保 

高齢化により急増する医療ニーズに対応するため、医療従事者の適切な確保、とりわけ、医師の地

域や診療科による偏在の解消、潜在看護職員の再就職促進が重要な課題となっており、令和２年３月

に策定した「大阪府医師確保計画」（令和２年度から令和５年度まで）に基づき、人材の育成・確保・

定着に向けた総合的な取組みを進めていく。 

(1) 医師の確保 

自治医科大学への運営協力等を行うとともに、地域医療確保修学資金等貸与事業等により地域や

診療科間におけるバランスを踏まえた医師確保を図る。 

① 医師の養成・確保 

(ア) 大阪府医療対策協議会の運営（地域医療介護総合確保基金を活用） １，８５４千円 

医師確保計画（医療計画において定める医師の確保等に関する事項）等についての協議を行

い、今後の医師確保策について検討する。  

(イ) 地域医療支援センターの運営（地域医療介護総合確保基金を活用） ７０，６３２千円 

大阪府医療対策協議会において協議のうえ策定するプログラムに基づいて、医師のキャリア

形成を支援する地域医療支援センター（大阪府医療人キャリアセンター）を設置し運営する。 

(ウ) 医学生に対する修学資金の貸与（地域医療介護総合確保基金を活用） １０９，８４４千円 

一定期間小児を含む救急医療や周産期医療等の分野で重症・重篤患者を受け入れる拠点医療

機関で勤務することを返還免除の条件とする地域医療確保修学資金等貸与事業を行う。 

(エ) 自治医科大学への運営支援等 １２８，６５５千円 

自治医科大学の運営費の一部を負担するとともに、府より学生を推薦する。 

なお、卒業生は、一定期間公衆衛生分野や医師確保が困難な分野で勤務する義務がある。 

(オ) 臨床研修病院等の審査 ２，１２５千円 

臨床研修病院又は臨床研修病院の指定を受けようとする病院に対して書面審査及び実地調査

を行う。 

② 医師の定着促進 

(ア) 産科医・小児科医等の定着促進(地域医療介護総合確保基金を活用） １３１，７９０千円 

医師等に分娩手当等を支給する医療機関に対し、経費の一部を助成する。 

(イ) 女性医師等の離職防止及び定着促進（地域医療介護総合確保基金を活用） 

１５２，３７０千円 

勤務環境の改善や復職支援に関する事業を実施する二次救急告示医療機関等に対し、経費の

一部を助成する。 

③ 医療従事者の勤務環境改善支援及び医師の働き方改革の取組み支援 

(ア) 医療勤務環境改善支援センターの運営（地域医療介護総合確保基金を活用） 

 ２６，３４９千円 

大阪府医療勤務環境改善支援センターの運営を（一社）大阪府私立病院協会に委託し、相談、

必要な情報提供、助言その他必要な支援等を行う。また、令和６年度からの医師に対する時間外

労働上限規制の適用開始に向け、同センターと連携しながら、医療機関に対し、医師の労働時間

の短縮と勤務環境の改善の取組みを働きかける。 
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(イ) 勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備（地域医療介護総合確保基金を活用） 

８００，６６０千円 

令和６年４月から開始する医師の時間外労働の上限規制に向け、勤務医の労働時間の短縮に

資する取組を行う医療機関に対し、助成する。 

(2) 看護職員の確保 

① 看護職員の養成・確保 

(ア) 養成施設に対する運営支援（地域医療介護総合確保基金を一部活用） ８５９，８９４千円 

医療法人及び学校法人等が設置する養成所に対し運営費補助を行うとともに、施設の新・増改

築に伴う建築工事費や初度設備の整備費等を助成する。 

(イ) 専任教員及び実習指導者講習会の開催（地域医療介護総合確保基金を活用） 

１４，３１２千円 

看護師等養成所における専任教員を確保するための専任教員養成講習会や、看護臨床実習に

不可欠である実習指導者を確保するための実習指導者講習会を、（公社）大阪府看護協会に委託

し、実施する。 

(ウ) 看護師等養成所の指定・監督 ４，４７２千円 

(エ) 「看護」に関する普及啓発 ５８３千円 

功労のあった看護師の表彰を行うほか、府内の高等学校に在学中の高校生を対象に、看護に対

する理解を深めるとともに進路の参考となるよう、看護職の資格取得に関する情報を掲載した

リーフレット「看護への道」を配布する。 

② 看護職員の定着及び再就業の促進 

(ア) 病院内保育所の整備・運営（地域医療介護総合確保基金を活用） ４１２，２４８千円 

医療法人等が設置する院内保育施設の運営及び施設の新・増改築に係る工事費の一部を助成す

る。運営費補助については、近隣医療機関の医療従事者に対する児童受入れ体制を整備している

場合、加算額を交付する。 

(イ) 新人看護職員研修（地域医療介護総合確保基金を活用） １５９，０２５千円 

病院において実施する新人看護職員研修に要する経費を助成し早期離職を防止するとともに、

新人看護職員を対象とした多施設合同研修を実施する。 

(ウ) ナースセンター事業（地域医療介護総合確保基金を一部活用） ５８,０１８千円 

（公社）大阪府看護協会内にナースセンターを設置し、資格を持ちながら家庭等に潜在してい

る未就業看護職員に対して、情報提供、再就業支援講習会等の実施、無料職業紹介等の業務を行

うナースバンク事業を実施し、円滑な職場復帰を促進する。 

また、看護職員離職時の届出制度を活用し、求職・復職に向けたきめ細やかな働きかけによる

再就業支援を実施する。 

新たに、定年間近等のベテラン看護職員等対象に災害・非常時等に必要な専門研修を実施す

る。 

(エ) 潜在看護師等オーダーメイド研修（地域医療介護総合確保基金を活用） １５,０００千円 

体験演習などを中心としたより実践的な離職者のための再就業支援研修を実施し、潜在看護

師等のニーズにあった円滑な復職を支援する。 

(オ) 看護職員等処遇改善事業                    ４，４２０，１８３千円 

   地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員等を対象に、賃上げ効果

が継続される取組を行うことを前提として、収入を１％程度（月額4,000円）引き上げるための補
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助を行う。 

 

 

 

《府内の養成状況》 （令和４年４月現在） 

区分 保健師 助産師 
看護師 

統合 ５年一貫 准看護師 
３年課程 ２年課程 

専門学校等(課程数) 0 3 33 7 1 0 7 

高  校 0 0 0 0 0 2 1 

入学定員 0 55 1,928 285 40 110 490 

※入学定員は通信制課程を除く。 

 

大学院・大学・短大における看護師入学定員は1,860人（2年課程含む）。 

保健師入学定員は333人・助産師入学定員は88人（看護師課程と重複含む）。 

 

２ 救急医療体制の整備 

府民が安心して暮らせるよう、小児科や特定科目も含めた府内の救急医療体制の充実に努める。 

(1) 救急医療情報システム等の運用 

「大阪府医療計画」に基づき、初期、二次、三次に至る総合的な救急医療体制の充実を推進する。 

① 「大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システム（ＯＲＩＯＮ）」の運用等 

（地域医療介護総合確保基金を一部活用） ５１５，３２９千円 

消防・医療関係者向けに救急医療情報、災害医療情報を提供するとともに、スマートフォン等を活

用した「大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システム（ＯＲＩＯＮ）」の運用により、「大阪府

傷病者の搬送及び受入れの実施基準」に基づく迅速かつ適切な救急搬送・受入体制の整備や実施基準

の運用状況を検証する仕組みを構築する。また、大阪府救急医療情報センターの運営を行う。 

○救急・災害医療で必要な情報を収集・管理し、消防・医療関係者に提供 

○休日・夜間救急診療所や救急病院の情報を24時間体制で府民に提供 

○医療圏内の病院に対し一括で緊急搬送要請を実施する機能「まもってＮＥＴ」を運用 

○二次医療機関での受入困難患者等の受入調整を行う三次ネットワークコーディネート事業 

を実施 

② 小児救急電話相談体制の整備（地域医療介護総合確保基金を活用） ５５，９６０千円 

小児科医による支援体制のもと看護師による夜間の子どもの急病等に関する電話相談を実施する。 

(2) 救急受入体制の整備 

① 救急搬送患者の受入促進（地域医療介護総合確保基金を活用） ４２２，７９４千円 

救急搬送が困難となっている症例（搬送困難症例）の受入れに協力する医療機関に対し、経費の一

部を助成する。 

② 休日・夜間における小児救急搬送患者の受入促進（地域医療介護総合確保基金を活用） 

１５８，１３９千円 

入院治療が必要な小児の重症救急患者を受入れる救急病院の運営費を市町村とともに助成する。 

③ 眼科・耳鼻咽喉科二次救急医療体制の整備（地域医療介護総合確保基金を活用） 

７１，６０６千円 

大学院・大学・短大 

（学校数） 
19校 
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入院治療が必要な重症救急患者に対応できる病院を輪番制で確保する。 

(3) 救命救急センターの運営支援 ２，３７２，０３３千円 

府立中河内救命救急センター（指定管理者：地方独立行政法人市立東大阪医療センター）を運営

するとともに、他の５か所の救命救急センターの運営及び医療機器の整備に対して助成する。 

《救急医療体制整備状況》 

 事項 整備状況 

初期救急医療体制 休日急病診療体制 47か所 

二次救急医療体制 二次救急医療機関 282か所 

三次救急医療体制 
救命救急センター 16か所 

小児救命救急センター ３か所 

 （令和３年12月現在） 
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《三次・小児救急医療体制》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

豊能町 

能勢町 

堺 市 

大阪市 

大阪 
狭山市 

千早赤阪村 

河南町 

太子町 

河内長野市 

柏原市 

岬 町 

阪南市 
泉南市 

四條畷市 

枚方市 

交野市 

島本町 

泉佐野市 

忠岡町 

田尻町 

藤井寺市 
松原市 

八尾市 

大東市 
門真市 

寝屋川市 
吹田市 豊中市 

茨木市 
箕面市 

池田市 
高槻市 

貝塚市 

岸和田市 

摂津市 

守口市 

富田林市 

羽曳野市 

泉大津市 
高石市 

和泉市 
熊取町 

東大阪市 

● 救命救急センター施設名 
〔病床数（内特定集中治療管理病床数）〕 
※特定集中治療管理とはICU、CCU、SCU、HCU、
熱傷ベッドをいう 

 
● 小児救命救急センター施設名（小児） 
〔専用病床数（内PICU等病床数）〕 
※PICU等とはICU、PICU、NICUをいう 
 ICUについては、小児のみでなく病院の総数 
 となる 

岸和田徳洲会病院〔40（22）〕 

大阪急性期・総合医療センター

〔41（41）〕 

りんくう総合医療 

センター〔30（18）〕 

大阪府三島救命救急 

センター〔41（８）〕 

関西医科大学附属病院 

〔32（24）〕 

大阪府立中河内救命救急 

センター〔30（30）〕 

近畿大学病院 

〔30（30）〕 

大阪大学医学部附属病院〔20（20）〕 

大阪府済生会千里病院〔43（12）〕 

大阪市立総合医療センター〔47（35）〕 

         （小児）〔183（40）〕 

関西医科大学総合医療 

センター〔40（14）〕 
国立病院機構大阪医療センター〔30（30）〕 

大阪赤十字病院〔41（16）〕 

大阪警察病院〔48（48）〕 

大阪公立大学医学部附属病院〔30（６）〕 

堺市立総合医療センター〔30（30）〕 

大阪母子医療センター（小児）〔18（10）〕 

高槻病院（小児）〔79（37）〕 

豊能 

二次医療圏 

三島 

二次医療圏 

北河内 

二次医療圏 

中河内 

二次医療圏 

堺市 

二次医療圏 

泉州 

二次医療圏 

大阪市 

二次医療圏 

南河内 

二次医療圏 
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３ 災害医療体制の整備 

災害拠点病院の整備や医薬品等の確保を行うなど、災害医療体制の整備・充実を図る。 

(1) 施設等の整備 

① 災害拠点病院支援施設に対する医療機器等整備の支援 １９，０１４千円 

基幹災害拠点病院である大阪急性期・総合医療センターに設置する災害拠点病院支援施設（被災者

の受入れや初期治療等に必要な病室・機材等を備える。）に対し、必要な医療機器等を整備する。 

② 災害拠点病院における衛星無線の運用 １３，６５８千円 

電話回線が途絶した場合にも医療救護活動を行うことができるよう、災害拠点病院において整備さ

れた防災行政無線を適正に運用する。 

②  救急病院の耐震化の支援 ９１０，５５５千円 

府内救急病院に耐震化工事の費用を助成する。 

(2) 資機材等の整備 

① 災害拠点病院における医薬品等の確保 ５，７７５千円 

発災後３日間の入院患者が必要とする医薬品等について、災害拠点病院と契約を締結し、病院備蓄

を利用した医薬品等の確保・供給体制を整備する。 

② 原子力事故を想定した調査の実施及び医療用資機材の整備 ４０，９０４千円 

府内の原子力事業所において原子力事故が起こった場合を想定し、「大阪府緊急被ばく医療活動マ

ニュアル」を基に、放射線事故と被ばく医療形態及び傷病についての調査及び検討会を実施するとと

もに、原子力災害拠点病院等に必要な医療用資機材を整備する。 

③ ＮＢＣ災害に備えた災害拠点病院における防護服等資機材の整備 ２０，０００千円 

災害拠点病院がＮＢＣ災害時に円滑な医療活動が実施できるよう防護服や除染設備等を整備する。 

(3) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）研修の実施等（地域医療介護総合確保基金を一部活用） 

２１，６７０千円 

「大阪ＤＭＡＴ」の育成のためＤＭＡＴ研修を実施するとともに、「大阪ＤＭＡＴ」として派遣さ

れた者の災害現場での事故に備えた保険の保険料を負担するなど、体制の整備を図る。 

また、普段救急医療や災害医療に従事していない医療従事者を対象に災害医療及び外傷初期診療

の基本等の研修を実施する。 

さらに、災害発生時に派遣されるＤＭＡＴ等の保健医療活動チームの派遣調整や府保健医療調整

本部等に対し必要な助言等を行う災害医療コーディネーターの養成研修を実施する。 
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《災害拠点病院 一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

豊能町 

能勢町 

堺 市 

大阪市 

大阪 
狭山市 

千早赤阪村 

河南町 

太子町 

河内長野市 

柏原市 

岬 町 

阪南市 
泉南市 

四條畷市 

枚方市 

交野市 

島本町 

泉佐野市 

忠岡町 

田尻町 

藤井寺市 
松原市 

八尾市 

大東市 
門真市 

寝屋川市 

吹田市 豊中市 

茨木市 
箕面市 

池田市 
高槻市 

貝塚市 

岸和田市 

摂津市 

守口市 

富田林市 

羽曳野市 

泉大津市 

高石市 

和泉市 
熊取町 

東大阪市 
大阪市 

二次医療圏 

豊能 

二次医療圏 

三島 

二次医療圏 

北河内 

二次医療圏 

南河内 

二次医療圏 

堺市 

二次医療圏 

泉州 

二次医療圏 

中河内 

二次医療圏 

  基幹災害拠点病院 
  地域災害拠点病院 

大阪府 

三島救命救急センター 

関西医科大学 

附属病院 

大阪府立中河内 

救命救急センター 

近畿大学 

病院 

大阪大学医学部附属病院 

大阪府済生会千里病院 

大阪市立総合医療センター 

関西医科大学 

総合医療センター 
国立病院機構大阪医療センター 

多根総合病院 

大阪赤十字病院 

大阪公立大学医学部附属病院 

市立東大阪 

医療センター 

堺市立総合医療センター 

岸和田徳洲会病院 

大阪医科薬科大学 

病院 

大阪警察病院 

大阪急性期・総合医療センター 

りんくう総合医療センター 
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４ 脳卒中、心臓病その他の循環器病対策の推進                   ２２８千円 

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法（平成

30年法律第 105号）に基づき、大阪府の脳卒中、心臓病その他の循環器病（以下「循環器病」という。）

対策を推進するため、循環器病対策に関係する者からの意見聴取の場として、「大阪府循環器病対策

推進懇話会」を運営する。 

 

５ 献血の推進 ５，３３５千円 

大阪府赤十字血液センター及び市町村献血推進協議会等と連携のもと、地域・職域・街頭献血を推

進し、安定的な献血を確保する。 

また、血液製剤の安全性を確保するため、成分献血と 400mL献血の推進を図るとともに、検査目的

の献血をなくすため、献血の正しい知識や必要性、血液製剤の適正使用の周知及び普及啓発を行う。 

 

《大阪府年度別献血者数》 

年 度 
献血者数 
（人） 

内訳 

対前年度比 
成分献血 400mL献血 200mL献血 

献血者数
(人） 

構成比 
献血者数 
（人） 

構成比 
献血者数 
（人） 

構成比 

平成 27年度 387,285 109,218 28.2 264,107 68.2 13,960 3.6 100 

平成 28年度 383,598 116,471 30.4 254,226 66.3 12,901 3.4 99 

平成 29年度 375,143 104,552 27.9 257,799 68.7 12,792 3.4 98 

平成 30年度 370,826 104,584 28.2 253,856 68.5 12,386 3.3 99 

令和元年度 390,758 125,502 32.1 252,681 64.7 12,575 3.2 105 

令和２年度 396,847 138,330 34.9 248,137 62.5 10,380 2.6 102 
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６ 新型コロナウイルス感染症への対策 

(1) 入院患者待機ステーションの整備 

 ① 大阪市内入院患者待機ステーションの整備               ９４，５８０千円 

自宅等で療養している新型コロナウイルス感染症患者からの救急要請が増加することに伴う一

般救急のひっ迫に対応するため、移送先医療機関が決まるまでの間、一時的に患者が待機すること

ができる入院患者待機ステーションを大阪市内に設置し運営する。 

 ② 大阪市外入院患者待機ステーションの整備               １６９，２００千円 

   二次医療圏単位で入院患者待機ステーションを設置する市町村等に対し補助金を交付するとと

もに、設置に協力する医療機関へ協力金を支給する。 

 

(2) 新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者の養成      １９，５００千円 

   新型コロナウイルス感染症の重症患者に対応可能な医療提供体制を構築するよう、体外式膜型人

工肺（ＥＣＭＯ）及び人工呼吸器を扱うことのできる医療従事者を養成する。 

 

(3) ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ等医療チーム派遣体制の整備             １７，１８７千円 

   複数の新型コロナウイルス感染症患者が発生している医療機関の業務継続支援等を行うため、Ｄ

ＭＡＴ・ＤＰＡＴ等の医療チームを派遣する。 
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保健医療室 地域保健課 

 

１ 難病対策の推進 

難病は、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当

該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることから、難病の特性に応じて保健・医

療・福祉その他関連施策と連携した総合的な取組みが必要とされている。これを踏まえ、患者の経

済的負担を軽減するため、医療費助成を行うとともに、保健所、大阪難病相談支援センター、大阪

難病医療情報センターにおいて難病患者等に対する療養生活支援事業を行う。 

(1) 地域における難病対策及び慢性疾患児童対策の維持向上 ６７４千円 

「大阪府難病児者支援対策会議」において各分野の専門家と意見交換を行うことにより、難病

患者等の実情や課題を情報共有し難病対策等の維持向上を図る。 

(2) 相談・情報提供機能の充実 ２７，８１２千円 

① 大阪難病相談支援センターの運営 

難病患者・家族等の療養上・生活上の悩み、不安等の解消を図るとともに、電話や面談等による

相談、患者会等の交流促進など、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細かな相談支援を行う。 

② 大阪難病医療情報センターの運営 

大阪府難病診療連携拠点病院を中心とした診療連携体制を構築することにより医療的側面から在

宅難病患者の医療相談など療養生活支援を保健所と連携の下で行う。 

(3) 医療費の助成 １０,２０２,４０６千円 

① 難病患者に対する医療費助成 

〇難病法に基づく医療費助成 

発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾

病にかかることにより長期にわたる療養が必要となるものの中から、厚生労働大臣が厚生科学

審議会の意見を聴いて指定する指定難病の患者に対して、保険診療における医療費助成を行

う。 

※対象疾病は、大阪府地域保健課ホームページに掲載。 

（ＵＲＬ http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/atarasiiiryouhizyose/index.html） 

〇特定疾患医療費援助 

国が指定するスモン等の４対象疾病の患者に対して、保険診療における医療費助成を行う。 

〇大阪府指定疾患医療援助 

蛋白喪失性腸症、肺線維症及び悪性腎硬化症の３疾患の患者に対して、保険診療における 

医療費助成を行う。 

② 先天性血液凝固因子欠乏症等患者に対する医療費助成 

先天性血液凝固因子欠乏症等について、保険診療における医療費助成を行う。 

※先天性血液凝固因子欠乏症一覧は、大阪府地域保健課ホームページに掲載。 

（ＵＲＬ http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/senntenn/index.html） 

 

 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/atarasiiiryouhizyose/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/senntenn/index.html
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(4) 地域における難病対策の推進 ２０，２０３千円 

① 保健所による患者等への支援 

様々な問題を抱えている難病患者等に対し、保健所において、保健師の相談・訪問指導や理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士等による専門的指導を行う。 

また、難病患者等への地域における療養生活支援体制を整備するため、協議会の運営、保健・医

療・福祉に関する相談会や患者・家族の交流会等の事業を実施する。 

② 患者を抱える家族への緊急時における支援（在宅難病患者一時入院事業） 

在宅難病患者が、介護者の疾病等の理由により介護が受けられなくなった場合に、緊急一時的に

入院することができる病床を確保する。 

 

２ 精神保健・医療の推進 

(1) 精神保健の推進 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」、「自殺対策基本法」、「アルコール健康障害対策

基本法」「ギャンブル等依存症対策基本法」等に基づき、精神障がい者の適切な医療保護、府民の

こころの健康の保持・増進等、精神保健関係施策の推進を図る。 

① 各種依存症患者への支援の充実 ５２，３９７千円 

アルコール・薬物・ギャンブル等といった依存症の当事者・家族などに対する治療体制や相談支

援体制及び回復支援体制の強化を図るとともに、依存症問題に関する関心と理解を深めるための普

及啓発活動を実施する。また、令和２年３月に策定した「大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画」

（令和２年度から令和４年度まで）に基づき開設した、相談・支援の拠点「依存症総合支援センタ

ー」と治療・研究の拠点「依存症治療・研究センター」が連携した依存症対策の総合拠点「ＯＡＴ

ＩＳ（オーティス）」が中心となって、予防から相談、治療、回復までの切れ目のない支援を行う。 

さらに、新たな支援拠点となる「（仮称）大阪依存症センター」の設置に向けた検討を行うなど、

総合的な支援体制の強化・拡充を図る。 

② 自殺対策の推進 １５１，２８４千円 

平成29年７月に国の「自殺総合対策大綱」が改正されたことを受け、「大阪府自殺対策基本指針」

に基づき、相談支援従事者等の対応力の向上をめざす人材養成や、重層的な対応を可能とするため

の相談窓口の強化、保健所や市町村、民間団体等によるネットワークの構築を推進するとともに、

産後うつ等妊産婦のこころの健康への対応等を行う「大阪府妊産婦こころの相談センター」、自殺者

数が増加傾向にある若年者層を対象とするＳＮＳを活用したこころの悩み相談「大阪府こころのほ

っとライン」を引き続き実施する。 

また、不安や悩みを抱える若者に、こころの相談窓口の積極的な活用を呼びかける「若者ハート

サポートプロジェクト」を展開する。 

③ 府保健所におけるこころの健康相談等の実施 ２４，１５３千円 

府保健所において、総合的なこころの健康相談や精神障がい者の保健・医療の相談・訪問等を行

う。 

(2) 精神科医療の推進 

① 精神科医療体制の整備 

(ア) 適正な保護及び精神科医療の確保 ２６，３８８千円 

府内（大阪市・堺市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市内を除く。）における精
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神科病院（精神科病床を有する病院）に対し、関係法令の遵守を呼びかけるとともに、医療や

保護の状況調査及び入院中の患者の処遇に関する審査を実施した上で、必要な指導を行う。 

また、「精神医療審査会」において、入院患者等からの退院及び処遇改善請求の審査を行う

とともに、「精神科医療機関療養環境検討協議会」を運営する。 

(イ) 精神障がい者への医療費助成等 １８，１１１，８７７千円 

大阪府知事が入院措置した者及び在宅精神障がい者の通院医療に係る医療費について、保険

診療における自己負担分を公費助成する。 

(ウ) てんかん診療の地域連携体制の整備 ９５９千円 

「てんかん支援拠点病院」において、専門的な相談や治療、関係機関との連携・調整、普及

啓発等を行う。 

② 精神科救急医療体制の整備（救急患者の受入病院の確保等） ３５３，５９１千円 

府内精神科病院における緊急措置診察の実施、入院受入医療機関の確保及び一般科救急病院に搬

送された精神疾患を有する身体合併症患者への対応体制の整備に取り組むとともに、専門相談員等

による府民、救急隊、警察等からの受診・入院等の医療相談に対応する。 

 

３ 母子保健・医療の推進 

全ての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指す国民運動「健やか親子 21（第２次）」に基づく取

組を進め、市町村による住民に身近な母子保健施策の充実と、府による専門性の高い母子保健施策

と広域的な母子保健対策を展開する。 

また、市町村等が実施する医療費給付について、費用負担を適切に行う。 

さらに、大阪府医療計画（第６章第８節 周産期医療）等に基づき、高度専門的な周産期医療を効

果的に提供する周産期母子医療センターの運営補助等により、限られた医療資源を有効に活かしな

がら、将来を見据えた周産期医療提供体制の整備を図る。 

 (1) 母子保健の推進 

住民に身近な市町村が一般的な母子保健施策を実施し、府は専門性の高いハイリスクな慢性疾

患や身体障がい児等に対する母子保健施策や広域・専門的な母子保健対策を展開する。 

① 児童虐待発生予防対策 ９，１４６千円 

「予期せぬ妊娠」等で妊娠に悩む人を早期に把握し、孤立することなく必要な支援を受けられる

よう、関係機関が連携して継続的に支援する体制を整備するとともに、妊娠期から子育て期まで切

れ目なく子育て施策を展開する環境整備を行う。また、地域の医療機関等において実効性の高い児

童虐待防止体制構築を推進する。 

② 母子保健コーディネーターの育成 ３９６千円 

市町村保健師及び助産師を対象とした母子保健コーディネーターの育成研修や、妊娠・出産包括

支援推進連絡会議を行い、市町村が事業主体となる妊娠・出産包括支援事業の円滑な実施を支援す

る。 

③ 障がい・難病児等への支援 １０，６００千円 

専門的なサービスを必要とする障がい・難病児等の地域での総合的な支援体制の整備（小児慢性

特定疾病児童等自立支援事業を含む）を推進する。 

また、「大阪府難病児者支援対策会議」の各分野の専門家と意見交換を行うことにより、難病患者

等の実情や課題を情報共有し、難病対策等の維持向上を図る。 
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④ 移行期医療支援体制整備事業 ４，２７６千円 

小児慢性特定疾病の児童が成人後も適切な医療を受けられるよう、移行期医療支援センターを設

置し、医療機関等の連携の調整並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族等の移行期における相

談支援を実施する。 

⑤ 先天性代謝異常等検査の実施 ８０，６７７千円 

先天性代謝異常症、先天性副腎過形成症及び先天性甲状腺機能低下症の早期発見及び早期治療が

図られるよう、府内の医療機関で出生した新生児を対象に「マススクリーニング検査」を実施する。 

⑥ 弱視児・難聴児早期発見・早期療育体制の整備 ４８，６２６千円 

「弱視」を早期に発見し、治療に繋げられるよう、府内市町村における３歳児健診での屈折検査

導入を支援するとともに、新生児の聴覚障がいの早期発見・早期療育が図られるよう、府内一元的

な検査体制を整備する。 

⑦ 不妊症・不育症等に関する相談及び情報提供等の実施 ２２，６８５千円 

大阪府・大阪市での「おおさか不妊専門相談センター」の共同運営及び関係機関等による協議会

を開催し、不妊症・不育症・グリーフケアに関する専門相談及び情報提供等を行い、不妊等に悩む

府民の身体的・精神的負担の軽減を図るとともに、出産を望む府民を支援する。 

⑧ 特定不妊治療への医療費助成 ３６５，５０４円 

特定不妊治療の保険適用化に伴い、経過措置として、治療にかかる費用の一部を１組１回に限り

助成する。 

⑨ 不育症検査への助成 １１，２５０千円 

国が創設した助成事業を活用し、保険適用検査を保険診療で実施することを要件として、現在研

究段階にある不育症検査に要する費用の一部を助成する。 

⑩ 「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」の運営 １０，９６８千円 

 「旧優生保護法一時金支給法」に基づく一時金請求やこれに係る相談を受け付けるとともに、請

求内容の調査や支給対象となりうる方へ情報が届くよう積極的な周知・広報を行う。 

⑪ 「妊産婦総合対策事業」の実施 ９，５５４千円 

新型コロナウイルス感染症に対し無症状かつ強い不安を抱える妊婦等に対し、本人が希望する場

合、分娩前にＰＣＲ検査を無料で実施する。また、新型コロナウイルス感染の有無に関わらず、不

安を抱える妊産婦に対し、退院後、助産師等が定期的な自宅への訪問や電話等により、不安や孤立

感の解消、育児技術の提供等、寄り添ったケア支援を実施する。 

(ア) 小児慢性特定疾病にり患した児童への医療費助成 ９９４,０７２千円 

「児童福祉法」に基づき国が定める小児慢性特定疾病にり患した児童に対する医療給付を行

う。 

(イ) 身体に障がいのある児童への医療費助成 ２６，８８５千円 

「障害者総合支援法」に基づき、市町村が実施する身体に障がいのある児童に対する医療給

付について、費用の一部を負担する。 

(ウ) 未熟児への医療費助成 １３９，８７０千円 

「母子保健法」に基づき、市町村が実施する入院を必要とする未熟児に対する医療給付につ

いて、費用の一部を負担する。 

 

(エ) 結核にり患した児童への医療費助成 ２７７千円 
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「児童福祉法」に基づき、結核にり患した児童に対する療養等に必要な医療費の給付を行う。 

② 小児在宅医診療の促進（地域医療介護総合確保基金を活用） ２，４２９千円 

地域の内科医や医療スタッフ等を対象に、在宅の小児の医療的ケアに必要な医療技術の習得、小

児の特性理解等を目的とした研修を行う。 
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(3) 周産期医療体制の整備 

 

《周産期母子医療センター位置図》 

 

 

① 周産期母子医療センターの運営支援 １，０４８，４０９千円 

高度専門的な周産期医療を効果的に提供する周産期母子医療センターの運営費に対し補助する。 

② 周産期緊急医療体制の整備 

(ア) コーディネーターの設置 ３８，５６２千円 

大阪母子医療センターに委託し、緊急搬送が必要となる府内のハイリスク妊産婦の搬送調整

を担う専任医師をコーディネーターとして設置することで、緊急搬送を円滑に実施する。 
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(イ) 緊急搬送体制の整備 １７，６４７千円 

危険な状態にある妊産婦や新生児を専門医療機関へ緊急に搬送し、適切な医療が受けられる

体制を確保する。 

(ウ) 産婦人科救急搬送体制の整備 １２７，５０７千円 

かかりつけ医がいない未受診妊産婦等の救急搬送を休日・夜間等に受け入れる医療機関を当

番制により確保する。 

(エ) 周産期緊急医療体制の確保 ９，８００千円 

ＮＭＣＳ（新生児診療相互援助システム）、ＯＧＣＳ（産婦人科診療相互援助システム）の

参加病院について助成を行っている大阪府医師会の事業に対し、補助を実施する。 

 

４ 原爆被爆者の援護 １，９８６，２１７千円 

「原爆被爆者援護法」に基づき、被爆者健康手帳を交付する。また、年２回の定期健康診断及び

希望による健康診断（年２回うち１回はがん検診）を実施するとともに、医療の給付、各種手当等

の支給を行い、原爆被爆者の健康の保持増進を図る。 

また、介護保険利用等助成事業、在外被爆者支援事業及び被爆二世健康診断調査事業を実施する

ほか、生活支援等事業及び健康相談等事業を通じて、原爆被爆者の福祉の向上を図る。 

 

５ ハンセン病対策の推進 １７，３１５千円 

療養所に入所している本府出身者に対する見舞金の支給及び大阪への里帰り事業を実施する。 

また、ハンセン病回復者及び家族等が相談を行うことができるコーディネーターの設置や、大阪

急性期・総合医療センター等の診療体制整備、療養所入所者への診療・看護に関する研修に対し府

内の医療従事者等を派遣するなど、社会復帰等のための総合的な支援を行う。 

さらに、ハンセン病回復者等に対する偏見や差別の解消と尊厳回復を図る啓発事業として、パン

フレットの配布や講演会・交流会を開催する。 

 

６ こころの健康総合センターの運営 ３８，８７１千円 

精神保健福祉に関する中核施設である精神保健福祉センターとして、保健所、社会復帰関連施設、

医療機関をはじめとする地域関係機関、団体に対する支援やネットワークづくりを進めるとともに、

精神保健福祉法の理念にのっとり、広く府民の心の健康づくりの保持、増進を図る。 

 

７ アレルギー疾患対策の推進 ２，６８６千円 

「アレルギー疾患対策基本法」、「アレルギー疾患対策の推進に関する基本指針」を踏まえたアレ

ルギー疾患対策を総合的に推進するため、「大阪府アレルギー疾患対策連絡会議」を設置し、「大阪

府アレルギー疾患医療拠点病院」を中心とした診療連携体制や医療人材の育成・普及啓発など、府

民のアレルギー疾患の発症・重症化予防や症状改善のための取組を行う。 

 

８ 臓器移植対策の推進 

臓器提供意思表示カードの普及啓発をはじめとする臓器移植対策や骨髄移植・末梢血幹細胞移植

に関する正しい知識の普及啓発等、骨髄移植対策の推進を図る。 

 



40 

 

(1) 臓器移植等の推進 ７，２２２千円 

臓器移植に関わる業務を行う大阪府臓器移植コーディネーターを配置して、（公社）日本臓器移

植ネットワークとの連携により移植医療を推進する。 

また、（公財）大阪腎臓バンクと連携し、府内における腎移植を推進する。 

さらに、骨髄移植・末梢血幹細胞移植に関する正しい知識の普及啓発や骨髄バンクドナーの休

日登録会、府内４か所の保健所（池田、四條畷、富田林、和泉）における骨髄バンクドナーの登

録（平日・予約制）を実施する。 

(2) アイバンクへの支援 

（公財）大阪アイバンクの角膜提供者確保の推進を図るとともに、角膜移植に関する知識の普

及啓発を図る。 
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保健医療室 感染症対策企画課 

 

１ 総合的な新型コロナウイルス感染症対策の推進 

新型コロナウイルス対策本部専門家会議等の開催により、同感染症の対策を推進するとともに、府

民への正しい知識の普及・啓発を着実に実施する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策企画広報事業 

専門家会議・協議会等の運営や、府民に対する正しい知識の普及啓発等を実施する。 

① 専門家会議・協議会等運営事業 ５，５５６千円 

新型コロナウイルス感染症に係る専門家会議・対策協議会の運営及び、新型コロナウイルス感染症

対応の課題検証と今後の感染症対策の論点整理を行う会議の設置・運営を行う。 

② 新型コロナウイルス感染症対策サイト運営事業 ２，６１４千円 

府内の最新感染動向公表に係るサイト運営の委託を行う。 

③ 広報・啓発事業 ２，０７６千円 

新型コロナウイルス感染症について、府民への正しい知識等の普及啓発及び患者受入医療機関に対

するセミナー等を開催する。 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策各種システム整備事業 ９，４１７千円 

保健所業務を支援する検査予約・結果通知システム等について運用・保守等を行う。 

 

２ 相談・検査体制の整備・充実 

新型コロナウイルスの感染拡大時にも必要な相談、検査を実施できるよう相談体制、検査体制の整

備・充実を図る。 

(1) 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業        ３，６７８，０７７千円 

 新型コロナウイルス感染症に関する府民向け一般相談窓口、感染が疑われる症状が出ている府民 

向け受診相談センター、自宅待機者等の宿泊療養施設の手配や医療機関の案内等の支援を行う自宅

待機ＳＯＳを設置する。 

(2)  行政検査実施事業 

症状から感染が疑われる方や高齢者施設の従事者等に対する行政検査を実施するため、検査体制

（検体採取・分析）の確保・充実を図る。 

① 検査機関への検査分析委託事業 ２４，００２，０６４千円 

症状・背景から感染が疑われる患者、陽性者が発生した高齢者施設の従事者・入居者等に対する

行政検査を、大阪健康安全基盤研究所および衛生検査所等において実施する。 

② スマホ検査センター事業 ７０４，９９９千円 

高齢者施設や飲食店等における感染拡大を防止するため、少しでも症状がある高齢者施設等の職

員・入所者や飲食店の従業員が迅速に検査を申込できるスマホ検査センターを設置する。（事業実

施は福祉部、危機管理室） 

③ 検査調整センター運営事業 １，８３０，８６２千円 

保健所業務の効率化を図るため、高齢者施設等に対する定期検査等の受検調整や日々の検査件数

の代行入力・集計等を行う検査調整センターを各保健所等に設置する。 
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(3) ＰＣＲ検査体制整備事業 

身近な医療機関等においてＰＣＲ検査が受けられる体制を整備するため、検査機器整備に対する

補助や臨床検査技師等への手技研修を実施する。 

① ＰＣＲ検査機器整備事業 １，５４７，３９２千円 

検査実施機関数の増加や検査処理能力の向上を図るため、医療機関や衛生検査所が実施するＰＣＲ

検査機器等の整備に対し補助を行う。 

② ＰＣＲ検査手技研修事業 ２，４０１千円 

臨床検査技師等を対象に、病原体の核酸抽出から検出までの一連の操作の他、個人防護具の着脱

訓練等の研修を実施する。 

(4) 診療・検査体制確保事業 

発熱患者等に対する診療・検査体制を確保するため、診療所等の医師が直接受診調整できる体制

を引き続き確保するとともに、長期休暇中に検査を行う医療機関等を支援する。 

① 受診調整機能付き地域外来・検査センター運営事業 ４９３，８６９千円 

新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者を診療所等の医師の判断により、直接紹介を受ける地

域外来・検査センターを設置する。 

② 年末年始等診療・検査体制確保事業 １，０００，４３２千円 

年末年始やゴールデンウィーク等における診療・検査体制を確保するため、検査を行う医療機関

に対し協力金を交付する。 

(5) 医療費等公費負担事業 １３，９８９，３５５千円 

新型コロナウイルス感染症患者の早期発見、感染拡大防止のため、医療機関において実施する検

査や宿泊・自宅療養者の医療費を助成するとともに、入院勧告を受けた患者の入院医療費の負担を

行う。 

(6) 無症状者への無料検査事業 １２，４４０，６３６千円 

感染不安の軽減及び感染者の早期発見を目的とし、無症状者を対象に無料で検査を実施する事業

者に対し補助を行う。 

         

３ 医療機関等に対する支援等 

コロナ病床の確保や院内感染対策を強化するため、医療機関等に対し必要な支援を実施する。 

(1) 個人防護具等資材の確保・供給                  ２，３７７，４２６千円 

新型コロナウイルス感染症対応に必要な個人防護具等資材を確保・管理し、入院受入れ医療機関等

に対して配布を行う。 

(2) 院内感染対策にかかる支援（研修含む） １０，８３６千円 

クラスターが発生した医療機関等に対し、感染制御専門家の派遣や、医療機関向けに、院内感染

対策研修会を実施する。 

 

４ 保健所等の体制強化 

(1) 保健所の支援等 

① 外部人材確保事業 ６３９，０００千円 

新型コロナウイルス感染症対策実施にあたり、効率的な業務運営と人的資源の有効活用を図るため、

人材派遣を活用する。 
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② 新型コロナウイルス保健所機能強化事業 ５９，６１５千円 

新型コロナウイルス感染症対応を行うにあたり必要となる経費や、施設クラスター対応への支援を

通じて、保健所の支援を実施する。 

③ 新型コロナ関係事務処理センター 

保健所業務の負担軽減のため、府管轄保健所内に事務処理センターを設置し、証明書等発行業務、

ＳＭＳ送信業務、ＨＥＲ－ＳＹＳ入力業務、電話対応業務を委託する。 

(2) 保健所を介さない陽性者に対するファーストタッチ・健康観察・初期治療体制 

今後のさらなる感染拡大に備え、陽性を判定した医療機関がHER-SYS入力からファーストタッチ、

健康観察、初期治療の一連の対応を担う体制を構築する。 

(3) 高齢者施設等クラスター対応強化チーム（ＯＣＲＴ） 

陽性者が発生した高齢者施設等において、感染拡大を防止するとともに早期治療につなげることで、

重症化を防ぐため施設支援を行う。 

 

５ 感染症対策の推進 

「大阪府感染症予防計画」に基づき、感染症の発生予防・まん延防止・医療提供体制の整備等の総

合的な感染症対策を推進する。 

(1) 発生予防の推進 

① 感染症情報センターによる情報の収集・提供等 ３５，３５３千円 

感染症の疾患ごとに全数把握（全医療機関から報告）、定点把握（区域毎に定められた医療機関か

ら報告）および病原体定点（検体提出による病原体情報）による発生状況の正確な把握と分析を行い、

結果を速やかに感染症情報センターのホームページにて提供するとともに、府のホームページにおい

ても、感染症の予防・啓発を行う。 

② 予防接種に係る取組み ３０１，３３７千円 

予防接種事業や予防接種後の健康状況調査事業等を行うほか、「予防接種法」に基づき市町村が実

施する予防接種健康被害者への救済事業に対して補助を行う。 

③ 風しんワクチン接種の促進 ５９，１３３千円 

風しんの抗体価が十分でなく、ワクチン接種が必要と判定された妊娠を希望する女性とその配偶者

等に対し、市町村が実施する風しんワクチン接種費用への助成事業に対し補助を行う（府内全市町村

が助成事業を実施）。 

④ 造血細胞移植後の定期予防接種ワクチン再接種の促進 ８２８千円 

定期の予防接種で得た免疫が造血細胞移植（骨髄移植等）によって失われた場合の再接種費用を助

成する市町村に対し補助を行う。 

⑤ HPVワクチン接種体制強化事業 ７，７９９千円 

HPVワクチン接種の積極的勧奨が令和４年４月から再開されたことから、接種前の懸念不安や接種

後に生じた様々な症状等に関する相談体制の強化を行う。 

(2) まん延防止の推進 

① 先天性風しん症候群の抗体検査の実施 ４１，２２０千円 

妊娠を希望する女性等に対し、抗体価を確認するための抗体検査を協力医療機関において無料で実

施する。 

② ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）・エイズ（後天性免疫不全症候群）等の相談指導および検査体制
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の充実 ４０，２５６千円 

保健所に相談窓口を設置するとともに、大阪市と共同して外国語による外国人エイズ電話相談事業

を実施する。また、エイズ治療拠点病院等の担当医師からの要請に基づき、患者・感染者およびその

家族等の心理的、社会的援助を行うエイズ専門相談員を派遣する。 

ＨＩＶ検査については、保健所において無料・匿名の検査を実施するとともに、大阪市と共同して、

平日夜間や休日等において検査を受けやすい検査場を運営する。 

さらに、性感染症に関する知識の広報啓発事業を実施するとともに、早期発見のため、保健所等に

おいてクラミジアトラコマチス検査、ＨＢⅤ（Ｂ型肝炎ウイルス）検査および梅毒血清反応検査等を

実施する。梅毒についても、検査機会を拡充するととともに、若年層や感染者報告数の多い層を中心

に啓発を強化する。 

③ 新型インフルエンザ等対策の実施 ５０９，５２１千円 

「大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、薬等の備蓄、医療機関に対する設備整備

事業補助金の交付など、新型インフルエンザ等の発生に備えた対策を講じる。 

④ 蚊媒介感染症対策の実施 

「大阪府蚊媒介感染症（デング熱・チクングニア熱およびジカウイルス感染症）対策・対応マニュ

アル」（平成30年12月策定）に基づき、府民への蚊の刺咬に関する防除対策についての啓発や各自治

体と共同した蚊媒介感染症の予防対策を行う。 

⑤ エボラ出血熱などの海外における流行感染症に関する対策の実施 

海外感染症について、ＷＨＯ（世界保健機関）やＣＤＣ（米国疾病予防管理センター）などの情報

を確認し、流行の拡大により国内での発生が憂慮された場合には厚生労働省との協議の上、保健所設

置市、市町村、医療機関などと連携し、感染対策を行う。 

 (3) 医療提供体制の整備 

① 感染症患者の指定医療機関への移送 １，１８１千円 

感染力が極めて高く、ヒトに感染させる危険性が高い感染症の患者を、アイソレータ（感染症患者

搬送用陰圧式移動ベッド）により感染症指定医療機関へ移送する。なお、現在所有する移送車のうち

１台については、患者負担の軽減等を考慮して、車椅子型のアイソレータを搭載できる仕様としてい

る。 

② 感染症患者への医療費助成 ７９４千円 

入院勧告を受けた患者に対し、全額または一部医療費の負担を行う。 

③ 指定医療機関に対する運営支援 １４１，８８１千円 

各感染症指定医療機関に対し、運営費補助を行う。 

④ ＨＩＶ・エイズ医療体制の充実 ６２８千円 

「大阪府感染症対策審議会エイズ対策及び医療連携推進部会」等を通じて、患者等が安心して適切

な治療が受けられる医療連携体制の推進・充実を図る。 

また、地域の医療機関がＨＩＶ感染者を受け入れるため、患者支援のノウハウや最新の治療に関 

する研修等を行う。 
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《感染症発生動向調査等対象疾患及び疾患ごとの医療体制》 

対象疾患 
把握 
方法 

主な対応 医療体制 医療費負担 

一類感染症 
（ペスト、エボラ出血熱等 
７疾患） 

全数 
把握 

原則とし
て入院 

第一種感染症指定医療機関 
（大阪府：３病院４床）※② 医療保険適用 

（残額（入院に
係る分）は公費
負担） 

二類感染症 
（結核、ＳＡＲＳ等 
７疾患） 

全数 
把握 

状況に応じ
入院 

第二種感染症指定医療機関 
（大阪府：６病院72床）※③ 

結核病床を有する医療機関 
（大阪府：5病院292床）※④ 

三類感染症 
（腸管出血性大腸菌 
感染症等５疾患） 

全数 
把握 

特定業務へ
の就業制限 

全ての医療機関 
医療保険適用 
（残額は自己負
担） 

四類感染症 
（マラリア等44疾患） 

全数 
把握 

輸入規制・
消毒・物件
の廃棄 

五類感染症 
（風しん、麻しん等24疾患） 

全数 
把握 発生動向の

把握・提供 五類感染症 
（感染性胃腸炎等24疾患） 

定点 
把握 

新感染症 
全数 
把握 

原則として
入院 

特定感染症指定医療機関 
（全 国：４病院10床、 
大阪府：１病院２床）※① 

全額公費 
（医療保険適用 
なし） 

新型インフルエンザ等 
（新型、再興型インフルエンザ
新型、再興型コロナウイルス
感染症の４種） 

全数 
把握 

大阪府新型コロナウイルス感
染症患者等受入医療機関 

医療保険適用 
（残額（入院に
係る分）は公費
負担） 

指定感染症 
全数 
把握 

一類～三類感染症に準じた措置 

（令和４年４月現在） 

【大阪府内の感染症指定医療機関】 

※①特定感染症指定医療機関：りんくう総合医療センター２床 

※②第一種感染症指定医療機関：大阪市立総合医療センター１床、堺市立総合医療センター１床、 

りんくう総合医療センター２床 

※③第二種感染症指定医療機関：市立豊中病院14床、市立ひらかた病院８床、 

大阪市立総合医療センター32床、堺市立総合医療センター６床、 

りんくう総合医療センター６床、大阪はびきの医療センター６床 

※④結核病床を有する医療機関：大阪複十字病院30床、阪奈病院123床、大阪はびきの医療センター60床、 

大阪市立十三市民病院39床、近畿中央呼吸器センター40床 
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《参考：ＨＩＶ感染者、エイズ患者 年間新規報告数》 

※令和３年については速報値 

    

(4) 集団発生等緊急時連絡体制の整備 

近畿府県感染症担当者連絡会等の開催により、国・自治体間の連絡体制の確保を図る。 

(5) 感染症に関する知識の普及および人材の養成等 

インターネット等の活用やリーフレット等の作成、報道機関との連携のほか、府民向けセミナー

や保育士や養護教員等への研修を実施し、感染症に対する正しい知識や対処法を普及する。 

また、全ての保健所に配置している感染症対策の担当者、医療機関の医師に対し研修を実施する。

さらに、ペット等の動物由来感染症に関しては、関係部局と連携を図り専門家の意見を参考に対

策を講じる。 

1,011 972 921 903 
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HIV感染者 大阪府総数（人）

エイズ患者 大阪府総数（人）

  大阪府 全国 
          

  総数 同性間 
性的接触 

異性間 
性的接触 

その他 総数 同性間 
性的接触 

異性間 
性的接触 

その他 

平成 28年 
ＨＩＶ感染者 140件 72% 16% 12% 1,011件 73% 17% 10% 

エイズ患者 48件 48% 35% 17% 437件 55% 26% 19% 

平成 29年 
ＨＩＶ感染者 124件 78% 10% 12% 972件 74% 14% 11% 

エイズ患者 50件 58% 10% 32% 381件 58% 24% 18% 

平成 30年 
ＨＩＶ感染者 116件 78% 9% 13% 921件 71% 17% 12% 

エイズ患者 41件 51% 17% 32% 367件 55% 23% 22% 

令和元年 
ＨＩＶ感染者 106件 70% 15% 15% 903件 72% 15% 13% 

エイズ患者 34件 53% 12% 35% 333件 54% 17% 29% 

令和２年 
ＨＩＶ感染者 89件 73% 8% 19% 750件 72% 13% 15% 

エイズ患者 24件 54% 21% 25% 345件 55% 17% 28% 

令和３年 
ＨＩＶ感染者 82件 70% 12% 18% 717件 72% 12% 16% 

エイズ患者 24件 46% 17% 38% 306件 49% 17% 33% 
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① 感染症対策従事者研修の実施 ９２７千円 

各保健所における感染症対策の担当者に研修を行い知識等の向上を図る。 

② 感染症に関する普及・啓発（性感染症予防を含む。） ６，５４８千円 

感染症の発生予防やまん延防止に加え、差別や偏見をなくすことを目的とした啓発を行う。 

③ 動物由来感染症に関する調査の実施 １，２７３千円 

府内での各種サーベイランスを実施し、その状況を検討のうえ、各部局との情報共有や対策を図る。 

(6) 衛生検査所への立入検査等の実施 ６８３千円 

臨床・衛生検査技師免許の進達を行うとともに、衛生検査所の精度管理調査および立入検査等を

実施する。 

また、臨床検査技師養成施設の指定および監督に係る事務を行う。 

 

６ 結核対策の推進 

府内における新登録結核患者数・り患率は、依然、全国平均を大幅に上回り、厳しい状況にあるこ

とから、保健所設置市や医師会をはじめ保健医療関係機関と連携を図り、結核事情の改善に向けた事

業を推進する。 

《新登録結核患者数・り患率年別推移》 

 

 

 

府保健所管内（※１） 大阪府 全国 

新登録 
患者数 

り患率 
（※２） 

新登録 
患者数 

り患率 
（※２） 

新登録 
患者数 

り患率 
（※２） 

平成28年 598人 16.4 1,945人 22.0 17,625人 13.9 

平成29年 580人 15.9 1,881人 21.3 16,789人 13.3 

平成30年 543人 16.2 1,805人 20.5 15,590人 12.3 

令和元年 423人 13.6 1,619人 18.4 14,460人 11.5 

令和２年 342人 12.6 1,400人 15.8 12,739人 10.1 

※１ 大阪市、堺市、高槻市、豊中市、東大阪市、枚方市、（平成30年4月からは八尾市、平成31年4

月からは寝屋川市、令和2年4月からは吹田市）を除く。 

※２ 人口10万人対。 

 

(1) 結核患者に対する検査等の実施 

① 接触者に対する健康診断等の実施 ３５，１６４千円 

結核患者の家族、接触者を対象とする結核検診の実施や医療放置者、経過観察者に対する精密検査

を実施する。 

② 再発早期発見のための患者状況の把握 ２，３１０千円 

医療機関への照会等により、治療が終了した結核患者の状況を把握する。 

③ 適正な治療と二次感染防止のための保健師による家庭訪問指導等の実施 １，２２５千円 

保健師の家庭訪問指導および結核登録者に対し結核菌検査等を実施する。 

④ 高齢者等特に重要な階層に対する結核健診等の実施 ５，６８６千円 

結核対策上、特に重要な地域および階層等に対する重点的・効果的な各種事業を実施する。 
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(ア) デインジャー層（発病した場合に多くの人に感染させる恐れのある職業に従事する者）及び

ハイリスク層（免疫低下により発病するケースが多い高齢者層）等に対する結核健診推進事業 

(イ) 患者の治療成績情報を収集・分析し検討することで課題を抽出し、効果的な治療へ結び付け

ていく結核患者治療成績評価推進事業 

(ウ) 外国人結核患者および接触者への対策 

外国人結核患者へ母国語による情報提供を行い、入院や健康診断受診に対して理解を得ため

に、入院勧告書、健康診断勧告書、ホームページの多言語化を進める。また、母国語による健診

受付ができるようにする。 

(2) 検査の実施等に対する支援 

① 定期健康診断実施への支援 １９，０６５千円 

私立学校や施設設置者に対し、定期健康診断に要する経費を助成する。 

② 結核治療の医療費助成 ７６，２６１千円 

「感染症法」に基づき、結核治療に要する医療費の公費負担を行う。 
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保健医療室 感染症対策支援課 

 

１ 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関への支援 

新型コロナウイルス感染症への対応として、医療提供体制の整備のため、医療機関への支援を行う。 

(1) 病床確保事業 ２０６，１６８，１４０千円 

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れる医療機関が必要とする病床確保料に対する経費

の補助を行う。 

(2) 入院医療機関設備整備事業 ３，６７５，７６５千円 

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れる医療機関に対して、人工呼吸器やＥＣＭＯ（体外

式模型人工肺）等の設備導入等に要する費用の補助を行う。 

(3) 帰国者・接触者外来等設備整備事業 ９６９，８１１千円 

帰国者・接触者外来等設置医療機関に対して、簡易診察室等の設備整備費用の補助を行う。 

(4) 重点医療機関等設備整備事業 ２，５５５，７８０千円 

重点医療機関に対して、超音波画像診断装置やＣＴ撮影装置等の設備導入に要する費用の補助を

行う。 

(5) 救急・周産期・小児医療体制確保事業                 ９０３，８４３千円 

  救急・周産期・小児医療機関が類似症状患者を受け入れるために要する設備等の整備に要する費

用を補助する。 

 (6) 診療再開支援事業 ９，６４０千円 

新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関に対して、診療再開に要する消毒費用

等の補助を行う。 

(7) 医療従事者宿泊施設等確保事業 ６１２，３００千円 

新型コロナウイルス感染症患者の治療に携わる医療従事者のために宿泊施設を確保する医療機

関に対して、借上げを行うために要する費用の補助を行う。 

(8) 感染拡大時における協力金支援事業 ５，４８７，３００千円 

 医療体制ひっ迫時等における医療機関への支援として協力金を支給する。 

 

２ 人材確保・医療従事者への支援 

新型コロナウイルス感染症への対応のため、医療従事者の派遣や特殊勤務手当の支給を行う医療機

関への支援を行う。 

(1) 新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業 

  ４５４，０２３千円 

新型コロナウイルス感染症重症患者等の対応のため医師等を派遣した医療機関に対して、医師等

の派遣に要する費用の補助を行う。 

(2) 新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療を行う医師等派遣体制の確保事業 

  ２３，３８６千円 

新型コロナウイルスに感染したことにより休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関への医師等

の派遣に対する補助を行う。 
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(3) 医療機関の地域医療支援体制構築事業  ２２，４３６千円 

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい診療状況となっている医療機関への医師等の派

遣に対する補助を行う。 

(4) 特殊勤務手当支給事業 ２，４２３，９３４千円 

新型コロナウイルス感染症患者の入院治療に携わる医療従事者に特殊勤務手当を支給する医療

機関に対して補助を行う。 

(5) 新型コロナウイルス感染症患者対応看護従事者育成事業 １２，６３３千円 

新型コロナウイルス感染症患者の看護に必要な看護知識及び実践能力習得に向けた研修を行い、

新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関等において、患者のケアに対応できる医療提供体制を

確保する。 

(6) 中小規模病院等感染対策重点強化事業 ４，８７３千円 

中小規模病院等の看護師を対象に感染対策に関する研修を実施し、感染対応等の対応力向上を図

る。 

また、研修修了者を中小規模病院等へ派遣するなど、感染対策指導等の専門家派遣の人材として

活用する。 

 

３ 新型コロナウイルス助け合い基金事業 ２，３００，０００千円 

府民等から寄せられた寄付金を積み立てる「大阪府新型コロナウイルス助け合い基金」を運営し、

新型コロナウイルス感染症に関する医療及び療養に係る役務に従事された方に対して、支援金の贈呈

を行う。 

 

４ 大阪コロナ重症センターの運用 

新型コロナウイルス感染症の重症患者の急増に対応するため、大阪コロナ重症センターの運用を行

う。 

(1) 大阪コロナ重症センター整備事業 ９３２，７７３千円 

施設、機器、備品等の整備を行う。 

(2) 大阪コロナ重症センター運営事業 ２，１８４，５３６千円 

大阪コロナ重症センターに医療従事者を派遣する医療機関に対して補助等を行う。 

 

５ 入院・療養体制の確保 

新型コロナウイルス感染症への対応のため、陽性者の入院調整や宿泊療養・自宅療養における健康

管理体制等を確保する。 

(1) 宿泊療養体制確保事業 ９，７０１，０９６千円 

宿泊療養者に係る健康管理体制を確保する。 

(2) 医療搬送体制等確保事業 ８１，２７７千円 

入院フォローアップセンターや転退院サポートセンターを設置し、陽性者の入院調整や転退院の 

促進等を行う。 

(3) 自宅療養体制等確保事業 ７，３７２，０４７千円 

自宅療養者等生活支援及び健康管理事業（自宅療養に係る軽症者等への配食サービス等）を行う。 

(4) 新型コロナウイルス感染症患者移送体制拡充事業 ９９０，４２９千円 
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民間救急や民間タクシーを活用し、安全かつ円滑な移送体制を確保する。 

(5) 診療型宿泊療養体制確保事業                   ４，２７９，３１６千円 

   診療型宿泊療養施設において、療養者の症状増悪等に対応するため、必要な体制を充実させる。 

(6) 大規模医療・療養センターにおける診療体制確保事業          ８１８，７５４千円 

  大規模医療・療養センターに整備した中等症病床（200床）の運用を行う。 
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ワクチン接種推進課 

 

１ 新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保 

新型コロナウイルスワクチン接種を促進するため、市町村支援や府による大規模接種会場の運営、

個別接種促進等の支援をはじめ、専門的相談体制の構築等により、接種体制を確保。 

 

（１） 新型コロナワクチン接種体制確保事業 ２０，９９０，４５３千円 

① 接種体制構築に係る市町村支援 

  ワクチン接種の円滑な実施に向け、国から供給されるワクチンの市町村への配分や府域全体の調

整を行う等、市町村の接種体制構築に係る支援を実施。 

② 府による接種会場の設置・運営 

市町村の接種体制を補完するため、府による大規模接種会場を令和３年度より引き続き運営。 

③ 個別接種等の促進 

  ワクチン接種回数の増加を図るため、診療所等の個別接種促進の支援を実施。また、更なるワク

チン接種の加速化を図るため、職域接種に対する支援を実施。 

④ 専門的相談体制の確保 

副反応等に対する専門的な相談窓口の設置及び専門的医療体制を確保。 
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健康推進室 健康づくり課 

 

１ 大阪府健康づくり推進条例及び大阪府受動喫煙防止条例並びに健康づくり４計画の推進 

平成 30年 10月に制定した「大阪府健康づくり推進条例」に基づき、府民の「健康寿命の延伸」と

「健康格差の縮小」の実現に向けた取組みを実施する。 

また、府民の健康のために、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境整備を図るため、令和

２年４月に全面施行となった「改正健康増進法」及び、平成 31年３月に制定した「大阪府受動喫煙防

止条例」に基づき、全国に先駆けた受動喫煙防止対策を進める。 

さらに、令和３年度に施策の進捗状況や社会・経済情勢等を踏まえ中間点検を実施した「第３次大

阪府健康増進計画」「第３期大阪府がん対策推進計画」「第３次大阪府食育推進計画」「第２次大阪府歯

科口腔保健計画」の健康づくり４計画に基づき、がん・生活習慣病の発症予防・重症化予防等に取り

組む。 

 

２ おおさか健活10推進プロジェクトをはじめとする健康づくり 

「第３次大阪府健康増進計画」に基づき、若い世代から働く世代、高齢者までライフステージに応

じた健康づくりの取組みを推進する。 

(1) オール大阪による健康づくり推進事業 ２３，４３１千円 

『健活１０〈ケンカツテン〉』を活用した普及啓発や「健活おおさか推進府民会議」での活動の共

有、健康づくりアワードの実施等、公民の多様な主体との連携による健康づくり活動を展開し、オ

ール大阪での健康づくりの気運醸成・社会環境整備を推進する。 

 

 

(2) 健康キャンパス・プロジェクトの推進（若い世代の健康づくり推進事業） ２，４６３千円 

大学と連携し、学生を対象とした健康セミナーの開催や学生を主体とするプロジェクトの展開等

を通じて健康キャンパスづくりを推進することで、若者のヘルスリテラシーの向上を図る。 
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(3) 中小企業の健康づくり推進（職域の健康づくり推進事業） ９，５５５千円 

府内中小企業を対象とした、健康経営優良法人認定取得に向けたオンラインセミナーの開催や効

果的な取組事例レポートの発信等を通じて、健康経営の取組みを支援する。 

(4) 健康格差解決プログラム促進 ３６，３７６千円 

 市町村及び職域と連携し、特定健診受診率の向上、効果的な特定保健指導の実施及び実施率の向

上、フレイル予防を目指し、健康格差の縮小に向けたモデル事業等を実施する。 

(5)  万博と連携した健康づくりの機運醸成                  １４，３０７千円 

   「いのち・健康」をテーマとする2025年の大阪・関西万博に向けて、ポストコロナを見据えた「新

しい生活様式」に対応した健康づくりを推進するため、万博の取組みとも連携して府民に広く健康

づくりを啓発する。 

(6) 健康づくりに関する連携体制の整備 

① 地域・職域での連携体制の整備 ３，５２２千円 

行政、事業者、医療保険者等の関係機関による「地域職域連携推進協議会」を設置し、関係者間の

情報共有、保健医療資源の相互活用、保健事業の共同実施等により連携体制の充実を図る。 

② 地域医療連携事業の推進 ２，６２８千円 

第７次大阪府医療計画に基づき、３疾病（脳血管疾患、心血管疾患、糖尿病）について、二次医 

療圏ごとに医療関係機関の連携を推進する事業（会議体の設置・医療従事者向け研修会等）に取り

組み、地域特性に応じた医療連携体制の充実を図る。 

③ 精度管理基礎調査の実施 ５，４１４千円 

府内の健(検)診機関で診断結果に誤差のない健(検)診を行うため、精度管理基礎調査を行う。 

 

《平均寿命と健康寿命の推移》 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ がん対策の推進 

「がん対策基本法」、国の「がん対策推進基本計画」及び「第３期大阪府がん対策推進計画」に基づ

いたがん対策の充実を図る。 
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出典 平均寿命：厚生労働省都道府県別生命表 

   健康寿命：令和３年 12月 20日 第 16回健康日本 21（第二次）推進専門委員会資料 

平均寿命【全国】 平均寿命【全国】 

平均寿命【府】 平均寿命【府】 

健康寿命【府】 健康寿命【府】 

健康寿命【全国】 
健康寿命【全国】 
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(1) がん対策推進体制の整備 

① 大阪府がん対策推進委員会の運営 ３，６１９千円 

がん対策の推進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項並びに計画に基づく施策について、

進捗管理等を行う「大阪府がん対策推進委員会」及び各専門部会を運営する。 

② がん登録の実施及び推進 １６，３０１千円 

「がん登録等の推進に関する法律」に基づく「全国がん登録」制度について、府内医療機関のがん

り患患者情報の集約及びがん登録情報の提供を大阪国際がんセンターへの委託により実施する。 

また、がん登録情報の届出を行う医療機関の実務者に対し、がん登録業務に係る研修会等を実施す

るとともに、地域がん登録や全国がん登録データの集計・解析業務や、標準集計表を基礎データとし

た年報の作成を行う。 

③ 組織型検診体制の整備 １０，９５１千円 

がん検診の精度向上を図るため、府内市町村のがん検診の情報を集約する。 

④ 精度管理センターの運営 ５７，３５４千円 

市町村のがん検診事業を分析・評価の上、課題を明確化するとともに、改善方策についての指導・

助言を行う「精度管理センター」を設置・運営する。 

⑤ がん検診受診率の向上 １２，３１４千円 

職域のがん検診について、精度管理されたがん検診の普及および受診率の向上を目的とし、保険者

や事業主を対象とした実態調査の実施や国マニュアルの普及を図る。 

⑥ がんの予防につながる学習活動（がん教育）等がん対策基金事業の推進 １８，３２８千円 

「大阪府がん対策基金」を設置・運営し、中学校等におけるがんの予防につながる学習活動の充実

支援活動事業や、企画提案公募によるがん対策貢献事業、小児･ＡＹＡ世代のがん患者支援事業など、

がんの予防・早期発見、その他がん対策の推進に資する事業を実施する。 

⑦ がん患者の就労支援 １４５千円 

労働関係機関と連携し、がん拠点病院の相談員や医療従事者等に対する研修会を開催する。 

(2) がん診療連携拠点病院における医療提供体制の整備 

① がん診療情報の収集及び医療機関相互の診療連携の推進等 １３３，３１６千円 

国の「がん診療連携拠点病院」の設置を推進し、さらに府独自に「大阪府がん診療拠点病院」を指

定することで、がん診療情報の収集、分析及び情報発信、医療機関相互の診療連携を図るとともに、

早期診断及び緩和ケア等に関する研修会の開催等により、地域におけるがん医療の水準向上、がん医

療の均てん化を図る。 

② 設備整備等への支援（地域医療介護総合確保基金を活用） ２２８，２９７千円 

がん診療連携拠点病院等が行う設備整備等に対する支援や、医療機関等が行う緩和ケアに関する普

及啓発活動や研修等を支援する。 

(3) 重粒子線がん治療に対する患者支援事業費 

① 重粒子線治療利子補給事業 ３，７６５千円 

府民が、公的医療保険の適用を受けない重粒子線治療を受けるため、金融機関からの借り入れを行

った場合に、その利子分の助成を行う。 

② 小児がん患者重粒子線治療助成事業 ６，２８０千円 

小児がん患者が先進医療である重粒子線治療を受ける場合に、経済的な事情で治療を断念すること

がないよう助成を行う。 
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(4) 小児・AYA世代のがん患者に対する妊よう性温存治療助成事業 ２９，８７０千円 

がん治療を受けながら、将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者に対し、

がん治療に際して行う妊よう性や生殖機能の温存及び温存後の検体を用いた生殖補助医療にかか

る治療費の助成を行う。 

(5) 肝炎肝がん対策の推進 

① 肝炎ウイルス検査等の実施 ４６，４６３千円 

府内委託医療機関において肝炎ウイルス検査を実施し、肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとと

もに、重症化予防を目的として肝炎医療コーディネーターを養成し、相談対応等フォローアップ事業

を実施する。 

② 肝疾患診療体制整備事業 １０，３５２千円 

「肝疾患診療連携拠点病院」の相談支援センターにおいて、患者・家族及び地域の医療機関等に対

し、肝疾患に係る情報提供・相談・支援を実施する。 

③ 初回精密検査費用助成事業 １，４３１千円 

肝炎ウイルス検査の陽性者を対象に、精密検査を受けた際の検査費の自己負担分を助成すること

により、早期治療につなげ、さらなる重症化の予防を図る。 

④ 肝炎定期検査費用助成事業 ２，２２１千円 

肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者を対象に、定期検査を受けた際 

の検査費用の自己負担分を一部助成することで、さらなる重症化の予防を図る。 

⑤ 肝炎患者に対する医療費助成の実施 ５３１，８９６千円 

Ｂ型及びＣ型肝炎患者に対し、医療費助成を行い、肝硬変・肝がんなどの重症化予防及び肝炎の感

染拡大の防止を図る。 

⑥ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 １８，５４３千円 

臨床データを収集するとともに、肝がん患者等の入院・通院医療費の助成を行う。 

 

４ 生活習慣病の予防、早期発見、重症化予防対策の推進 

「第３次大阪府健康増進計画」に基づき、循環器疾患、糖尿病等の生活習慣病の予防等に取り組む。 

(1) 循環器疾患の予防対策（（公財）大阪府保健医療財団大阪がん循環器病予防センター委託事業） 

 １０２，７４４千円 

① 医療費データ及び特定健診・特定保健指導のデータ分析 

市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合及び全国健康保険協会大阪支部と連携して、医療費

データや特定健診・特定保健指導のデータ等を分析するとともに、医療費及び疾病の構造分析を行う。 

② 行動変容推進事業のフォローアップ 

汎用性の高い行動変容プログラムの普及促進のため、実態調査による府内市町村の事業の実施状況

の把握、①の分析による健康課題を明確化し、市町村に対する研修会の開催等を通じて行動変容推進

事業のフォローを行う。 

③ 循環器疾患と危険因子のモニタリング、保健指導ツールの開発及びその活用 

特定集団の健康状況に係るデータを追跡・調査し、保健指導ツールの開発等に活用する。 

④ 府民の健康づくりを支援するシンクタンク機能 

健康づくりの専門機関として、エビデンスの確立に向けた研究の実施、健康づくり施策の企画立案

に必要な基礎データ等を関係機関に提供する。 
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(2) 市町村健康増進事業への支援 ２８０，１１８千円 

「健康増進法」に基づき、健康教育や健康診査等、健康増進事業を実施する市町村へ助成を行う。 

 

(3) 受動喫煙防止対策の推進 ３７４，７５５千円 

「健康増進法」及び「大阪府受動喫煙防止条例」の周知啓発を行うとともに、飲食店が喫煙室を

整備する費用や全面禁煙化する際の改装費用への補助、相談窓口の設置等での支援を実施する。特

に、府条例の全面施行（令和７年４月）に向け、条例の規制対象となる飲食店に対し、制度内容の

周知や支援策の利用促進を重点的に行う。 

また、法や府条例に基づく原則屋内禁煙の取り組みが進むにつれ、路上等での喫煙の増加が懸念

されることから、市町村や民間事業者との連携による「屋外分煙所」のモデル整備の促進を図る。 

さらに、自らの意思で受動喫煙を避けることが難しい子どもたちを守るため、「大阪府子どもの

受動喫煙防止条例」に基づき、広く府民への周知・啓発等を行う。 

 

５ 歯科保健対策の推進 

(1) 歯科保健の推進 

① ８０２０（はちまるにいまる）運動の推進 ２，０４１千円 

多くの府民が８０２０（80歳で20本以上自分の歯を保つ）を達成できるよう、地域の保健医療関係

者を８０２０推進アンバサダーとして養成し、各職種の既存の取組みと連携した歯科保健の啓発を促

進する。 

② 市町村口腔保健事業の支援 ５，０４２千円 

「第２次大阪府歯科口腔保健計画」の推進にあたり、健康づくり課内に設置した口腔保健支援セン

ターにおいて、府内の歯科口腔保健に関する実態調査を実施するとともに、市町村において歯科口腔

保健対策が効果的に実施されるよう、歯科口腔保健の推進に必要なデータを分析し、人材育成や情報

提供等の支援を行う。 

③ 大阪府生涯歯科保健推進審議会の運営等 １，７７７千円 

「大阪府生涯歯科保健推進審議会」において、歯科保健の推進に関する施策についての調査審議を

行うとともに、地区歯科医師会会員の中から「地域生涯歯科保健推進員」を市町村単位で確保し、市

町村等に対して技術的指導や支援等を行う。 

④ 障がい者施設における歯科口腔保健の推進 ２，１３７千円 

障がい者施設職員等を対象とした口腔スクリーニングツールを作成し、障がい者施設における口腔

衛生管理担当者の技術向上を目的とした研修会を開催する。 

(2) 地域歯科医療体制の整備 

① 障がい者歯科診療体制の整備 ４５，４８４千円 

（一社）大阪府歯科医師会に障がい者歯科診療センターの運営を委託するとともに、一般の歯科診

療所では治療が困難な障がい者に対し高度かつ専門的な歯科医療が提供可能な府内の医療機関等（市

町村が実施主体の施設を除く。）に対し助成する。 

② 夜間緊急歯科診療体制の整備 １６，０００千円 

（一社）大阪府歯科医師会に対して運営費補助を行い、夜間の緊急歯科診療体制を確保する。 

(3) 在宅歯科診療の推進（地域医療介護総合確保基金を活用） 

① 在宅療養者経口摂取支援チーム育成事業 ３，２１０千円 
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在宅療養者への経口摂取支援対応が可能な歯科チーム（歯科医師・歯科衛生士）の育成を図る。 

② 新しい生活様式に対応した口腔保健指導推進事業 ６，０５８千円 

地域における介護施設（デイサービス施設）職員等を対象に、新しい生活様式に対応した口腔ケア

に係る保健指導講習会の実施を促進する。 

(4) 歯科医療安全に関する研修会の実施等 ７７３千円 

「歯科医療安全管理体制推進協議会」を設置し、「歯科診療所における医療安全管理に関する手引

き」の作成及び歯科医療安全に関する研修会を開催する。 

(5) 歯科衛生士等養成施設等の指定等 ９３千円 

歯科衛生士、歯科技工士の養成施設を指定・監督し、運営の質の維持を図る。 

(6) 医科歯科連携の推進（地域医療介護総合確保基金を活用） ４１，６３９千円 

脳卒中患者等が継続的に口腔機能管理を受けられるよう、府内の病院に各地域の歯科医師・歯科

衛生士を派遣し研修や専門的助言を実施することで、医科歯科連携推進を図る。 

(7) 歯科疾患実態調査の実施 １，０２１千円 

「歯科疾患実態調査実施要領」に基づき、府民の歯科保健状況を調査する。 

 

６ 栄養施策の推進 

(1) 食育の推進 ２，４２８千円 

① 食環境の整備 

生活習慣病の一次予防として、高校、大学、若年者、中高年へのライフステージに応じた食育推進、

飲食店等のメニューの栄養成分表示やヘルシー化の環境づくり等を促進する。 

さらに、「第３次大阪府食育推進計画」に基づき、毎月19日を「野菜バリバリ朝食モリモリ推進の

日」、８月を「食育推進強化月間」と定め、食育についての啓発を行うとともに、「野菜バリバリ朝食

モリモリ！みんなで育む元気な食」を合言葉に、より一層の実践につなげる食育を推進する。 

② 食生活改善対策の推進 

食生活改善連絡協議会と連携して、食生活改善推進員リーダー研修を実施し、地域に密着した活動

を行っている食育ボランティア等の活動を推進する。 

(2) 病院や福祉施設等に設置される特定給食施設への指導 １，７２９千円 

施設訪問等により専門的な知識や技術の指導等を行い、適切な栄養管理を通じて健康増進を図る。 

(3) 国民健康・栄養調査の実施 ６，７７３千円 

「健康増進法」に基づき、府民の健康状態、栄養摂取量及び生活習慣の状況を調査する。 

(4) 管理栄養士研修の実施 ４９３千円 

「栄養士法」に基づき「公衆栄養学」に係る臨地実習を行う。 

(5) 栄養士免許の交付等 ６２６千円 

「栄養士法」に基づき、栄養士及び管理栄養士の免許に係る事務を行う。 

(6) 大阪府食育推進計画評価審議会の運営等 ５９３千円 

「第３次大阪府食育推進計画」に基づき、府民運動としての食育をより一層推進するため、「大阪

府食育推進計画評価審議会」等を運営する。 
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健康推進室 国民健康保険課 

 
１ 国民健康保険事業の運営 

医療保険制度は、昭和３６年に国民皆保険制度が確立され、現在、健康保険、共済組合、国民健康

保険等に分かれている。本府では、引き続き府民が安心して必要な医療が受けられるよう、平成３０

年度から大阪府内の市町村とともに国民健康保険の保険者となり、国民健康保険運営方針に基づき、

保険料率等の統一による「被保険者間の負担の公平化」と市町村・府民の「予防・健康づくり、医療

費適正化へのインセンティブの強化」を進め、国民健康保険事業の運営の安定化を目指す。 

 
《国民健康保険の加入状況（令和４年２月末現在）》 

保険者数 

市町村 ４３ 

国民健康保険組合 １６ 

世帯数 １，３１３，５２９世帯 

被保険者数 １，９７９，２５１人 

 

(1) 国民健康保険特別会計への繰出し 

大阪府が保険者として行う事業を運営するために必要な経費を国民健康保険特別会計に繰り出

す。 

①  国民健康保険特別会計繰出金（義務） ５４，１４７，９１８千円 

(ア) 国民健康保険都道府県繰出金 ４５，８６３，９５７千円 

(イ) 国民健康保険高額医療費繰出金 ７，４６６，２２７千円 

(ウ) 特定健診・特定保健指導公費負担事業繰出金 ８１７，７３４千円 

②  国民健康保険特別会計繰出金（政策） １１９，３０３千円 

(2) 国民健康保険基盤安定事業費負担金 ３８，７１８，５８３千円 

市町村が行う低所得者の保険料軽減に対し公費による助成を行うことにより、国保財政の基盤安

定を図る。 

(3) 国民健康保険特別会計の運営 ８０５，４８１，５４２千円 

国民健康保険の安定的な財政運営、事業の効率的な実施の確保等国民健康保険事業の健全な運営

について中心的な役割を果たし、国保事業運営の安定化を図るため、大阪府国民健康保険特別会計

を設置・運営し、必要な経費を支出する。 

このうち、被保険者の予防・健康づくり、医療費適正化の推進に向けて、次のとおり保健事業を

行う。 

①  国民健康保険ヘルスアップ支援事業費                  ７９，１１５千円 

市町村国保との共同保険者として、被保険者の予防・健康づくりの推進や、医療費の適正化を図

るため、各市町村の地域や個別の課題に応じた支援を強化し、市町村における保健事業の質の向上

（好事例の創出・横展開）や、国の保険者努力支援制度における評価点獲得を図る。 
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(ア)  市町村保健事業への介入支援 
市町村に有識者と赴き、地域診断や助言等の個別支援を実施する。 

(イ)  糖尿病性腎症重症化予防アドバイザー事業 
専門医、かかりつけ医、市町村との連携体制構築、継続支援を実施する。 

(ウ)  保健事業の充実のための人材確保・支援事業 
データ分析に必要な技術を獲得するため、市町村の保健師や栄養士等を対象とした基礎的

講座を実施する。 
(エ)  高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進 

前期高齢者の健康状況・暮らしぶりについての実態を把握し、KDB等データと合わせた分
析を進め、市町村の実情に応じた効果的な一体的事業の実施を推進する。 

②  特定健診受診率向上プロジェクト事業費 ４２，４５０千円 

全国の中で低位にある市町村国保の特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上に向けて、効果

的なプロモーション手法を確立するとともに、アスマイルにおいて生活習慣病の発症確率を下げる

ための、個人ごとの主体的な健康づくりを勧奨するモデル（伴走型支援機能）の構築を行い、国保

被保険者の予防・健康づくりの充実を図る。 

③ 健康づくり支援プラットフォーム事業費 （特別会計分）１６７，０００千円 

国保被保険者に係る「おおさか健活マイレージ アスマイル」を展開する。 

(4) 健康づくり支援プラットフォーム整備等事業 （一般会計分）２８５，０００千円 

個人インセンティブを活用した府民の継続的かつ自発的な健康づくりの促進及び特定健診や歩

数等のデータ蓄積・分析体制の整備のため、「おおさか健活マイレージ アスマイル」を展開する。 

 

 

  

※ＰＨＲ（Personal Health Record）:参加者本人の健康情報（体重・血圧・歩数等）のこと 

健康づくり支援プラットフォーム
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２ 後期高齢者医療制度の安定化 

大阪府後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療制度に対し、その運営の安定化を図るため、

次のとおり財政支援を行う。 

（対象者） １，２０１，０７８人（令和４年２月末現在） 
・７５歳以上 
・６５歳以上の一定の障がい状態にある者 

(1) 後期高齢者医療給付費負担金 ９６，９６０，０９９千円 

高齢者の医療の確保に関する法律に係る給付額の府費負担分を大阪府後期高齢者医療広域連合

に交付する。 

(2) 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 ２０，３３８，４０４千円 

大阪府後期高齢者医療広域連合が行う低所得者等の保険料軽減に対し、公費による負担を行う。 

(3) 後期高齢者医療高額医療費負担金 ７，５８８，４８８千円 

レセプト１件当たり８０万円を超える医療費について、８０万円を超える額のうち、保険料等で

賄うべき部分に対し、公費による負担を行う。 

 

３ 各種審査会等の運営（国民健康保険審査会、後期高齢者医療審査会） １，９２２千円 

市町村等が行った保険料や給付についての処分（決定）に対する、不服申立ての審理・裁決を行う

審査会等を運営する。 

 
４ 保険医療機関等への関係規則等の周知        １６，９９０千円 

「国民健康保険法」及び「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険医療機関等又は保険

医等に対し、保険給付に係る診療内容や診療報酬の請求に関する関係規則及び規程等の周知徹底を効

果的・効率的に行うため、医療関係団体に対して、講習事務を委託し実施する。 

  
５ 医療費適正化計画の推進 ７６９千円 

生活習慣病の発症・重症化予防の推進等により、府民の生活の質を確保・向上する形で医療の効率

化を図り、医療費の適正化をめざす「第３期大阪府医療費適正化計画」（平成 30年度から令和５年度）

の実施状況を検証するため、「大阪府医療費適正化計画推進審議会」を設置し、その意見等を踏まえ、

計画の効率的な推進を図る。 
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生活衛生室 環境衛生課 

 

１ 水道等の整備の推進 

人口減少等に伴う料金収入の減少、水道施設の老朽化に伴う更新費用の増大、技術職員の確保等の

水道事業が抱える課題に対応し、将来にわたり安全な水を安定的に供給していくため、「大阪府水道

整備基本構想（おおさか水道ビジョン）」に基づき府域一水道に向けた広域化を推進する。 

また、「大阪府広域的水道整備計画」に基づき、広域的な水道施設整備や水質監視等、水道事業の基

盤強化を図る。 

(1) 水道の広域化及び衛生確保の推進 １９，１３７千円 

① 広域化の推進等 

法定協議会につながる府域全水道事業体が参加する「府域一水道に向けた水道のあり方協議会」の

検討報告書を土台として、府域一水道に向けた具体的な取組みについてさらに検討を進める。 

また、水道事業者間の広域的な連携を推進するため、「大阪府水道基盤強化計画」の策定に取り組

む。 

② 水道施設等への維持管理指導 

水道施設への立入検査等を実施し、適切な維持管理が行われるよう水道事業者等に対し指導する。

（水道法施行令第15条により府内33市町村が知事の権限） 

さらに、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の設置者に対し、その衛生管理について指導・啓発を

行う。 

③ 水質監視の徹底 

「大阪府水道水質管理計画」に基づき、府域水道事業体と協力し、水道水源において水質監視や未

規制化学物質等の調査を行う。また、各水質検査機関の検査の精度管理に取り組む。 

さらに、クリプトスポリジウム対策が必要な水道事業者等に対し、浄水管理の強化と水道原水・浄

水における水質監視を指導し、水道水の安全を確保する。 

④ 飲用井戸設置者等への指導等 

飲用井戸設置者等に対し、「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」に基づき適正な管理についての

指導・啓発を行うとともに、地下水汚染判明時には、「大阪府地下水質保全対策要領」に基づき関係

機関と協力し、汚染井戸周辺地区調査を実施する。 

⑤ 災害時における既存井戸等の有効活用による生活用水の確保 

市町村と協力し、「災害時協力井戸」の登録を推進する。 

(2) 水道施設・管路の耐震化等の推進 ２，０６２，０５３千円 

水道事業者等が実施する水道施設・管路耐震化事業等に対し国の生活基盤施設耐震化等交付金を

交付し、老朽化対策、耐震化を推進する。 

また、大規模災害時等においては「大阪広域水道震災対策相互応援協定」等に基づき広域的な対

応を行う。 

 

２ 環境衛生施設における衛生の確保 

施設の監視指導や知識の普及啓発等により、生活に身近な生活衛生関係営業施設や遊泳場、墓地、

納骨堂、火葬場等の施設の衛生水準の向上を図る。 

また、理容師法及び美容師法で規定する理容師養成施設及び美容師養成施設の指定・監督等を行う。 
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(1) 公衆浴場や理美容業等の生活衛生関係営業施設への指導等の実施 ３１，５９７千円 

生活衛生関係営業施設（旅館業、興行場、公衆浴場、理容業、美容業、クリーニング業）に対し、

環境衛生監視員による監視指導、科学的検査及び講習会等を実施する。 

また、施設の自主的な衛生管理の徹底を図るとともに、業界の活性化と経営の安定化のため、指

導・援助を行う。 

(2) 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定・指導等の実施 ５５８千円 

「国家戦略特別区域法」第13条の規定に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定

を行うとともに、認定後の指導・立入検査を行う。 

(3) 住宅宿泊事業届出施設への指導等の実施 ６９９千円 

「住宅宿泊事業法」に基づく住宅宿泊事業者の届出の受理を行うとともに、届出者に対して設備

基準確認のため、指導・立入検査を行う。 

≪府内民泊施設推移≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 遊泳場等への立入検査等の実施 ６，０８８千円 

「大阪府遊泳場条例」に基づき、海水浴場及びプールにおける衛生基準の遵守、利用者の安全確

保を徹底させるため立入検査を行うとともに、施設管理者に対して、随時、衛生管理講習会等を実

施する。 

(5) 墓地等に対する指導等の実施 １４４千円 

「墓地、埋葬等に関する法律」及び「大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例」に基づき、墓

地、納骨堂及び火葬場の経営許可を行うとともに、管理等の指導を行う。 

また、化製場、動物飼養場、産汚物関係施設についても、必要に応じて監視指導を行う。 

(6) 温泉の保護及び温泉利用施設への立入検査の実施 ２，０４４千円 

「温泉法」に基づき、温泉保護や可燃性天然ガスによる災害の防止の観点から、温泉掘削及び動

力装置設置等について「大阪府環境審議会」への諮問・答申を経て許可を行うとともに、温泉利用

施設への立入指導等を行う。 

(7) 理容師及び美容師養成施設の指定等 ８４千円 

「第４次一括法」の施行に伴い国から移管された、理容師養成施設及び美容師養成施設を指定・
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監督を行う。 

 

３ 生活環境における衛生の確保 

府民の健康を保持・増進していく上で、生活に身近な住居等における衛生面・安全面での快適な環

境の確保が必要であることから、住居衛生に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに、ビル等建

築物や浄化槽等に対し環境衛生の確保についての指導を行う。 

また、家庭用品について、必要な検査、指導を実施することにより安全性を確保する。 

(1) 乳幼児繊維製品や家庭用の洗剤・エアゾル製品等に関する試験検査の実施 ３７３千円 

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づき、衣料品や住宅用洗剤など家庭で

日常使用する生活用品を小売店等から直接購入し、試験検査を実施することで、家庭用品に含まれ

る化学物質による健康被害を未然に防止する。 

(2) 特定建築物等への立入検査等の実施 １０，２６６千円 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、特定建築物所有者等に対し、適正

な維持管理が行われるよう指導するとともに、建築物衛生管理業の登録事務並びに建築物衛生管理

業者への立入指導を行う。 

(3) 浄化槽等による環境衛生の確保 

① 合併処理浄化槽の普及促進 １２,９５９千円 

下水道整備が非効率な地域を対象とし、市町村が浄化槽の設置を行う者に対し設置に要する費用を

助成する「浄化槽設置整備事業」及び市町村が事業主体となって各戸に合併処理浄化槽を設置し、使

用料を徴収して管理・運営する「公共浄化槽整備推進事業」について、補助事業を実施する。 

また、浄化槽汚泥等を処理するし尿処理施設の老朽化等の問題に対し、処理体制の再構築を図る。 

② 浄化槽及びし尿処理施設への維持管理指導 ２,２２９千円 

「浄化槽法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、浄化槽及びし尿処理施設に立入検

査等を実施し、適正な維持管理が行われるよう指導・啓発する。 

③ 浄化槽保守点検業等への立入指導 １,１８３千円 

「大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、浄化槽保守点検業の登録事務並びに

保守点検業者への立入指導を実施するとともに、浄化槽管理士に対し研修を開催し浄化槽の保守点検

に関する知識及び技術の向上を図る。下水道終末処理施設について、適正な維持管理が行われるよう

指導する。 

④ 水質検査の実施等（指定地域特定施設の維持管理指導） 

「水質汚濁防止法」に基づき、「指定地域特定施設」である201人～500人槽の浄化槽について水質

検査等を実施するとともに、排水基準等の遵守を指導する。 

 

４ 環境保健調査の実施 

大気汚染等による府民の健康被害を未然に防止するため、大気中の粒子状物質等にかかる健康影響

を把握する。 

(1) 環境保健サーベイランス調査の実施 １，５６７千円 

地域人口集団の健康状況と大気汚染との関係を観察するための基礎となる健康モニタリングデ

ータを集積する。 

(2) 光化学スモッグ被害調査の実施 
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光化学スモッグによる被害等の調査をする必要があると認めたときに、現地調査等を実施する。 

(3) 保健所における相談対応等の実施 

保健所において所管区域状況の把握、環境汚染にかかる相談対応、啓発等の環境保健業務を実施

するとともに、関係機関と連携して住民健康調査を実施する。 
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生活衛生室 薬務課 

 

１ 医薬品・医療機器等の安全確保 

医薬品・医療機器等について、「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。）等関係法令に基づき、品質、有効性及び安全性を確保す

るとともに、適正な使用に関する啓発及び知識の普及を図る。 

(1) 医薬品等製造販売業者等への監視指導 ３９，２８２千円 

「医薬品医療機器等法」に基づき、医薬品・医療機器等の製造販売業、製造業、及び薬局・医薬

品販売業等の許可及び承認、並びに登録販売者の販売従事登録等を適正に行う。 

また、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保と、医薬品の適正な調剤及び医薬品・

医療機器等の適正な販売がなされるよう、製造販売業者、製造業者、薬局開設者、医薬品販売業者

及び医療機器（再生医療等製品を含む。）販売業者に対する立入検査を行うとともに、収去試験を実

施し、品質を確認する。 

さらに、医薬品成分の配合が疑われる健康食品（薬効標榜等）の買上げ検査を行い、医薬品成分

が検出された場合には製品名を公表するなど、健康食品による健康被害の未然及び拡大防止を図る。 

(2) 毒物劇物業務上取扱者等への監視指導 ５１７千円 

毒物劇物の製造、輸入、販売業者及び届出を要する毒物劇物業務上取扱者等に対し、立入指導及

び講習会を実施するなど、毒物劇物による危害発生の防止を図る。 

(3) 薬局の在宅医療への参画（地域医療介護総合確保基金を活用） ７，５３０千円 

在宅医療に取組む薬局の薬剤師及び病院の薬剤を対象とした相互研修及び無菌調剤対応研修に

対し、助成する。 

(4) 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の安心使用促進 ８，０２０千円 

薬局薬剤師の丁寧な説明と服薬状況の確認等の取り組みを府内全域に展開するなど、患者及び医

療関係者が後発医薬品を安心して使用できる環境づくりを行う。 
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(5) 医薬品・医療機器の開発と実現に向けた創薬支援の推進 

医薬基盤・健康・栄養研究所等の研究開発機関や、治験の現場を担う医療機関、製薬団体等と連

携して、彩都バイオクラスターに集約されている研究機関及び製薬関連産業団体、大阪府等の産学

官が共同で最新の知見や状況等を内外に情報発信するとともに、情報交換を行うフォーラムを開催

する。 

 

２ 覚醒剤及び危険ドラッグ等薬物乱用防止対策 

青少年をはじめとする府民の覚醒剤及び危険ドラッグ等の薬物乱用防止を推進するため、警察、学

校等の関係機関と連携し啓発を行うとともに、「医薬品医療機器等法」「大阪府薬物の濫用の防止に関

する条例」等に基づき監視指導を行う。 

(1) 薬物乱用防止の普及・啓発 ４，３６８千円 

「大阪薬物乱用『ダメ。ゼッタイ。』第五次戦略」に基づき、関係機関・団体等と連携し、府民に

対して「ダメ。ゼッタイ。」普及運動等の薬物乱用防止啓発事業を行う。 

また、検挙人員が急増している大麻について、若年層にターゲットを絞った啓発を行うことで正

しい知識を普及し、薬物に関する理解度を上げていく。 

 

 《薬物事犯の検挙人員の推移（大阪府）》 （人） 

 平成29年 平成30年 令和元年年 令和２年 令和３年 

覚醒剤 1,482 1,296 1,142 1,071 986 

大麻 240 333 412 455 464 

麻薬 27 24 39 30 30 

あへん 1 0 0 1 0 

合計 1,750 1,653 1,593 1,557 1,480 

(大阪府警察資料による) 

 

(2) 麻薬覚醒剤等の取締対策 ５，２４４千円 

麻薬覚醒剤等取扱者の免許・指定事務及びこれらの施設への立入指導を行う。 

また、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所と協力しながら「大阪府薬物の濫用の防止に関

する条例」に基づき継続的に知事指定薬物の指定を行い、危険ドラッグの乱用による保健衛生上の

危害発生の防止を図る。 
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生活衛生室 食の安全推進課 

 

１ 食品の安全対策の推進 

食品の安全性を確保し、府民の健康を守るため、「大阪府食の安全安心推進計画」、「大阪府食品衛生

監視指導計画」を策定し、「食品衛生法」等関係法令に基づく食品・施設の監視・指導を実施するとと

もに、健康被害を防止するための情報提供や事業者の取組支援を行う等、食中毒の防止等の普及啓発

を行う。 

(1) 監視指導等の実施 ８０，８２３千円 

「食品衛生法」に基づき、飲食店営業等の食品関係施設の営業許可を行うとともに、食中毒予防

の徹底を図るために次の施策を推進する。 

① 食品関係施設への監視指導 

「大阪府食品衛生監視指導計画」に基づき、食品関係施設に対し、保健所、食品衛生広域監視セン

ター、市場食品衛生検査所等の食品衛生監視員による監視指導を実施する。特に、広域的に流通する

食品等の製造施設、仕出し弁当調製施設等の大量調理施設、集団給食施設等について重点的に監視指

導を実施する。 

また、輸入食品の安全性確保を図るため、残留農薬、添加物等各種検査を実施する。 

② HACCP（ハサップ）制度化に伴う取組支援等 

各種業界団体等と協力し、HACCPセミナーの開催や食品衛生講習会への出務を行うとともに、施設

の監視指導時に、HACCPに沿った衛生管理の実施状況を確認し、事業者の実態に応じてHACCPの取組み

を支援する。また、消費者に対しHACCPの考え方を普及し、事業者の意識向上につなげる。 

③ ふぐ処理業施設への監視指導等 

「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」に基づき、ふぐ処理試験を実施し、ふぐを安全に処

理するためのふぐ処理者を認定する。 

また、食品衛生法に基づく許可等において、ふぐ処理を行う施設に対して監視指導を実施する。 

④ 大阪府中央卸売市場等における食品取扱施設への監視指導等 

大阪府中央卸売市場及び加工食品卸売団地における食品取扱施設の監視指導を実施する。 

また、仲買営業者等に対して、食品衛生普及のための啓発を実施する。 

⑤ と畜場設置者等への指導等 

と畜場に搬入される獣畜について、疾病り患獣畜の排除に努めるとともに、と畜場の設置者、管理

者及びと畜業者に対して「と畜場法」に基づく指導を行う。 

また、と畜場から搬出される枝肉等の監視、残留抗菌性物質等の検査及びと畜場内の食品加工施設

への監視指導を実施する。 

食品衛生法の改正に基づき、令和３年６月からHACCPに沿った施設の衛生管理が適切に行われてい

るかについて、と畜検査員による外部検証を実施し、と畜場の設置者又は管理者に適切な助言を行う。 

また、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策として、と畜場に搬入される月齢24か月以上の牛のうち、生体

検査において神経症状又は全身症状を示す牛のＢＳＥ検査を行うとともに、と畜するすべての牛につ

いて特定危険部位除去等に係る分別管理が実施されていることを確認する。 

⑥ 食鳥処理施設への監視指導等 

「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、検査対象施設（年間30万羽を超え

て処理する施設）における食鳥検査を実施し疾病り患食鳥肉を排除するとともに、全ての食鳥処理施
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設について、監視指導及び収去検査等を実施する。 

また、令和３年６月からHACCPによる衛生管理が制度化されたことに伴い、法令に基づき施設の衛

生管理が適切に行われているかについて、食鳥検査員による外部検証を実施し、食鳥処理場の設置者

又は管理者に適切な助言を行う。 

⑦ 調理師等養成施設の指定等 

調理師養成施設や製菓衛生師養成施設の指定・監督及び食品衛生管理者等養成施設や食鳥処理衛生

管理者養成施設等の登録等を行うとともに、生活衛生同業組合振興計画の認定を行う。 

(2) 各種検査・調査の実施 ７，８５５千円 

府内に流通する食品等について、販売店、製造施設、給食調理施設等に対し収去検査等を実施す

る。 

① 規格基準検査の実施 

青果物中の残留農薬、加工食品中の食品添加物、畜水産食品中の残留動物用医薬品等、「食品衛生

法」に基づく基準に適合しているか確認するための検査を実施する。 

② 食中毒菌汚染実態調査の実施 

食肉、生食用鮮魚介類等、食中毒菌及びウイルス等による汚染の可能性がある食品について、汚染

実態調査を実施する。 

③ アレルギー物質に関する検査及び監視指導の実施 

食品中のアレルギー物質について検査を行い、製造管理、適正な表示の徹底について監視指導を実

施する。 

④ 水銀、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）等残留実態調査の実施 

水銀、ＰＣＢ等暫定的規制値が定められている魚介類等の食品について、残留実態調査を実施する。 

(3) 食品衛生検査施設における検査の信頼性確保 ４，９４０千円 

食品衛生法施行令等により定められた業務管理基準に基づき、検査精度の充実を図る。 

(4) 府民への意識啓発・普及 １，２９２千円 

保健所等において、食品等事業者及び府民を対象にＤＶＤ等を活用した衛生講習会を開催し、食

中毒の防止や食品衛生に関する正しい知識を普及させる。また、パネルの展示、ポスターの掲示及

びリーフレット・パンフレット等を用いた広報活動のほか、府民及び食品等事業者との正確な情報

の共有・相互理解の推進を図るため、リスクコミュニケーションを実施する。 

(5) 「大阪府食の安全安心推進条例」に基づく食の安全安心の推進 ２，８７７千円 

条例に基づき策定した第３期大阪府食の安全安心推進計画に沿って、関係部局と連携して「生産

から消費にいたる一連の監視指導や検査の実施」、「健康被害の未然防止や拡大防止のための情報の

公表」、「リスクコミュニケーションの促進」、「事業者の自主的な取組の支援」等を行う。また、食

を取り巻く現状と課題等を踏まえ、第４期大阪府食の安全安心推進計画を策定する。 

(6) カネミ油症患者の検診・調査の実施 ２３，１０８千円 

近畿２府４県に在住する患者の健康診断（油症検診）と追跡調査を実施するとともに、府内在住

の患者を対象とした健康実態調査を実施し、カネミ油症患者の健康状態を把握する。 

２ 食品による危害への対応 

食中毒等の危機発生時には迅速かつ的確な対応により危害拡大を防止する措置を講じるとともに、

平常時から危機発生に備えた「大阪府食中毒対策要綱」等に基づく体制を整える。 
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(1) 連絡体制の整備 

府内保健所、庁内関係部局、他の自治体や厚生労働省等との緊急連絡網を活用した連絡体制を整

備し、迅速な情報の収集と共有化を図る。 

(2) 速やかな調査・検査の実施 

速やかに健康被害状況の把握、的確な措置、原因追及を行い、被害の拡大を防止するとともに、

被害者への治療法の一助とするために早急に病因物質を特定する。 

(3) 再発防止措置の実施 

発生事案についての詳細な分析・検証を行う。その結果を基に食品等事業者に対し指導を実施し、

必要に応じて営業停止等の措置を執る。 

(4) 職員研修の実施 

健康被害事象発生時の迅速、的確な初動対応や疫学解析手法の習得のため、机上訓練や研修会等

を実施する。 

            《月別食中毒発生状況》            （令和３年） 

 総数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

件数 10 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

患者数 78 0 14 7 7 1 0 0 0 0 4 24 21 

死者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

○大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く 

 

３ 食品表示の適正化の推進 ７，５５４千円 

「食品表示法」に基づく食品の適正表示の推進を図るため、食品関連施設の監視指導を行うととも

に、表示制度の普及・啓発を図る。 

(1) 食品表示の監視指導の実施 

① 「大阪府食品衛生監視指導計画」に基づき、食品製造施設に対して期限設定の科学的・合理的根

拠の確認をはじめ、安全と品質に係る適正な表示について指導を行う。 

② 食品表示指導員を配置し、府内の食品販売店を巡回点検することにより、適正表示の啓発・指導、

表示の真正性の確認を行う。 

(2) 精米のＤＮＡ分析による品種判別調査の実施 

府内で販売されている精米の表示内容の真正性を確認するためＤＮＡ分析を行う。 

(3) 不適正表示に関する疑義情報の確認、措置対応 

不適正表示に関する疑義情報の収集に努めるとともに、食品表示の責任を有する事業者（以下、

食品関連事業者という。）を所管する国、他自治体、保健所等の関係機関に速やかに情報を回付す

る。なお、政令市・中核市内の府域事業者における品質事項の食品表示基準違反については、食の

安全推進課が直接立入検査を行い、是正措置を図る。 

(4) 表示相談と表示制度の普及啓発 

府保健所及び食の安全推進課を食品表示法に関する一元的な窓口とし、食品関連事業者の表示相

談に応じるとともに、業界や各種団体等からの要請に応じて食品表示法に係る講習会の講師を務め、

適正表示の推進を図る。 

また、消費者を対象とした食品表示教育を実施し、食品表示制度の普及啓発を図る。 
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新型コロナウイルスに⽴ち向かう医療従事者や職員に対し、必要な⽀援を実施

新型コロナウイルス感染症対策事業費 令和４年度予算の主な概要

令和４年度新型コロナウイルス関連予算の考え方令和４年度新型コロナウイルス関連予算の考え方

１．相談・検査体制の整備等

４．感染拡大時の備え

R４当初 計３,３９８億円
（R３現計 計３,474億円）

R４当初 計３,３９８億円
（R３現計 計３,474億円）

（１）大阪コロナ重症センターの運営（１）大阪コロナ重症センターの運営
大阪コロナ重症センターを運営するとともに、重症患者に対応できる看護師を確保

（括弧内は令和３年度現計予算額を参考で記載）

（時）感染拡⼤時の医療体制の確保（２）感染拡⼤時の医療体制の確保３１億円 ６６億円

（２）総合的なコロナ対策の推進（広報等）（２）総合的なコロナ対策の推進（広報等）

コロナ対応の検証等に係る会議等の運営、広報・啓発事業等 ０.６億円 （０.６億円）
情報管理システムの整備、保守・運営等 ０.１億円 （０.１億円）

０.７億円

医療機器・備品のリース料等 ９億円 （１３億円）
派遣協⼒⾦、光熱⽔費等運営事業費 ２２億円 （２４億円）
看護師人材バンク事業 0.３億円 （０.５億円）

急激な感染拡⼤時や⻑期休暇期間における医療体制の確保のための支援等を実施
⼊院受⼊医療機関への協⼒⾦の⽀給 ５０億円 （４０億円）
重症病床等の確保に向けた施設整備への支援 ５億円 （２５億円）
入院患者待機ステーション整備事業 ３億円 －

６３２億円

９７億円

６３１億円（１）相談・検査体制の整備・充実（１）相談・検査体制の整備・充実
感染拡大に対応するため、相談体制、検査体制の整備・充実を図る
相談体制の充実強化
（府⺠向け⼀般相談窓⼝、受診相談センター、⾃宅待機SOS等） ５８億円 （１５億円）

濃厚接触者等への⾏政検査の実施
○検体採取特化型地域外来・検査センターの運営 ６億円 （５億円）
○検査機関への検査分析委託、保健所検査体制の確保等 ２６０億円（２３１億円）
○高齢者施設等スマホ検査センター等 １０億円 （５億円）

PCR検査体制の整備 １６億円 （５３億円）
診療・検査体制の確保
○受診調整機能付地域外来・検査センターの運営 ５億円 （６億円）
○年末年始等の診療・検査体制の確保等 １０億円 （１０億円）
医療費等公費負担事業 １４０億円 （４９億円）
無料検査事業 １２４億円 （８０億円）

円滑な接種を実施するため、新型コロナウイルスワクチン接種の体制を確保

２．⼊院・療養体制の確保

（３）⼊院・療養体制の確保（３）⼊院・療養体制の確保

（１）医療機関に対する⽀援等（１）医療機関に対する⽀援等

（２）医療従事者に対する⽀援等（２）医療従事者に対する⽀援等

宿泊・⾃宅療養環境の充実、⼊院調整や患者・療養者対応を実施

２,１７５億円

２３１億円

病床確保料による支援 ２,０５６億円（２,３５１億円）
医療機器等の整備にかかる支援 ８１億円 （４２億円）
医療資器材等の確保・供給 ２４億円 （４２億円）
院内感染対策にかかる専門家派遣、研修 ０.４億円 （０.１億円）
外国人患者受入れのための支援 ２億円 （３億円）
ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ等医療チーム派遣事業 ０.２億円 （０.２億円）
重症患者に対する医療従事者養成研修 ０.２億円 －

コロナ病床の確保や院内感染対策を強化するため、医療機関等に対し必要な⽀援を実施

医療従事者向け特殊勤務⼿当の⽀給補助 ２４億円 （２０億円）
新型コロナ助け合い基⾦による支援 ２３億円 （２９億円）
医療従事者向け宿泊施設の確保 ６億円 （６億円）

宿泊・⾃宅療養体制の確保
○ 宿泊療養体制の確保（看護師配置等） ９７億円 （４９億円）
○ 診療型宿泊療養体制の確保 ４３億円 －
○ ⾃宅療養者⽀援（配食サービス、パルスオキシメーター配布等） ７４億円 （２２億円）
○ 医療機関への移送体制拡充 １０億円 （２億円）
入院フォローアップセンター・保健所の支援（外部人材の活用等） ７億円 （７億円）

２,４５９億円

５３億円

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
○ 接種機会の確保（集団接種会場・個別接種促進等） ２０６億円（３２３億円）
○ 市町村支援・専門的相談体制の確保等 ４億円 （６億円）

３．ワクチン接種体制の整備 ２１０億円

○新型コロナウイルス対策については、国の経済対策（第１次補正）も活⽤し、令和４年度当初予算案に3,398億円を計上。
○感染拡大の波に対応するため、「相談・検査体制の整備等」、 「⼊院・療養体制の確保」、 「ワクチン接種体制の整備」及び「感染拡大時の備え」
を対策の柱とし、府⺠の命を守る取組を推進する。

コロナ対応の検証や専⾨家等の意⾒聴取、府⺠への広報啓発を実施



５疾病（がん、脳血管疾患、心血管疾患、糖尿病、精神疾患）、４事業（救急医療、災害医療、周産期

医療、小児医療）について、現状・課題に応じた医療体制の充実に向けた取組を進める。

・ 「病床数の必要量」は、2025年には、特に回復期の割合が増加する見込みであり、

需要増加に応じた病床機能の確保が必要。

・ 現状の病床機能の指標となる「病床機能報告」は、「病床数の必要量」と病床機能区分の

定義が異なり、単純な比較ができないため、病床機能報告の分析が必要。

●病床機能分化の状況と将来必要となる病床機能

３． 在宅医療の充実

４． ５疾病４事業の視点からの医療体制の充実

・ 2025年に向けて需要が増加。

③急変時の対応

急変

①退院支援 ④看取り②日常の療養支援

【病床数の必要量】

患者の診療実態（2013年）等を基に推計
【病床機能報告】

医療機関が自ら報告した機能

・ 退院支援から看取りまでの体制の構築が必要。

●在宅医療需要の見込みと在宅医療に求められる機能

【主な目標】
・２０２５年に必要な病床機能の確保（回復期病床の割合の増加）

▶主な取組

・地域の医療体制を分析（病床機能・疾患別の診療実績等）し、二次医療圏の「将来のある

べき姿（指標の設定）」について、医療機関と方向性を共有した上で、医療機関の機能分

化・連携を促す。

・将来の病床機能を検討するにあたり、基準病床数について、毎年見直しを検討する。

【主な目標】
・在宅患者の急変時の受入体制の確保 ・円滑な在宅復帰を支える人材・機能の確保

▶主な取組

・在宅療養後方支援病院等の在宅医療サービスの基盤整備に取組む。

・多職種連携を進めるため在宅医療にかかる人材の育成（研修など）を図る。

「急性期 」と「回復期 」は、病床数の必要量と
病床機能報告において、機能区分割合の乖離が特にある。

高齢化の進展

将来必要な
病床機能

基本
データ

現状
（報告）

将来に向けた病床の機能分化が必要

第７次大阪府医療計画 【概要】

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の

最期まで続けることができるよう、地域包括ケアシステム※

の構築に向け、介護等と連携し、効果的・効率的で切れ目

のない医療体制の充実を図る。

●入院医療需要見込み
【病床機能別】

特に急性期・回復期の医療需要が増加。

【疾患別】

がんの需要が最も多いが、大腿骨頸部骨折、肺炎など、
高齢者特有の疾患で特に医療需要が増加。

●既存病床数と基準病床数※

※医療法に基づき、医療機関の病床の適正配置を目的に設定する基準。
既存病床数が基準病床数を超える地域では、病院及び有床診療所
の開設、増床等は原則できない。

【一般病床及び療養病床】

各二次医療圏とも、

「既存病床数」＞「基準病床数」となっている。

【基準病床数の見込み】

・2025年においても府全域では、

「既存病床数」＞「基準病床数」となる見込み。

・一部二次医療圏で、 「既存病床数」＜「基準病床数」

となる可能性があり、病床整備の可否の検討が必要。

広域医療サービス（入院医療等）を検討する際の地域単位として、８つの二次医療圏を

設定し、基本的に二次医療圏毎に、病床・診療機能について、現状分析を行い、取組を

検討。

【精神・感染症・結核病床】

（三次医療圏（大阪府全域）
で設定）

１． 計画のポイント

二次医療圏 基準病床数
既存病床数
（2017年

6月30日現在）

豊 能 6,711 9,194

三 島 4,745 6,636

北河内 8,342 9,940

中河内 4,534 5,893

南河内 4,097 6,665

堺市 5,695 9,496

泉州 4,847 8,918

大阪市 21,919 32,264

大阪府 60,890 89,006

推移（人数）

推移（人数）

●地域包括ケアシステムを支える医療の充実

※住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域の包括的な支援・サービス提供体制

種別 基準病床数
既存病床数
（2017年

6月30日現在）

精神 17,497 18,705

感染症 78 78

結核 282 442

●二次医療圏単位を基本とした医療体制の整備

２． 地域医療構想（病床の機能分化・連携）の推進

推移（2013年を1.0とした場合）

推移（2013年を1.0とした場合）

（平成30年３月策定）



⼤阪府外来医療計画 【概要】 （令和２年３⽉策定）

「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」（医療法第30条の4第2項第10号）

第７次大阪府医療計画に追加

１ 外来医療計画とは

●記載事項

２ 計画の取組

令和２（2020）年度から令和５（2023）年度の４年間

【目標】地域医療への協力に関する意向書の認知度100％

【目標】医療機器の共同利用に関する意向書の認知度100％

（２）新規開設者への対応（一般診療所）

（３）医療機器の新規購入・更新医療機関への対応 （一般診療所・病院）

◆診療所開設後の「地域医療への協力に関する意向書」の提出を依頼

◆ 「医療機器の共同利用に関する意向書」の提出を依頼

●計画の期間

（１）外来医療機能を「見える化した情報」の医療関係者への周知

医療関係者の地域医療に関する知識の向上、地域医療への協力の啓発を図り、

地域医療に対する行動変容を促す

外来医療にかかる大阪府内の状況

・地域間で診療所医師には偏在があり、豊能と大阪市が外来医師多数区域となっている。

●一般診療所医師の状況

●医療機器の配置状況等

◆調整人口当たりの医療機器保有台数 ◆医療機器別共同利用の希望一般診療所数の割合（令和元年）

・府内医療機関の人口当たりの医療機器数は、

全国と大きな差はない。

・ＣＴ・ＭＲＩ等の医療機器は、20％強の
一般診療所が共同利用の希望がある。

◆人口10万対訪問診療実施施設数（平成29年） ◆年齢別医師の状況（平成30年）

・時間外の外来診療、在宅医療（訪問診療）、産業医、学校医は、地域の医師によって

支えられているが、一般診療所医師は60代以上が約半数を占め、新規開業者の地域

医療への協力が必要。

◆一般診療所の時間外診療（日曜日・祝日）状況（令和元年) ◆学校医の出務の有無（令和元年）

●外来医療機能等にかかる状況

全国
順位

値
全国
順位

値

大阪市
（外来医師多数区域） 14 138.3 堺市 143 101.2

豊能
（外来医師多数区域） 76 112.3 北河内 145 101.0

【参考】全国 106.3 泉州 146 100.7

中河内 123 103.9 三島 149 100.2

南河内 136 102.7

⼆次医療圏
外来医師偏在指標

⼆次医療圏
外来医師偏在指標

新規開設者
【各二次医療圏】

医療・病床懇話会（部会）/保健医療協議会

【意向書の報告内容】
・在宅医療への協力
・休日夜間急患センターへの出務
・産業医活動への協力
・学校医活動への協力
・予防接種実施の協力等

意向書の提出

医療機関別の意向書の報告状況を
保健所等から報告

＜外来医師多数区域（豊能・大阪市）のみ＞
報告内容等について確認が必要な場合、保健
医療協議会への出席依頼

医療機関
【各二次医療圏】

医療・病床懇話会（部会）/保健医療協議会

報告内容等について確認が必要な場合、
保健医療協議会への出席依頼

保
健
所

意向書の提出

保
健
所

【意向書の報告内容】
医療機器共同利用の意向
（対象機器）
・ＣＴ ・ＭＲＩ
・ＰＥＴ ・放射線治療機器
・マンモグラフィ

医療機関別の意向書の報告状況を
保健所等から報告

ＣＴ ＭＲＩ ＰET マンモグラフィ
放射線治療機器
（体外照射）

豊能 8.8 4.2 0.91 2.3 1.02
三島 9.6 3.8 0.27 2.9 0.97
北河内 8.0 4.2 0.25 2.5 0.68
中河内 7.2 4.0 0.36 2.6 0.60
南河内 9.9 5.0 0.46 2.7 0.77
堺市 9.2 4.2 0.24 2.1 0.48
泉州 12.1 4.0 0.34 2.4 0.80
大阪市 12.5 5.6 0.86 3.6 1.30
大阪府 10.2 4.6 0.54 2.8 0.92
全国 11.1 5.5 0.46 3.4 0.91

二次
医療圏

調整人口あたり台数



大阪府医師確保計画 【概要】（令和２年３⽉策定）

• 平成30年7月の医療法改正により、都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うため策定

• 医療計画の中で新たに「医師の確保に関する事項」として位置づけ

• 計画期間は3年（最初の計画に限り4年間）で、以降3年毎に見直し

１ 計画のポイント（医師確保の方針）

● 府の実情をふまえた独自の調査・分析による必要となる医師数の算出
国の示す医師偏在指標等（※）も踏まえつつ、府独自で地域の医療需要や医師の勤務実態等を調査・
分析し算出
※医師偏在指標：国が、全国の二次医療圏ごとに、医師偏在の状況を客観的に示した指標。全国の335の二次医療圏（47都道府県）のうち、上位

1/3を医師多数区域（都道府県）に、下位1/3を医師少数区域（都道府県）にそれぞれ設定。

● 府内の診療科偏在と地域偏在に対応するための取組推進
地域医療支援センターの取組強化や、キャリア形成プログラム、勤務環境改善の取組、産婦人科・小児
科における医療提供体制の検討等を通じた偏在対策推進

● 「医師確保」「地域医療構想」「医師の働き方改革」を三位一体で推進
医療機関ごとの担うべき機能の議論を踏まえた医師の派遣調整や、R6年度からの医師の時間外労働
上限規制導入を踏まえた医師確保の取組、産婦人科・小児科における医療機関の集約化シミュレーショ
ンの検討などにより、持続可能な医療提供体制を確保

２ 医師確保の現状と課題

◆二次医療圏ごとの比較では偏在が見られる

◆府医療対策協議会における進捗管理
毎年度：数値目標により進捗取組評価 令和５（2023）年度：計画評価

医療提供体制等の議論

◆産科・小児科の圏域間偏在が見られる
中河内の小児科は、全国下位３分の１以下に当たる相対的医師
少数区域に該当

◆女性医師の割合が増加◆医師の時間外労働が多く、診療科にもばらつき

３ 府独自の調査・分析による必要となる医師数の算出

国の目標医師数・必要医師数

◆目標医師数（2023年）
全国下位33.3%の脱出に必要な医師数
※本府は医師多数都道府県（上位33.3%）
に該当するため目標医師数は設定しな
い

◆必要医師数（2036年）
全国の基準となる医師偏在指標の値（需要
に一致）で医師偏在が解消されている数値

⇒府は現在医師数よりマイナス値となる

●府算出による必要となる医師数（2036年）
＜産婦人科＞

４ 医師確保に向けた主な取組

● 医師確保の取組

• 医師の派遣計画の策定やキャリア相談等を行う「地域医療支援センター」の機能強化
（R2年度から本庁に設置、直営化）

• 臨床研修制度や専門医制度に対する関係機関との連携・国への要望等
◆二次医療圏の医師の確保

• 「キャリア形成プログラム(※)」を活用した地域医療構想を踏まえた重点的な医師の派遣調整
※ 修学資金を貸与した地域枠医師や自治医科大学卒業医師等に対し、キャリア形成（出産、育児等の対応を含む。）と偏在対策を両立させたプログラム

◆診療科別の医師の確保

• 政策的に確保が必要な領域（周産期、救急等）のキャリア形成プログラムの進路コース設定・誘導
• 産婦人科・小児科は、労働時間の上限設定に伴う必要医師数増の緩和を図るため、集約化シミュ
レーションなどを用いて、NICUや分娩の取扱い等について適切かつ効率的な医療提供体制を検討

５ 計画のＰＤＣＡサイクルの推進

● 勤務環境改善の取組
• 医療勤務環境改善支援センターの運営による医療機関での勤務環境改善の取組に対する支援
医師事務作業補助者の確保やタスクシフトの推進等による医師に対する負担の集中の軽減等

• 地域医療支援センターと連携した地域枠医師等の派遣先でのフォロー等
• 女性医師支援、院内保育所の整備等

国の指標等における課題

①全国の医師需要に一致する場合の医師
偏在指標の値から算出されており府内の
需要に基づく数値でない

②病院・診療所・診療科別の状況などが十
分考慮されていない

③働き方改革や地域医療構想の取組が十
分考慮されていない

府独自の調査・分析の実施

• 病院・診療所・医師を対象に、勤務実態や医師
確保策についてアンケート・ヒアリングを実施
（病院（518施設）・有床診療所(220施設)：全施設
無床診療所(1000施設)：府内8131施設から抽出）

• 上記の実態調査や、病院・診療所・診療科別の
性・年齢別労働時間、詳細な人口推計を勘案し、
必要となる医師数を算出

＜救急科＞● 国が目標と定める地域偏在解消年の2036年と2017年比較で府域の医療需要は10％の増

となり、医療提供体制の確保が課題
● 医師の地域偏在と診療科偏在、勤務環境改善が課題

医療機関
（病院）

医療勤務環境
改善支援センター

【各二次医療圏】
医療・病床懇話会
保健医療協議会

相談 状況報告

地域医療
支援センター

(キャリアセンター)
医療対策協議会

派遣方針等の議論

派遣計画の策定等

医療機関への支援等

支援 意見

＜小児科＞

単位：人

●府算出による必要となる医師数（2023年）

※産婦人科、小児科は国から
2023年のみ計画に記載する
よう求められている。
2036年については参考として
記載

単位：人

出典 医師確保計画策定に向けた医師の勤務実態追加調査

◆医療施設従事女性医師の数・比率
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◆二次医療圏別の医師偏在指標

出典 厚生労働省 医師偏在指標
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◆二次医療圏別の医師偏在指標（産科・小児科）

出典 厚生労働省 医師偏在指標
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◆年間時間外労働960時間を100%としたときの診療科別超過時間割合

出典 大阪府医師確保計画及び外来医療計画の策定のためのアンケート調査

出典 厚生労働省「平成３０年度 医師・歯科医師・薬剤師調査」

単位：人

単位：人

現在医師数 2023年 2036年

病院 623 745 738

全体 1,129 1,258 1,240

現在医師数 2023年 2036年

病院 838 1,013 943

全体 1,359 1,440 1,304

※救急科は国から計画への
記載は求められていないが、
参考として記載

現在医師数 2023年 2036年

3次医療機関 171 266 274

現在医師数
必要医師数

（2036年）
現在医師数

必要となる医師数

（2036年）

豊能 3,538 2,882 3,313 4,229

三島 1,914 1,962 1,853 2,203

北河内 2,598 2,905 2,446 2,703

中河内 1,479 1,782 1,534 1,560

南河内 1,720 1,510 1,430 1,600

堺市 1,906 2,254 1,853 2,087

泉州 1,890 2,333 1,925 2,129

大阪市 8,841 6,509 8,779 9,943

大阪府計   23,886(a) 22,206     23,133 (c)   26,454 (d)

(b)-(a) ▲1,680 (d)-(c) 3,321

二次医療圏

国算出による数値 府算出による数値



大阪府循環器病対策推進計画の概要

◆計画の趣旨
• 脳卒中や心臓病などの循環器病が、国民の疾病による死亡の原因及び介護を要する状態となる原
因の主要なものとなっていることから、急性期から回復期・慢性期まで一貫した診療提供体制の構築
が求められている。

⇒ 幅広く循環器病対策を総合的に取り組むことを目的として、計画を策定。
◆計画の位置付け

• 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法（平
成30年法律第105号。以下「基本法」という。）に定める「都道府県循環器病対策推進計画」

◆計画期間
• 令和4年度から2年間（「第7次大阪府医療計画」等、保健、医療及び福祉に関する事項を定めた計
画等の終了時期に合わせる。）

策定の趣旨

現状

基本的な方向性・重点課題
基 本 的 な 方 向 性

①循環器病の発症予防及び重症化防止
の推進

②循環器病患者に対する医療、福祉
サービスの継続的かつ総合的な実施

重 点 課 題
①循環器病に関する正しい知識に基づく
自己管理行動の定着

②循環器病に関する治療（急性期から回復期・慢
性期まで）や療養支援などの体制の整備

• 「大阪府循環器病対策推進懇話会」を設置し、循環器病対策に関わる方々からの意見聴取の場を
設け、実効性を高める取組の推進

• 適切なデータに基づく進捗管理

推進体制・計画の評価

「
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命
の
延
伸」

及
び「

循
環
器
病
の
年
齢
調
整
死
亡
率
の
減
少」

の
実
現

（

参
考）
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29.2%

悪性新生物

（がん）

16.0% 心疾患

6.2% 脳血管疾患
循環器病
22.2％

◆大阪府の主要死亡原因（R1）

現在の
要介護度

総数 認知症 17.6
脳血管疾患
（脳卒中）

16.1 高齢による衰弱 12.8

 要支援者 関節疾患 18.9 高齢による衰弱 16.1 骨折・転倒 14.2

  要支援1 関節疾患 20.3 高齢による衰弱 17.9 骨折・転倒 13.5

  要支援2 関節疾患 17.5 骨折・転倒 14.9 高齢による衰弱 14.4

 要介護者 認知症 24.3
脳血管疾患
（脳卒中）

19.2 骨折・転倒 12.0

  要介護1 認知症 29.8
脳血管疾患
（脳卒中）

14.5 高齢による衰弱 13.7

  要介護2 認知症 18.7
脳血管疾患
（脳卒中）

17.8 骨折・転倒 13.5

  要介護3 認知症 27.0
脳血管疾患
（脳卒中）

24.1 骨折・転倒 12.1

  要介護4
脳血管疾患
（脳卒中）

23.6 認知症 20.2 骨折・転倒 15.1

  要介護5
脳血管疾患
（脳卒中）

24.7 認知症 24.0 高齢による衰弱 8.9

１位 ２位 ３位

◆「要支援状態」又は「要介護状態」に至った原因（R1）

全
体
目
標

項目 主な目標・指標

① 循環器病の発症予防や重症化防止などの知識の普及啓発
• 喫煙、飲酒などの「8つの重点分野」における生活習慣病の予防
• 重症化防止に向けた府民への啓発

【第3次大阪府健康増進計画】

ü成人の喫煙率（男性/女性、

H28年⇒R5年度）

30.4%/10.7％⇒15%/5%

ü特定健康診査受診率

（H27年度⇒R5年度）

45.6%⇒70%以上

ü特定保健指導実施率

（H27年度⇒R5年度）

13.1%⇒45%

【大阪府医師確保計画（2020

年度～2023年度）】

üキャリア形成プログラム作成率

（R2年度以降新規対象者、

H30年度⇒R5年度）

40％⇒100%

【第7次大阪府医療計画】

ü脳卒中救急搬送患者における

搬送困難患者数 （ H27年

⇒R5年度）

891件⇒「減少」

ü心血管疾患救急搬送患者にお

ける搬送困難患者数（H27年

⇒R5年度）

1,136件⇒「減少」

ü訪問診療件数

（H26年9月⇒R5年度）

107,714件⇒190,820件

ü介護支援連携指導料算定件

数（H27年⇒R5年度）

25,321件⇒37,230件

ü「リハビリテーション等の取組」

では、左記の取組を進めること

により、効果的・効率的な医療

体制の構築をめざすとしている。

② 循環器病を予防する健診の普及や取組の推進
• 定期的な健診の受診による、疾患の早期発見につながる取組の推進
• 疾患発見時の速やかな医療機関への受診及び疾患に応じた継続
的治療につながる取組の推進

① 救急医療体制の整備
• 大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システム（ORION）を活
用した、迅速かつ適切な救急搬送

• 12誘導心電図の導入促進及び救急隊員の学習機会の確保
• 「キャリア形成プログラム」及び地域医療支援センターの運営等による医師確保
② 循環器病に係る医療提供体制の構築

• ORIONを活用した循環器病にかかる搬送・受入れに関する課題に
対する検証・分析

• 脳血管疾患及び心血管疾患の医療体制等の把握及び地域の医療
機関の自主的な取組の促進

• 小児期から成人期への移行医療支援及び療養生活に係る情報提
供及び相談支援の在り方検討 など

③ 社会連携に基づく循環器病対策及び循環器病患者支援
• 在宅医療サービスの基盤整備、人材育成、医療職及び介護職に対
する在宅医療の理解促進

• 「日常の療養支援」などの4つの場面における医療・介護連携に関
する取組推進 など

④ リハビリテーション等の取組
• 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成所への指導・助言に
よる適切な運営

① 循環器病に関する適切な情報提供・相談支援
• 循環器病患者及びその家族が必要とする情報収集及び情報提供の促進
• 循環器病患者及びその家族が抱える悩み等に関する関係相談機関
の連携促進

② 循環器病の緩和ケア
• 循環器病患者に対する緩和ケアの方法・体制等の検討
③ 循環器病の後遺症を有する者に対する支援及び治療と仕事の両
立支援・就労支援

• 高次脳機能障がい支援拠点機関が中心となって展開する研修会や
普及啓発等を通じた支援力向上、理解促進

• 両立支援コーディネーターの周知、関係相談機関との連携による治
療と仕事の両立支援 など

① 循環器病対策を推進するために必要な基盤の整備
• 循環器病に関する情報収集の実施及び国が進める相談支援等への協力

（1）循環器病予防の取組の強化

（2）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実

（3）循環器病患者等を支えるための環境づくり

（4）循環器病対策を推進するために必要な基盤の整備

個別施策（取組内容）

循環器病
22.2％

◆平均寿命と健康寿命との差（R1）
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◆大阪府の年齢調整死亡率の推移
（人口10万人対）
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基本的事項基本的事項
大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画【概要】（令和２年３⽉策定）大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画【概要】（令和２年３⽉策定）

現状と課題現状と課題

推進体制等推進体制等

◆ 計画の趣旨
○ ギャンブル等依存症対策を総合的に推進
○ ギャンブル等依存症の本人及び家族等に対する支援を充実
⇒ 府⺠が安⼼して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的に計画を策定

◆ 計画の位置づけ
ギャンブル等依存症対策基本法に定める「都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画」

◆ 計画の期間
令和２年度から令和４年度までの３年間

※ギャンブル等︓法律の定めるところにより⾏われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸⾏為。

① 若年層を中⼼とした予防啓発の充実、府⺠に対する正しい知識の普及が必要
② 相談窓⼝職員の対応⼒向上、休⽇の相談窓⼝の整備、家族への⽀援の充実が必要
③ 治療可能な医療機関の拡充、精神科医療機関と専⾨医療機関等との連携強化が必要
④ 相談、治療、回復を切れ⽬なく⾏う相談機関、医療機関、関係団体等の連携強化が必要

ギャンブル等依存症を取り巻く課題

○ ５つの基本方針と７つの重点施策に沿って、ギャンブル等依存症対策を推進する。

基本方針Ⅳ 切れ⽬のない回復⽀援体制の強化

基本方針Ⅴ 大阪独自の支援体制の構築

基本方針Ⅰ 普及啓発の強化

基本方針Ⅱ 相談支援体制の強化

基本方針Ⅲ 治療体制の強化

【重点施策①】 若年層を中⼼とした予防啓発の充実
○若年層に対する正しい知識や予防に関する啓発を⾏う。
・児童、生徒への普及啓発 ・若年層に関わる機会がある⼈への理解促進 など

【重点施策②】 正しい知識の普及と理解の促進
○正しい知識の普及と理解を促進するとともに、相談窓⼝の周知を図る。
・府⺠への理解促進、普及啓発 ・消費者や働く人向けの普及啓発 など

【重点施策③】 依存症の本人及び家族等への相談支援の強化
○さまざまな相談窓⼝職員が理解を深めるとともに、適切な窓⼝につなぐ機関連携を⾏う。
・相談対応⼒向上や相談⽀援の充実 ・相談窓口等の情報提供 など

【重点施策⑤】 ⾃助グループ・⺠間団体の活動への⽀援の充実
○府⺠の理解を促進することで、切れ⽬ない回復⽀援を⾏う。

・⾃助グループ・⺠間団体が⾏うミーティング、普及啓発、相談等の活動への⽀援 など

【重点施策④】 依存症の治療が可能な医療機関の充実
○治療が可能な医療機関を拡充するとともに、地域の医療機関と専⾨医療機関との連携を図る。
・医療機関職員を対象とした研修の実施 ・必要に応じた医療機関への紹介 など

【重点施策⑥】 さまざまな機関と連携した支援ネットワークの強化
○相談機関や医療機関、⾃助グループ・⺠間団体が、必要な⽀援を⾏える連携体制を構築する。

・大阪アディクションセンター(OAC)のネットワークを通じた連携強化 ・関連機関連携会議の開催 など

【重点施策⑦】 予防から相談、治療及び回復⽀援体制の構築
○海外の先進事例（シンガポールのNAMS※1など）も参考に、相談・支援の拠点（依存症総合支援センター）と
治療・研究の拠点（依存症治療・研究センター）を開設し、相互に有機的な連携を進めることにより、
依存症対策の総合拠点 「OATIS※2」 を形成する。

○ ７つの重点施策ごとに、評価指標を設定（啓発セミナー等への参加者数、研修参加機関数等）
し、本計画の取組み状況の⾒える化を図り、計画の実⾏性を最⼤限に確保。

○ 施策の具体的な取組みについて、進捗管理シートを作成し、年度毎に進捗を確認。

基本的考え方・具体的な取組み基本的考え方・具体的な取組み

◆ ギャンブル等をする人の状況
ギャンブル等依存症が疑われる人の推計数（⽇本医療研究開発機構(AMED)調査結果より）
生涯 ︓全国約320万人 ⇒大阪府約22万人（人口比換算）
過去１年以内︓全国約70万人 ⇒大阪府約4万9千人（同上）

◆ 大阪府における依存症対策の現状
① 普及啓発
・啓発セミナー等の実施や、リーフレット・ポスター等による正しい知識の普及
・リーフレットやホームページによる相談窓口等の情報提供

② 相談支援体制
・依存症相談拠点（こころの健康総合C、保健所等）において、相談を実施
ギャンブル等依存症相談実数︓374人（平成30年度・政令市除く）

・「おおさか依存症土日ホットライン」において、土日の電話相談を実施
ギャンブル等依存症相談件数︓44件（平成30年度）

③ 治療体制
・依存症治療拠点機関を１か所、ギャンブル等依存症専⾨医療機関を５か所選定
・依存症治療拠点機関において、治療プログラムや研修等を実施

④ 切れ⽬のない回復⽀援体制
・大阪アディクションセンター(OAC※)を活用し、関係機関・団体による情報共有等を実施
※切れ⽬ない⽀援を⾏うために、医療・⾏政等の機関や⺠間団体で構成したネットワーク

【参考】⼤阪府（政令市除く）における
ギャンブル等依存症の相談者数

【参考】ギャンブル等依存症の受診者数
(依存症専⾨医療機関)

※１ 国家依存症管理サービス機構

※２ Osaka Addiction Treatment Inclusive Support（大阪依存症包括支援拠点）

平成30年度
外来受診者総数 370人
（うち新規受診者数） 178人
入院者総数 4人

機 能
ＯＡＴＩＳ

依存症総合支援
センター

依存症治療・研究
センター

治療(外来・入院) ◎
相談支援 ◎
普及啓発 ◎
人材養成 ◎ ○(医療機関向け)

調査・研究 ○(プログラム等) ◎
連携体制構築 ◎ ○(大学・研究機関)

回復継続支援 ◎ ○

依存症総合支援C
(こころの健康総合Ｃ)

依存症治療・研究C
(大阪精神医療Ｃ)

連携

依存症に悩む人相談支援 治 療

回復継続⽀援

精神保健福祉C

保健所(中核市含む)

市町村

回復施設

自助グループ ⺠間⽀援団体

関係機関(※3)

訪問看護

精神科医療機関

専⾨医療機関

治療拠点機関

※3福祉・司法・
消費生活等
関係機関

ＯＡＴＩＳ



「健康づくり関連４計画」の概要について（平成30年３⽉策定）
【共通理念】 『全ての府⺠が健やかで⼼豊かに⽣活できる活⼒ある社会「いのち輝く健康未来都市・⼤阪」の実現』

【共通目標】 「健康寿命の延伸（2023年度⽬標︓2歳以上延伸）」 「健康格差の縮小（2023年度⽬標︓健康寿命の市町村格差の縮⼩）」
【計画期間】 平成30（2018）年度〜令和5（2023）年度

第3次
大阪府健康増進計画

第3期
大阪府がん対策推進計画

第2次
⼤阪府⻭科⼝腔保健計画

第3次
大阪府食育推進計画

【計画の取組み】
2023年度⽬標︓特定健診受診率70％以上

●栄養バランスのとれた食事を
実践している人の割合
(38.5%)は全国より低い。
若い世代では朝⾷摂取、
高齢者ではたんぱく質摂取
が課題。
●外食の利⽤頻度が高い人
ほど野菜摂取量は少ない
傾向。外食産業等との
一層の連携が必要。

【計画の取組み】

【計画の取組み】
2023年度⽬標︓がん検診受診率（胃・大腸）40％（肺・乳・子宮）45％

●成⼈期において、⻭周病の
治療が必要な人は
約4〜5割。また、年齢と
ともに高くなる傾向。
●若い世代（20代・30代）
では、かかりつけ⻭科医を
有する者（46.3%)、
定期的な⻭科健診受診者
(41.4%) は低く、若い世代
の普及啓発等が必要。

【基本方針】 「ライフステージに応じた取組み（若い世代・働く世代・高齢者）」 「府⺠の健康づくりを支える社会環境整備（多様な主体との連携・協働）」 等

●がん年齢調整死亡率(75歳未満 79.9(人口10万対))は
依然として全国より高い。

●喫煙等生活習慣改善によるがん予防・教育の充実が必要。
●検診受診率は全国最低レベル（胃33.7%）。
受診率向上が課題。
●5年相対⽣存率は年々改善、治療と仕事の両⽴⽀援等の
充実が必要。

1 生活習慣病の予防（生活習慣
の改善）

▸ヘルスリテラシーの習得による健康⾏動
の実践、栄養・食生活、運動、喫煙等
の生活習慣改善を推進

2 ⽣活習慣病の早期発⾒・重症化
予防

▸職域・医療保険者等におけるけんしんの
受診促進
▸未治療者や治療中断者に対する医療
機関への受診勧奨の促進

３ 府⺠の健康づくりを支える社会環
境整備
▸市町村の健康指標の⾒える化を通じた
健康格差の縮小
▸職場・地域等における健康づくりの推進

１ 健康的な食生活の実
践・食に関する理解促進
▸学校、地域、食品関連事業
者等との連携による健康的な
食生活の実践を促す取組み
を推進
▸食の安全安心の取組み
▸生産から消費までを通した
食育の推進

２ 食育を支える社会環境
整備
▸多様な主体による食育推進
運動の展開
▸多様な主体が参画したネット
ワークの強化

１ ⻭科疾患の予防・早期
発⾒、口の機能の維持
向上
▸定期的な⻭科健診、かかり
つけ⻭科医の重要性、口の
機能の維持向上の理解を
促進

２ ⻭と⼝の健康づくりを
支える社会環境整備
▸多様な主体との連携・協働
のもと、⻭と⼝の健康づくり
に係る普及啓発を推進

１ がんの予防・早期発⾒
▸たばこ対策、がん教育、がん検診・肝炎ウイルス検査
の推進

２ がん医療の充実
▸医療提供体制の充実、小児・AYA世代等への対応、
緩和ケア推進

３ 患者支援の充実
▸就労支援、大阪重粒⼦線センターにおける患者支援、
アピアランスケア等

４ がん対策を社会全体で進める環境づくり
▸社会全体の機運づくり、がん対策基⾦の効果的な
活用、がん患者会等との連携推進

「がんを知り、がん予防を進めるとともに、がんになっても心身と
もに適切な医療を受けられ、安⼼して暮らせる社会の構築」

▸がん年齢調整死亡率(75歳未満)、がん年齢調整り患率
(進⾏がん) の減少、がん患者や家族の生活の質の確保

【基本理念・基本⽬標】

●平均寿命（男80.23・⼥86.73）、
健康寿命（男70.46・⼥72.49）とも
全国より短く、不健康期間の短縮が
必要。

●市町村における健康寿命の差は、最大
で、男4.6歳・⼥4.0歳であり、その縮小
に向けて、各市町村の健康課題に応じ
た取組みが必要。

【計画の取組み】



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 3次大阪府健康増進計画【概要】（平成 30年３⽉策定） 

 
 
 
 
 
 

具 体 的 取 組 み 府⺠・⾏政等みんなで 
めざす目標 

⾏政等が取り組む 
主な数値目標 

計画策定時 
数値 

2023年度
目標 

１．生活習慣病の予防
(生活習慣の改善) 

 

(1) ヘルスリテラシー  
▼学校や大学、職場等における健康教育の推進 ▼⼥性のヘルスリテラシー向上 ▼中小企業における「健康経営」の普及 ◇健康への関⼼度を⾼めます ●健康への関⼼度 87.4% 

[H27] 100％ 

(2) 栄養・食生活  
▼大学や企業等との連携による食生活の改善 ▼「食育」など食生活の改善に向けた普及啓発 ◇朝⾷⽋⾷率を低くします ●朝⾷⽋⾷率(20-30歳代) 25.2% 

[H26] 15%以下 

(3) 身体活動・運動  
▼学校や⼤学、地域における運動・体⼒づくり ▼高齢者の運動機会の創出(フレイル予防に向けた運動プログラムの開発) 

◇習慣的に運動に取り組む 
府⺠を増やします ●運動習慣のある者の割合 60.8％ 

[H28] 67％ 

(4) 休養・睡眠  
▼ライフステージに応じた睡眠・休養の充実（小・中・高校等において健全な生活リズムの形成を育む健康教育の充実） 

◇睡眠による休養が十分と 
れている府⺠を増やします 

●睡眠による休養が十分とれて
いる者の割合 

76.9% 
[H26] 85 %以上 

(5) 飲酒 
▼適量飲酒の指導(医療保険者等との連携による特定健診の問診等における減酒指導の促進) ▼飲酒と健康に関する啓発・相談 

◇生活習慣病のリスクを高め 
る飲酒を減らします 

●生活習慣病のリスクを高める
量を飲酒者の割合(男/⼥) 

17.7％/11.0％ 
[H26] 13％/6.4％ 

(6) 喫煙  
▼喫煙率の減少(⺟⼦⼿帳交付時等を活⽤した⼥性に対する禁煙指導の促進) ▼望まない受動喫煙の防止(受動喫煙のない環境づくり) 

◇喫煙率を下げ、受動喫煙 
を減らします ●成⼈の喫煙率（男/⼥） 30.4%/10.7% 

[H28] 15%/5% 

(7) ⻭と⼝の健康  
▼⻭磨き習慣の促進(小・中・高等における健康教育の充実) ▼⻭と⼝の健康に係る普及啓発(職域等における研修等の実施) 

◇定期的に⻭科健診を受け 
る府⺠の割合を増やします 

●過去１年に⻭科健診を受診
した者の割合（20 歳以上) 

51.4% 
[H28] 55％以上 

(8) こころの健康 
▼職域等におけるこころの健康サポート(中小企業におけるメンタルヘルス対策の推進) ▼地域におけるこころの健康づくり 

◇過度のストレスを抱える府
⺠の割合を減らします 

●⼼理的苦痛を感じている者の
割合（20歳以上） 

10.6% 
[H28] 10％以下 

２．生活習慣病の早
期発⾒・重症化予防 

(1) けんしん（健診・がん検診） 
▼受診率向上に向けた市町村⽀援(受診者へのインセンティブ付与など、受診意欲を高める取組み推進)  
▼職域等における受診促進(がん検診受診推進員の養成) ▼医療保険者等における受診促進(特定健診・がん検診の同時受診機会の創出) 
▼ライフステージに応じた普及啓発(⼥性特有の疾患を対象としたがん検診受診促進セミナー等の開催)  

◇けんしんの受診率を上げます 
●特定健診受診率 45.6％ 

[H27] 70％以上 

●がん検診受診率(胃/大腸) 33.7％/34.4％ 
[H28] 40％/40％ 

(2) 重症化予防 
▼未治療者や治療中断者に対する医療機関への受診勧奨の促進 ▼糖尿病の重症化予防(ハイリスク者を対象とする受診勧奨・保健指導等の実施) 
▼医療データを活⽤した受診促進策の推進(特定健診・レセプトデータの分析等を通じた保健指導プログラムの開発・提供等) 

◇生活習慣による疾患の未
治療者の割合を減らします 

●未治療者の割合 
（高血圧/糖尿病） 

38.0％/36.0% 
[H26] 減少 

３．府⺠の健康づくりを
支える社会環境整備 

▼市町村の健康格差の縮小(市町村における健康指標の⾒える化、健康課題に応じた取組み促進) 
▼ICT等を活用した健康情報等に係る基盤づくり ▼職場における健康づくり(中小企業のニーズに沿った支援人材の派遣による健康経営の推進) 

◇地域や職場における健康づ
くりへの参加を増やします 

●健康づくりを進める住⺠の⾃
主組織の数 

715団体 
[H28] 増加 

 
 

３．基本的な考え方【第４章】・取組みと目標【第５章】・推進体制【第６章】 
 

 
１．計画の基本的事項等【第１章・第２章】 

■趣旨・背景︓急速に進む少⼦⾼齢化、⼤都市圏で唯⼀の⼈⼝減少への転換など、社会情勢の変化等を踏まえつつ、府⺠の健康寿命の延伸の実現に向けて、府⺠の健康状況と課題を把握し、その解決を図るための 
取組みを社会全体で総合的かつ計画的に推進する。 
■計画の位置づけ︓健康増進法第８条第１項に基づく都道府県計画。大阪府医療計画、⼤阪府⾷育推進計画、⼤阪府⻭科⼝腔保健計画、⼤阪府がん対策推進計画、⼤阪府医療費適正化計画等との整合を図る。 
■計画期間︓平成 30年度(2018年度)から令和 5年度(2023年度)（6年間） 
■第 2次計画（平成 25年度から平成 29年度）の評価（全指標 58項目）︓「⽬標値に達した」15項目/「改善傾向」14項目/「変わらない」18項目/「悪化している」11項目 

 
 
 
 

２．府⺠の健康をめぐる状況（「健康指標」からみた現状と課題）【第３章】 
】❶「平均寿命・健康寿命」とも全国より短く、不健康期間の短縮が必要 
《平均寿命》（大阪）男 80.23・⼥ 86.73 （全国）男 80.77・⼥ 87.01 
《健康寿命》（大阪）男 70.46・⼥ 72.49 （全国）男 71.19・⼥ 74.21 

❷「健康格差（府内市町村間における健康寿命の差）」の縮小に向 
けて、市町村の健康課題に応じた効果的な取組みが必要 
《健康格差》男 4.6歳・⼥ 4.0歳 ＊最も高い自治体と低い自治体の差 
 

❸「死因・介護の要因」は生活習慣と関わりの深い疾患によるものが5割 
 を超えており、生活習慣病等の発症と重症化を予防する取組みが必要 
《主要死因》がん、⼼疾患、脳⾎管疾患等の⽣活習慣病︓5割超 
《介護要因》⾼齢による衰弱・⾻折・転倒、⽣活習慣病︓約 6割 

❹「病気やけが等による自覚症状（有訴者）」の割合は全国より高く、 
運動や休養等の生活習慣の改善が必要 

《有訴者の割合》（大阪）31.75%（全国）30.59% ＊主な症状︓腰痛、肩こり 

❺「健康への関心」がある層の 7割、関心がない層の約 4割がメタ 
ボ予防・改善を継続的に実践。関心がない層や関心があっても実 
践できていない層に対し、具体的な健康⾏動への誘導を図ること 
が必要 

❻「特定健診受診率」は向上しているものの全国より低位。受診率等の 
向上を図り、疾患の早期発⾒・治療が必要 
 《特定健診受診率》（大阪）45.6% （全国）50.1% 

｟基本方針｠ 
(1) ⽣活習慣病の予防、早期発⾒、重症化予防 (2) ライフステージに応じた取組み 

 (3) 府⺠の健康づくりを⽀える社会環境整備 

｟基本理念｠ 
全ての府⺠が健やかで⼼豊かに⽣活できる活⼒ある社会 

〜いのち輝く健康未来都市・⼤阪の実現〜 

｟基本目標｠ 
■健康寿命の延伸《2023年度⽬標︓2歳以上延伸》  
■健康格差の縮小《2023年度⽬標︓市町村格差の縮⼩》 

｟推進体制｠ 府⺠の健康づくり関係団体等で構成する「⼤阪府地域職域連携推進協議会」を活用し、オール大阪の体制により効果的な健康づくり施策を推進（多様な主体の連携・協働） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３期大阪府がん対策推進計画【概要】（平成 30年３⽉策定） 

 
 

 
 

2.大阪府におけるがんの現状と課題【第 3章】 

 
 
 
 
 
 
 

具 体 的 取 組 み 主な個別目標（●）及び 
モニタリング指標（▽）（例） 現状値 2023年度⽬標値 

1. がんの予防・早期発⾒ 
 

(1) がんの１次予防 ▼たばこ対策（喫煙率の減少、受動喫煙の防⽌）▼⾷⽣活、適正体重、⾝体活動量、適量飲
酒など生活習慣の改善 ▼がん教育、がんに関する知識の普及啓発 ▼がんに関する感染症対策 

 
(2) がん検診によるがんの早期発⾒（２次予防）▼精度管理センター事業による市町村のがん検診受診率向上 
▼がん検診の精度管理の充実 ▼職域におけるがん検診の普及啓発 

 
(3) 肝炎肝がん対策の推進 ▼肝炎肝がんの予防 ▼肝炎ウイルス検査の受診促進 ▼肝炎医療の推進(肝炎ウイルス
陽性者への精密検査受診勧奨、肝疾患診療連携拠点病院を中⼼とした医療提供体制の充実）▼肝炎肝がんに関する普
及啓発(研修会、講演会等) 

●成⼈の喫煙率の減少(男/⼥) 30.4％/10.7％（Ｈ28年） 15％/5％ 

●敷地内禁煙の割合（病院/私立小中高等学校） 73.5%/51.9%（Ｈ28年度） 100％ 

●がん検診受診率（胃/大腸） 33.7％/34.4％（Ｈ28年） 40％/40％ 

●がん精密検査受診率（胃/大腸） 85.7％/70.2％（Ｈ26年度） 90％/80％ 

●肝炎ｳｲﾙｽ検査累積受診者数 約 55万人（Ｈ27年度） 約 109万人 

2. がん医療の充実 
 

(1) 医療提供体制の充実  ▼がん診療拠点病院の機能強化 ▼がん医療連携体制の充実 ▼人材育成の充実 
 
(2) 小児・AYA世代のがん・希少がん等・高齢者のがん対策 ▼小児・AYA世代のがん医療の連携・協⼒体制、⻑
期フォローアップ体制の充実 ▼⾼齢者のがん診療ガイドラインのがん診療拠点病院等への普及 ▼希少がん患者への適切
な医療提供のための検討 

 
(3) 新たな治療法の活用 ▼重粒⼦線治療施設等とがん診療拠点病院との連携 ▼がんゲノム医療に関する体制整備の検討 
 
(4) がん登録の推進  ▼がん登録の精度向上 ▼がん登録による情報の提供、活用 
 
(5) 緩和ケアの推進 ▼緩和ケアの普及啓発 ▼質の高い緩和ケア提供体制の確保 ▼緩和ケア研修会の受講促進、
受講後のフォローアップ体制の充実等 ▼在宅緩和ケアの充実 

●がん患者の 5年相対⽣存率 61.0％（Ｈ21年診断患者） 改善 

▽年間新⼊院がん患者数 165,061名／64病院（小児がん除く）（Ｈ28年） 

▽悪性腫瘍手術件数 54,603件／64病院（小児がん除く）（Ｈ28年） 

▽小児(0〜14歳) がんの５年実測⽣存率 81.9％（Ｈ17年〜Ｈ21年） 

▽DCO％（がん登録ﾃﾞｰﾀの精度の維持） 7.9％（Ｈ24年） 

●がん患者の緩和ケアに対する満⾜度 58.6％（Ｈ29.3） 100％ 

▽緩和ケア研修累積受講者数 10,788名（Ｈ29年 12月） 

3. 患者支援の充実 
 

(1) がん患者の相談支援 ▼がん相談支援センターの機能強化 ▼がん相談支援センターの周知と利⽤促進 
 
(2) がん患者への情報提供 ▼がん患者が必要とする情報にアクセスできる環境整備 
 
(3) 就労支援などがんサバイバーシップ支援 ▼小児・AYA 世代のがん患者の就学・就労等 ▼がん患者の治療と仕事の両
⽴⽀援 ▼高齢のがん患者の意思決定支援 ▼アピアランスケア、生殖機能の温存、⼤阪重粒⼦線センターにおける患者⽀援等 

●がん相談⽀援センターの認知度 82％（Ｈ29.3） 100％ 

▽がん相談支援センターの相談件数 86,140件／64病院（小児がん除く）（Ｈ28年） 

4. がん対策を社会全体で進
める環境づくり 

(1) 社会全体での機運づくり ▼府⺠、医療関係者、医療保険者など、様々な主体と連携した取組み 
 
(2) 大阪府がん対策基⾦ ▼基⾦の効果的な活用 ▼患者会活動の充実 ▼⺠間団体の⾃主的活動⽀援 
 
(3) がん患者会等との連携促進 ▼患者団体協議会等との意⾒交換 ▼患者会等の情報提供 ▼患者サロン等の整備促進 

▽がん検診受診推進員認定数 3,978人（H29.3） 

▽患者会、患者支援団体及び患者サロ
ンの数 

患者会及び患者⽀援団体︓36団体 
患者サロン︓58病院 

《推進体制》 本計画に沿って実施する取組内容について「大阪府がん対策推進委員会」に毎年度報告し、進捗管理に関する PDCAサイクルを実施し、施策に反映。 

3.基本的な考え方【第 4章】・個別の取組みと目標【第 5章】・計画の推進体制【第 6章】 

 
 

1.計画の基本的事項等【第 1章・第 2章】 

１．がんの現状と課題（全体の状況） 
・がん年齢調整死亡率(平成29年、75歳未満)は全国に⽐べ減少率は
大きいが、依然として全国に比べ高い 
・５年相対⽣存率は年々改善、治療と仕事の両⽴⽀援等必要な⽀援を受
けられる環境整備が必要 
・⼆次医療圏別の年齢調整り患率・死亡率には1.1〜1.3倍程度の違
いがあり、⼆次医療圏別に差の縮小について検討が必要 
・ライフステージ別のり患・死亡数の多いがんに応じた対策が必要 
２．大阪府のがん対策の現状と課題 
① がんの予防・早期発⾒ 
・喫煙等生活習慣の改善によるがん予防、がん教育の充実が必要 
・がん検診受診率は年々向上も依然全国最低レベル、受診率向上が課題 
 

■位置づけ︓がん対策基本法第 12条第 1項に基づく都道府県計画 
■⽬的︓がん患者への医療の提供等の現状と課題を把握し、その
解決を図るための取組みを社会全体で総合的かつ計画的に推進 
■期間︓平成 30(2018）年度から令和５(2023）年度（6年間） 
■他計画との整合性︓ 
⼤阪府保健医療計画、⼤阪府健康増進計画、⼤阪府⾼齢者計画 
など他計画との整合を図る 
■前計画の評価︓ 
全体目標「75歳未満の全がん年齢調整死亡率」の⽬標達成は 
困難な⾒通し 

（H29死亡率(対 H19年⽐)︓⽬標▲30％減⇒⾒込▲約 20％減） 

② がん医療の充実 
・がん診療拠点病院による均てん化、⼆次医療圏毎の地域連携の充実が必要 
・小児・AYA世代のがん、希少がん等のそれぞれの特性に応じた対策が重要 
・緩和ケアの普及啓発、提供体制の充実、緩和ケア研修会の受講促進等 
③患者支援の充実 
・がん相談支援センターの利⽤促進につながる取組みが必要 
・がんに関する必要な情報にアクセスできる環境整備が課題 
・小児・AYA世代の多様なニーズに沿った支援、働く世代の治療と仕事の両⽴
支援、高齢世代の意思決定支援が必要 

④がん対策を社会全体で進める環境づくり 
・患者や家族を含めた府⺠、医療関係団体や医療保険者、教育関係者、企業、
マスメディアなど、社会全体で普及啓発やがん患者の支援体制の構築が必要 

・がん対策基⾦の効果的な活⽤、がん患者団体等との連携が必要 

｟基本理念｠ 
がんを知り、がん予防を進めるとともに、がんになっても心身ともに適
切な医療を受けられ、安⼼して暮らせる社会の構築 

｟全体目標｠ 
■⼤阪府のがん年齢調整死亡率（75歳未満）《⽬標︓平成 29年の 79.9人を 72.3人＜人口 10万人対＞（10年後には 66.9人）》 
■⼤阪府のがん年齢調整り患率（進⾏がん）の減少（⼆次医療圏毎のがんによる死亡率・り患率の差の縮⼩） 
■がん患者や家族の生活の質の確保 



 

 
国から示された将来推計ツールに従い算出 

○入院外：自然体の医療費見込みから、以下の効果を踏まえ算出 

▲特定健診・保健指導の実施率の向上(70%,45%)【12億円】 

▲後発医薬品の使用促進(80%)【248億円】 

▲１人当たり入院外医療費の地域差縮減に向けた取組 

（糖尿病の重症化予防【15 億円】、重複投薬【0.5 億円】・多剤投薬【44 億円】の適正化）  

○入院：病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた推計 
 

令和5(2023)年度時点の医療費の見込み 

入院外 22,440.5億円【適 正 化 前：22,760億円】 

入院 16,336億円 

合計 38,776.5億円【適正化効果額：▲319.5億円】 

 

国、都道府県、保険者、医療の担い手等が医療費等の状況を把握し、連携して適正化にあたるため、 

国から提供されたデータセット（NDBレセプトデータから抽出）なども活用し、全国や他府県との比較を行い、原因等を分析し「見える化」 

 

【計画の位置づけ】 

○「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく法

定計画 

○国の「医療費適正化に関する施策についての基本

的な方針」に即して策定 

○医療費の現状や課題に基づき、医療費の伸びの適

正化を推進することが目的 
 
【計画の期間】 

第２期 平成 25年度から平成 29年度の５年間 

第３期 平成 30年度から令和 5年度の６年間 
 
【他計画との関係】 

医療計画、健康増進計画、高齢者計画、 

国民健康保険運営方針と調和を図る。 

○総医療費・１人当たり医療費の状況 

・H17：2兆 4,347億円⇒H27：３兆 2,193億円 

・人口１人当たりは 36万 4千円(H27)で全国 18番目 

（国保：35 万 1 千円で全国 28 番目（年齢調整後 18 番目）、後期高齢：105 万 3千円 

で全国８番目（同 4番目）、協会けんぽ：17万 8千円で全国 14番目（同６番目）） 

・高齢者医療費が約３分の１を占め、高齢化の進展によりさらに増加見込み 

○疾病別・診療種類別・年齢別の医療費の状況 

・入院外：患者数の多い疾患（高血圧、動脈硬化症、整形外科疾患、糖尿病）と 

1人当たり医療費が高い疾患（悪性新生物、腎不全）の割合が大きい。 

・入院：手術等の外科的治療が必要な疾患（整形外科疾患、脳血管疾患、心疾患、 

悪性新生物）や高額な治療薬を使用する疾患（悪性新生物、脳血管疾患） 

の割合が大きい。 

・市町村国保・後期高齢・協会けんぽとも、高齢になるほど全国平均と比較して

１人当たり医療費や各診療種類別医療費が高くなる傾向。 

第３期大阪府医療費適正化計画【概要】（平成 30年３月策定） 

○毎年度、個別施策の取組状況、指標、目標について進捗状況を公表 

○計画期間の最終年度に進捗状況に関する調査・分析を行うとともに、

期間終了の翌年度に実績評価を実施 

○上記について、学識経験者等で構成する大阪府医療費適正化計画推進

審議会で検証しＰＤＣＡに基づく計画の効果的な推進を図る 

計画の位置づけ 大阪府の医療費や受療行動の地域差の状況 

○生活習慣病等の状況 

・働く世代からの生活習慣病にかかる受療率は全国に比べ低く、未治療者も多く存在。 

一方、高齢になってからの生活習慣病にかかる医療費が高い傾向。 

・特定健診受診率・特定保健指導実施率・がん検診受診率は全国で低水準。 

○受療行動や医薬品等の状況 

・重複・頻回受診、重複・多剤投薬、残薬は一定存在。 

・後発医薬品の使用割合は向上しているものの全国平均より低い。 

○療養費の状況（柔道整復師やハリ・キュウなど） 
・１件当たりの額が全国平均より高く、療養費の総医療費に占める割合は全国で 

最も高い。 

○府民の医療に関する正しい知識の普及状況 

・かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師を決めていない、お薬手帳を適

切に活用できていない、他の医療機関を受診する際の受診状況を医師に伝えない など

の割合が一定存在。 

 
▼府民の生活の質の維持・向上に資する適切な医療の効率的な提供   ▼高齢化に伴う医療費の伸びへの対応   ▼医療費の地域差縮減に向けた取組 

基本理念～計画のめざすべき姿 

施策の３つの柱と取組 医療費の見込み 
【主な目標値】 

項目 
目標値 

(R5年度) 

特定健康診査受診率 70％以上 

特定保健指導実施率 45％以上 

糖尿病性腎症による年

間新規透析導入患者数 
1,000人未満 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当

者及び予備群減少率 
H２０比▲25％以上 

成人喫煙率 
男性 15％ 

女性  5％ 

がん検診受診率 

 

がんによる死亡率 
(75 歳未満のがんの年齢

調整死亡率(10万人対)) 

胃・大腸 40％ 

肺・子宮・乳 45％ 
 

72.3人 
（10年後に 66.9人） 

重複投薬・多剤投薬

にかかる調剤費等 
H25比 半減 

後発医薬品使用割合 80％以上 

療養費 1 件当たりの

医療費 
全国平均に近づける 

データヘルス計画を策定

し取組を行う市町村数 
全市町村 

 

◆市町村や保険者、医療の担い手等との積極的な連携 
保険者協議会や地域・職域連携推進協議会などの場も活用し、連携した取組を進めるとともに、
データ分析を通じた健康課題等の提供や好事例の創出・横展開を図り、市町村や保険者等を積極
的に支援 

◆市町村国保に対するインセンティブ強化 

保険者努力支援制度等を活用し、健康づくり事業や医療費適正化などに取り組む市町村を重点的

に支援 

◆健康づくりに取り組む被保険者への支援 

被保険者自身による健康づくり・疾病予防のための取組を推進 

計画の推進・評価 

 (1)生活習慣病の重症化予防等 

①特定健診・特定保健指導の実施率の向上 

②早期受診や治療の継続等により、

重症化を予防するための取組 

③高齢者の重症化予防の取組 

④生活習慣と社会環境の改善 

(2)がんの予防及び早期発見 

(1)医療費の見える化・データヘ

ルスの推進 

(2)府民への情報発信の強化 

 

(1)医薬品の適正使用 

(2)後発医薬品の普及・啓発の推進 

(3)療養費の適正支給 

(4)医療機能の分化・連携、 

地域包括ケアシステムの構築 

１．生活習慣病の 
重症化予防等 

２．医療の効率的な 
提供の推進 

３．健康医療情報の 
 効果的な発信 

【府の取組方針】 



（２） 条例制定のポイント

（３） 条例の概要

（“健康課題”への対応）
・府⺠の平均寿命・健康寿命は男⼥とも全国平均を下回る。

・市町村間における健康格差（健康寿命の差）が生じている。

・悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患など、生活習慣と関わりの深い疾患が主要死因の５割を超え、
介護が必要となった要因の上位を占める。

⇒ 府⺠一人ひとりの主体的な健康づくり活動等の推進、その普及啓発・気運の醸成が必要。

（健康づくりを“社会全体”で支える仕組みづくり）
・生涯を通じて心身ともに健やかで生き生きと暮らすためには、各世代の身体的特性や生活・労働環境、それぞれの健
康意識や⾏動等を踏まえた取組みが求められる。

⇒ 若い世代から働く世代、高齢者まで、ライフステージに応じた主体的な健康づくりを多様な主体の連携・協働により、
“社会全体”で支援していく仕組みづくりが必要。

（１） 条例制定の背景・必要性

大阪府健康づくり推進条例【概要】（平成30年10月３0日公布）

《平均寿命》（大阪）男80.23・⼥86.73
（全国）男80.77・⼥87.01

《健康寿命》（大阪）男71.50・⼥74.46
（全国）男72.14・⼥74.79

《健康格差》男4.6歳・⼥4.0歳 ＊最も高い自治体と低い自治体の差（平成27年）

第１章 総則

第２章 健康づくりの推進に関する施策

第３章 推進の体制及び方策

１ 健康づくり関連3計画の総合的・一体的な推進 《主に第12条〜第16条》

２ 多様な主体の役割の明確化と連携・協働による“オール大阪体制”の構築 《主に第４条〜第11条》

３ 大阪の特徴(強み)を活かした取組みの推進 《主に第４条、第11条》

４ 府⺠の健康づくりの普及啓発と気運醸成 《主に第17条〜第21条》

※ 2025年開催の⼤阪・関⻄万博（重点テーマ「いのち・健康」）に向けた活動とも連携した取組みにより、
健康づくりの気運醸成を進めていくことが期待される

○ 健康づくりの推進に関して府が講じる施策を規定（第12条〜第16条）
■ 健康教育等の充実
■ 食生活の改善、身体活動・運動、休養・睡眠、こころの健康の保持及び増進等
■ ⻭と⼝腔の健康の保持及び増進
■ 喫煙、過度の飲酒の対策の推進
■ 特定健診、がん検診、特定保健指導の受診促進 等

○ 健康づくりを推進するための体制及び方策を規定（第17条〜第21条）
■ 健康づくりを推進するための会議を設置
■ 事業者や団体の顕彰
■ 施策の実施状況等についての年次報告（各審議会において意⾒聴取等）
■ 必要な調査の実施
■ 健康づくりに関する活動への参加促進に向けた情報提供

◯ 健康づくり関連3計画（※）に基づく健康づくり施策を総合的・一体的に推進
○ 上記3計画において目標を設定
※「第3次大阪府健康増進計画」、「第3次大阪府食育推進計画」、「第2次⼤阪府⻭科⼝腔保健計画」

◯ 府の責務をはじめ、市町村や保健医療関係者、医療保険者、事業者、府⺠等の多様な主体の役割を明確化
◯ 各主体の積極的な連携・協働を促す“オール大阪体制”を構築

◯ 若い世代から働く世代、⾼齢者までそれぞれの健康状態に合った健康⾏動の実践・健康診査の受診促進等の
普及啓発

◯ 家庭や学校、職場、地域社会等、あらゆる場における健康づくりの気運醸成

◯ 府内に集積する大学・研究機関との連携や地域資源の活用
◯ 健康医療情報（特定健診の結果・診療報酬明細書等から得られる情報等）の活⽤

70

80

（歳）
90

男 性 ⼥ 性

71.50
歳

80.23
歳

74.46
歳

86.73
歳全国で

38位

全国で
39位

全国で
38位

全国で
34位

平均寿命︓厚⽣労働省都道府県別⽣命表（平成27年）
健康寿命︓厚⽣労働科学研究班報告書データ（平成28年）

［出典］

平均寿命 健康寿命大阪府の
平均寿命と健康寿命

不健康期間
8.73歳

不健康期間
12.27歳

○ ⽬的、定義、基本理念を規定（第１条〜第３条）
■目 的︓府⺠の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、府⺠の健やかで⼼豊かな⽣活できる活⼒

ある社会の実現
■基本理念︓府⺠が主体的に健康づくりに取り組むこと、多様な主体の連携・協働による健康づくりを推進

するための必要な支援及び社会環境の整備に取り組むことを規定

○ 各主体の役割等を規定（第４条〜第10条）
■ 府の責務について規定(⽬標の設定、施策の総合的な策定・実施、気運醸成、健康医療情報の活⽤等)
■ 府と市町村との協⼒について規定
■ 府⺠・事業者・保健医療関係者・医療保険者・健康づくり関係機関等の役割について規定

○ 連携及び協働についてを規定（第11条）
■ 各主体の連携と協働（府、市町村、事業者、保健医療関係者、医療保険者、健康づくり関係機関等）
■ 府内に集積する健康づくりに関連する大学・研究機関・企業との連携、地域コミュニティ等の地域資源
を活かした取組み

附則（⼤阪府附属機関条例の⼀部を改正）

○ 目標の達成状況の評価を各審議会において実施する旨を規定
①食育推進計画評価審議会 ②地域職域連携推進協議会 ③⽣涯⻭科保健推進審議会



Ø 原則屋内禁煙（喫煙専用室設置可。喫煙可能部分へ20歳未満の者を⽴ち⼊らせてはならない）
（経過措置︓客席⾯積100㎡以下かつ個⼈⼜は資本⾦等5000万円以下の飲食店は、禁煙・喫煙を選択可）

大阪府受動喫煙防止条例【概要】（平成31年3月20日公布）

（１）府の責務
・受動喫煙の防止に向けた環境整備等、総合的な施策の推進
・改正健康増進法及び条例の周知、理解促進
・公⺠連携による取り組みの推進

（２）府⺠等の責務
・他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないように努める

（３）保護者の責務
・監護する者に対し、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するよう努める

（４）関係者の協⼒
・府、市町村その他の関係者は相互に連携を図りながら協⼒するよう努める

（５）管理権原者の主な義務及び責務
・望まない受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努める

など

条例による規制の違反にあたっては、5万円以下の過料を設定

Ø 敷地内全⾯禁煙（特定屋外喫煙場所を設置しないこと）に努める（努⼒義務）［2020.４~］

第一種施設 改正法（2019年7月施行） 府独自の取り組み（条例）(2020年4月施行)

受動喫煙により健康を損なうおそれが
高い者（20歳未満の者、患者、妊婦）が主
たる利⽤者である施設

禁煙（敷地内禁煙）

※ 特定屋外喫煙場所を設置できる

禁煙（敷地内全面禁煙：努力義務)

※ 特定屋外喫煙場所を設置しないこと

学校（学校、幼稚園 等）

病院、診療所、助産所

児童福祉施設
（保育所、児童養護施設 等）

その他（介護⽼⼈保健施設、
認定こども園 等）

⾏政機関の庁舎

（例）精神科、終末期医療を提供する病院、
主に療養を中心とする施設など、
利用者への一定の配慮が必要な施設

禁煙（敷地内禁煙）
※ 特定屋外喫煙場所を設置できる

イメージ

2025年4
月

敷地内

特定屋外喫煙
場所

喫煙専用室 加熱式たばこ専用の喫煙室

設置できる施設 第二種施設（原則屋内禁煙となる施設）
場所 屋内の「一部」

必要となる措置 室外への煙の流出防⽌措置
紙巻きたばこ 〇 ×
加熱式たばこ 〇 〇

室内での喫煙以外の行為
（飲食等）

× 〇

20歳未満の者の入室 × ×

府の責務等に係る部分
（３か月の周知期間）

2019年7月

第一種施設等に係る部分
（努⼒義務）
2020年4月

飲食店等に係る部分を
含む全⾯施⾏
（罰則部分）
2025年4月

特定屋外喫煙場所：第一種施設の屋外の場所の一部のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所

２．義務及び責務 ※2019年7月施行 ４．第一種施設（敷地内禁煙）における取り組み ※2020年4月施行

５．第二種施設における取り組み ※努力義務：2022年4月施行、罰則部分：2025年4月施行

７．加熱式たばこの扱い ※改正健康増進法と同様の扱い

８．罰則

９．施行時期（段階的に施行）

○ 府民の健康のため、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりをすすめる
○ 万博開催の2025年を目指し、国際都市として、全国に先駆けた受動喫煙防止対策をすすめる

改正法
全面施行：2020年４月

大阪府受動喫煙防止条例
全面施行：2025年４月

【経過措置】
既存特定飲食提供施設
・客席面積100㎡以下
・個人又は資本金等5000万円以下
の店舗

【経過措置】
府既存特定飲食提供施設

客席面積30㎡以下の店舗

11

府内全域（政令指定都市、中核市を含む）

３．条例の対象範囲

１．趣旨

2025年4⽉施⾏

法︓2020年4⽉施⾏

2022年4⽉施⾏

第二種施設
多数の者が利用する施設
（第一種施設を除く）

（例）事務所、旅館（客室を
除く）、飲食店 等

★例外措置

原則屋内禁煙
（喫煙専用室設置可）

原則屋内禁煙
（喫煙専用室設置可）

禁煙・喫煙を選択可

原則屋内禁煙
（喫煙専用室設置可）

屋内禁煙に努める
（努⼒義務）

従業員を雇用する施設

禁煙・喫煙を選択可

［法︓2020.４~］

［2025.４~］

［2022.４~］

【改正法の第二種施設のうち、既存特定飲食提供施設にかかる府独自の取り組み】

［2025.４~］

Ø 従業員を雇⽤する飲⾷店は、客席⾯積に関わらず原則屋内禁煙に努める（努⼒義務）
Ø 改正法で経過措置対象としている客席面積100㎡以下の飲食店のうち、30㎡を超える飲食店は、
原則屋内禁煙（罰則あり)  ※喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の設置可

Ø 客席面積が30㎡以下の飲食店は、改正法と同様に、喫煙か禁煙の選択可（経過措置）

Ø 改正健康増進法と同様に、加熱式たばこ専用喫煙室（飲食等も可）
での喫煙可

６．喫煙目的施設の要件 ※改正健康増進法と同様の扱い

（１）公衆喫煙所
（２）喫煙を主目的とするバー、スナック等

たばこの対面販売（出張販売を含む）をしており、客に飲食させる営業（「通常主食
と認められる⾷事」を主として提供するものを除く）を⾏うもの

（３）店内で喫煙可能なたばこ販売店

従業員を雇用する
飲食店に係る部分
（努⼒義務）
2022年4月

※2022年を⽬途として府内の取組状況等を踏まえ、必要な場合は措置を講ずる。



１．企業団と市町村水道事業者との統合の促進︓
企業団の「⽔道事業統合促進基⾦」を活⽤し、統合を促進。

２．施設の最適配置・統廃合
（１）淀川系浄水場の最適配置の検討

•経済性・危機管理を両⽴できる施設能⼒の組合せを検討。
•現⾏計画の下での更新事業費からの削減額を試算。
【検討結果】最適配置による更新事業費の削減とバックアップ体制の構築は両⽴可能。

（２）送配水施設の統廃合
隣接団体間での統廃合により、コスト削減の可能性がある施設については、
今後、府による広域的調整の下、関係団体間で具体的な検討・協議を進める。

３．その他の広域化︓「⼤阪市・堺市」「⼤阪市・堺市・企業団」「堺市・富⽥林市」の連携、⼤阪市による技術連携の拡⼤ など

１．現況
•年間給⽔量︓ピーク時から2割強減少。
•⽔源︓淀川に⼤半を依存（9割超）。
•施設︓耐震化率等は5割を下回る。管路更新率は低下傾向。
•職員数︓水道事業者では、20年前から4割以上減少。

人口規模が小さい団体では技術職員も少ない。
•料⾦︓府内平均は全国平均を下回っているが、府内での格差は2倍超。

２．今後の課題
○収支悪化への対応

•収⼊減少︓⼈⼝減少により⽔需要は低下。
(2060年の給⽔量は推計で2018年度⽐24％減。)

•費⽤増⼤︓⽼朽化した施設が増加。
○早期の施設更新・耐震化等

•近年の管路更新ペース（年0.9%）では、2060年の耐震適合率は76％。
○組織⼒の維持・充実

•危機対応の体制に課題。技術の継承が難しい。

一水道の下で施設を統廃合した場合の財政効果額を、管路更新のペースアップを含む所定の条件の下で試算。

府のリーダーシップの下、一水道をめざし引き続きオール大阪で取り組んでいく。
［来年度以降の具体的取組み］ 『水道基盤強化計画』の策定、⼀⽔道・広域化に向けたさらなる検討、住⺠理解を深める⽅策の検討・実施 等
［検討体制］ 引き続き本協議会にて検討を⾏い、「広域的連携等推進協議会」が設置された時点で、本協議会は発展的に解消。

【「府域一水道に向けた水道のあり方協議会」のあらまし】
• 設置 ︓2018年8月
• 構成 ︓府、府内の全水道事業体

「府域一水道に向けた水道のあり方に関する検討報告書」【概要】（令和２年３月とりまとめ）
【報告書の趣旨】
持続可能な府域⽔道事業の構築に向け、府域⼀⽔道に関する関係者の共通認識として整理したものであり、今後のさらなる取組みの土台となるもの。

【試算結果】 施設の統廃合等により一定の財政効果が生じる。
(人件費や施設更新事業費、維持管理費等が削減される。）

○一水道の効果の⾒える化と一水道の具体化に向けた検討
○様々な広域化の推進
○広域化・一水道への機運醸成

［一水道の主な条件等］

* 「現状推移」は各団体の計画に沿って施設数を設定。
* 施設数の設定にあたっては、危機管理やサービス⽔準等の観点での具体的な検討は⾏っていない。

淀川系浄水場位置図

淀川

第１章 府域水道の現況と今後の課題

市町村によって課題の度合いは異なり、格差は拡大していくと考えられる。

今後、求められる取組み
•改正水道法（2019年）で、⽔道の基盤の強化を規定。
•各団体は、水道の基盤の強化に向け、課題への対応を先送りすることなく、
必要な取組みをより⼀層強化することが不可⽋。

第２章 水道の基盤の強化

第３章 府域一水道の課題と今後の取組み

１．現在の取組み方針
［府域一水道とは］

•府内の全水道事業体が統合して一つの組織を作り、事業運営・会計を一
本化（料⾦統⼀）。

２．一水道の効果
•コスト削減（→料⾦上昇幅の抑制、浄⽔場・管路等の更新・耐震化のス
ピードアップ）と財政基盤強化、組織体制強化と技術⼒の維持・充実

安定した経営、災害に強い⽔道、料⾦上昇幅の抑制 等
３．これまでの取組み
［企業団と市町村水道事業者との統合］

• 2024年度までに、予定を含め14団体が統合（府内団体の約1/3）。
•府内給水人口の約５％にとどまる。

４．主な課題
•団体によっては早期の統合の必要性を⾒出しにくい
•決定権限等についての懸念 ・経営状況等の違い ・料⾦のあり方
•地域自己水（浄水場）のあり方 ・サービス内容等の統一

５．様々な広域化の必要性
•一水道の実現前でも様々な広域化によりメリットが生じる。
•最終的には一水道につながっていく。

６．今後の取組みの方向性

企業団を核とした府域⽔道の更なる広域化を推進し、⼤阪市を含む
府域一水道を目指す。（『大阪府水道整備基本構想』2012年）

第４章 一水道化の財政効果額シミュレーション

第５章 広域化の具体的取組み

おわりに

詳細は次頁

対象期間 2021年 〜 2060年 （2030年に⼀⽔道が実現すると仮定。）

対
象
施
設

浄水場
淀川系以外の浄水場の存廃の設定に応じて、３パターンに区分。
Ａ︓「現状推移」と同じ Ｂ︓存廃未定施設を「廃止」
Ｃ︓淀川系にほぼ集約

送配水施設 統廃合可能と判断された施設を「廃止」と設定。
拠点施設 東京都等の現体制を踏まえて設定。（本庁・水道センター等）

職員数 施設数や業務内容等に応じて設定。（東京都等の大規模団体を
参考。）

費用
•施設の更新・維持管理費、人件費等を所定の条件により積算。
•管路は年1.4%の更新ペース（70年に1回、2060年に耐震適合
率100％）で積算し、スケールメリット等により5%削減と設定。

実現に向け、本協議会で今後も検討を続けていく。

＊泉浄水所（吹田市）は、将来停止予定のため、検討対象から除外。

(P.４)

(P.15)

(P.18)

(P.29)

(P.39)

(P.52)

企業団 大阪市 守口市

118 15.5 80 6.2 149 45 26.5 13 453.2 ー ー
50 15.5 121 45 26.5 11 319 9,880  ー

ﾊﾟﾀｰﾝA 73 73 45 26.5 11 301.5 9,506  ▲ 374
ﾊﾟﾀｰﾝB 75 75 45 26.5 11 307.5 9,126  ▲ 754
ﾊﾟﾀｰﾝC 85 85 45 26.5 11 337.5 9,287  ▲ 593

50
73

合計 浄水場等
事業費

 淀川系浄⽔場の施設能⼒      （万m3／日） （億円）

庭窪
柴島 村野 豊野 三島 中宮

現状推移
からの
削減額

75
85

最
適
配
置

現状推移
現状

* 大阪市・守口市は2024年度の共同化を予定。「最適配置」では、庭窪を一体運用すると想定。
* 「現状推移」での施設能⼒はシミュレーション上の設定であり、各団体の計画とは必ずしも⼀致しない。
* パターンA~Cの条件は第4章と同じ。
* 浄水場等事業費は2021年から2060年までの総額であり、浄⽔場（淀川系以外も含む）更新等
の事業費に加え、浄⽔場の廃⽌や施設能⼒変更の影響を受ける管路等の更新・整備事業費を含む。

総費用 (2021年~2060年） 2060年の費用(年)

現状推移 6兆8,686億円 1,848億円

一水道 6兆6,576億円 〜 6兆7,076億円 1,721億円 〜 1,752億円

効果額
▲1,610億円 〜 ▲2,110億円 ▲96億円 〜 ▲127億円

（▲2.3％〜▲3.1％） （▲5.2%〜▲6.9%）

＜参考＞現状推移モデルの管路更新率（年1.4％）を、年0.9％（近年のペース）とした場合。
試算結果︓ 総費用 6兆4,182億円、 2060年の費用 1,631億円

＊数値はいずれも
府全体のもの

詳細は次頁



【概要】
2030年に⼀⽔道が実現すると仮定して、施設の統廃合・集約による財政効果額（2060年までの
費用の削減額）を、管路更新のペースアップを含む所定の条件の下で試算。

【概要】
•府内水需要の9割を賄う淀川系浄⽔場は、⽔需要の低下により余⼒が増加し、
⽼朽・⾮耐震施設が多いため、今後ダウンサイジングを伴う更新が必要。

•事業体にとらわれず、経済性・危機管理両⾯での最適配置について検討。

【各モデルの施設能⼒等設定の考え⽅】

【検討結果】施設の最適配置による更新事業費の削減と浄⽔場停⽌時のバックアップ体制の構築は両⽴可能。

＊ 大阪市・守口市は2024年度の共同化を予定。
＊「現状推移モデル」での施設能⼒はシミュレーション上の設定であり、各団体の計画とは必ずしも⼀致しない。

【実現に向けての今後の主な検討事項】
•検討結果の精査（水運用上の制約がないか等の検証）及び課題の整理
•浄水場、管路等の更新内容や更新スケジュール
•最適配置によるメリットの公平な配分方法や認可に関する課題の解決策

一水道化の財政効果額シミュレーション（第4章） 淀川系浄水場の最適配置の検討（第5章２．（１））

【主な条件】

【各モデルの施設数等設定の考え方】

【試算結果】一水道が実現すると、以下のような一定の財政効果が生じる。
＊近年（５年平均）の更新ペースは年0.9％。このペースでは、2060年の耐震適合率は76%にとどまる。

【留意点】
•一水道モデルでの施設数は、施設の現状を踏まえ、主に経済性の観点から、考えられるパターンとして設
定。職員数も、施設数等を基に他団体の現状を踏まえて算出。したがって、これらが目標・計画となるも
のではない。

•施設の実際の統廃合等にあたっては、危機管理やサービス⽔準等の観点も含め、個別具体的な検
討が必要。

•浄水場については、府域の⽔源のあり⽅等についての議論・検討も必要となる。

対象期間 2021年〜2060年（2030年に⼀⽔道が実現すると仮定。）
対象施設 浄水場、送配水施設、管路、拠点施設（本庁、水道センター、水質管理センター等）
施設数 下記「各モデルの施設数等設定の考え方」により、それぞれの施設数を設定。
職員数 施設数や業務内容等に応じて設定。（東京都・大阪市等の大規模団体を参考に設定。）

費用 上記施設の更新事業費（拠点施設を除く。統廃合の際に必要となる整備費を含む。）、
維持管理費、人件費等を所定の条件により積算。

現状推移モデル 一水道モデル
パターンＡ パターンＢ パターンＣ

浄水場 各団体の今後の存廃・更新
時期等の計画に沿って施設
数を設定。

現状推移モ
デルと同じ。

主に、各団体で
存廃が未定の施
設を「廃止」と設
定。

淀川系浄水場への置き換え
が費⽤⾯で不利となるものを除
き、「廃止」と設定。（施設数
最小）

送配水
施設

一水道となった場合には統廃合可能と判断された施設を、
「廃止」と設定。

管路
現在の管路を、2060年に
耐震適合率100%となるよ
う年1.4％（70年に1回）
ペースで更新。＊

現状推移モデルと同じ。
（配水管については、費用算定では、一水道後のスケールメ
リット等として2030年から５％の削減効果を設定。大阪市
分は別途設定。）

拠点施設 現状どおり。（基本的に団
体ごとに設置。）

東京都等の現体制を踏まえて設定。
（本庁１箇所、水道センター14箇所等に集約。）

総費用(2021年〜2060年） 2060年の費⽤(年)
現状推移 6兆8,686億円 1,848億円

一水道 6兆6,576億円 〜 6兆7,076億円 1,721億円 〜 1,752億円

効果額 ▲1,610億円 〜 ▲2,110億円
（▲2.3％〜▲3.1％）

▲96億円 〜 ▲127億円
（▲5.2%〜▲6.9%）

淀川系8浄⽔場の施設能⼒（現状） （万㎥／日）

柴島 庭窪 村野 豊野 三島 中宮 合計
企業団 大阪市 守口市

118 15.5 80 6.2 149 45 26.5 13 453.2
＊ 泉浄水所（吹田市）は、将来停止予定のため、検討対象から除外。

現状推移モデル 一水道モデル

浄水場

大阪市、企業団はそれぞれ全体として25%
の予備⼒※を備えた施設能⼒を設定。その
他については計画等を参考に設定。

※「水道施設設計指針（日本水道協
会）」による。

•「第4章 一水道化の財政効果額シミュレーション」のパターンＡ〜Ｃの浄
水場の設定に応じ、淀川系浄水場で必要となる施設能⼒により3パター
ンを設定。
•1浄水場停止時に他の浄水場で1⽇平均給⽔量を確保（バックアッ
プ）できる施設能⼒を設定。
•更新事業費が最も⼩さくなる組合せを検討。

送水管等 追加整備の必要なし。 •大阪市施設から企業団施設への連絡管等を追加整備。
•パターンA・Bは、施設能⼒の差が⼩さいことから同⼀とする。

＊ 水需要は2045年時点の推計値を⽤いる。

各浄⽔場の施設能⼒ （万㎥／日） （億円）

柴島
庭窪

村野 豊野 三島 中宮 合計
淀川系
浄水場等
事業費

淀川系以外
浄水場等
事業費

浄水場等
事業費
（総額）

現状推移
からの
削減額企業団 大阪

・守口

現状推移モデル 50 15.5 50 121 45 26.5 11 319 8,588 1,292 9,880 ー

最適
配置
モデル

パターンA 73 73 73

45 26.5 11

301.5 8,214 1,292 9,506 ▲374
パターンB 75 75 75 307.5 8,289 837 9,126 ▲754
パターンC 85 85 85 337.5 8,767 520 9,287 ▲593

一
体
運
用

＜参考＞ 現状推移モデルの管路更新率(年1.4％）を、年0.9％（近年のペース）とした場合。
試算結果︓ 総費用 6兆4,182億円、 2060年の費用 1,631億円

•浄水場や拠点施設の統廃合・集約による人件費や施設更新事業費、維持管理費等の削減。
•スケールメリットによる委託料、管路更新事業費の削減。

淀川系浄水場位置図 淀川

「府域一水道に向けた水道のあり方に関する検討報告書」 「財政効果額シミュレーション」「淀川系浄水場の最適配置の検討」詳細

淀川系浄⽔場は、他の浄⽔場の施設能⼒に応じた能⼒を設定。

「現状推移モデル」 ︓現⾏体制の下で事業を継続するというモデル。
「一水道モデル」 ︓一水道が実現すると仮定し、一組織の下で事業を実施するというモデル。

＊淀川系浄⽔場は⽔量⾯で府内⽔需要を全て賄えることから、淀川系以外の
浄水場の存廃の設定に応じて、３つのパターンに区分。

《浄水場等事業費》
•浄水場等事業費は2021年から2060年までの総額であり、浄⽔場更新等の事業費に加え、浄⽔場の廃⽌や施設能⼒変更の
影響を受ける管路等の更新・整備事業費を含む。
•2021年から2060年までの試算のため、2060年以降に更新時期を迎える浄⽔場等の事業費は含まれていない。
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・⼤規模⾷中毒の発⽣、⾷品への相次ぐ異物混⼊事件など
・⾷品表⽰法の施⾏、HACCPの制度化
・情報量の増⼤、訪⽇観光客の増⼤など

■社会的な背景と課題

■第2期推進計画の成果
４つの施策の柱を設け、関係部局が連携して47の事業を実施

■重点課題

■⾷の安全安⼼に関する府⺠意識

■基本施策と取組ポイント

■施策の推進体制 ■国や地方自治体との連携 ■人材の育成

■施策展開の方向性
・施策の柱
条例の基本理連を踏まえた４つの施策の柱を設定

新たな制度に基づく表⽰の適正化の推進
➢2015年⾷品表⽰法の施⾏、加工食品及び添加物の経過
措置期間は5年間（2020年3月31日まで）

国際標準化を⾒据えた⾃主衛⽣管理の推進
➢2018年6月にHACCP制度化の法改正、2020年6⽉に施⾏

生産から消費に至る各段階での
食の安全性の確保

生産から消費に至る各段階において、関係法令に
基づき監視指導や検査を⾏う

１

健康被害の未然防止や拡大防止
健康への悪影響を未然に防止するため情報の収集や
試験研究を⾏うとともに、緊急時に迅速・的確に対応
するため危機管理体制を確保する

２

情報の提供の充実
食品の安全安心に関するリスクコミュニケーションや情報
の提供により関係者間の相互理解を推進するとともに、
府⺠が自主的に学べる機会の提供や食育の推進を
図る

３

・重点施策

特に重点的に取り組む施策として設定

重点

0

50

100

75.3
68.1

21.524.2

（％） 食品に対する安⼼と不安の傾向

2003.5 2007.7 2010.1 2014.9 2016.9
第1期計画期間 第2期計画期間

安心のピーク不安のピーク
（府⺠アンケートの結果）

第２章 食の安全安心に関する現状と課題

第３章 食の安全安心の確保に関する施策

第４章 各施策の取組体制

第５章 資料等

基本施策

事業者の自主的な取組の促進
⽣産者、事業者が⾏う⾷の安全安⼼確保のための
自主的な取組を支援する

４

事業者・府⺠の取組ポイントとして記載

・第2期推進計画の施策の継続を基本
・施策の柱に基本施策を掲げ、個別の取組事業を展開
・事業者の責務や府⺠の役割を明確化

＜計画期間＞2018年度〜2022年度までの5年間

＜位置づけ＞
食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために、
「⼤阪府⾷の安全安⼼推進条例」の規定に基づき、「⼤阪府⾷の安全
安⼼推進協議会」の意⾒を聴いて策定

食の安全安心推進計画

数値目標（成果目標１項目、取組目標1６項目を設定）
【成果目標（2022年度）】
⾷の安全性に不安を感じる府⺠の割合 15％以下

(1)監視指導

(3)新たな制度に基づく
表示の適正化の推進

(2)食品等の試験検査

(2)国際標準化を見据えた
自主衛生管理の推進

重点

重点

(1)リスクコミュニケーションの促進

(1)生産段階における支援

(3)緊急時に迅速に対応できる
体制の確保

(2)⾃主回収報告制度

(3)学べる機会の提供

(1)情報の収集及び調査研究

(4)健康被害の拡大防止の
ための情報の公表

(2)正確で分かりやすい情報の提供

(3)顕彰の実施

基本施策

府の取組事業/丸付き数字
府関連施設の取組／◎

①大阪府内産農産物の安全安心確保●

②畜産物の安全対策

③家畜におけるO157等動物由来感染症の病原体保有状況調査●★
④鳥インフルエンザのサーベイランス

⑤養殖生産安全対策

⑥大阪府食品衛生監視指導計画に基づく監視指導
⑦と畜場・大規模食鳥処理場における食肉等の安全確保★

⑧大阪府内産農産物の安全安心確保●

⑨貝毒の監視

⑩養殖生産安全対策
⑪大阪府食品衛生監視指導計画に基づく食品等の試験検査

⑫農畜水産物の生産過程における安全性の確保●

⑬無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品)に係る医薬品成分検査●
marmaur
⑭食品表示の適正化の推進◆

⑮健康食品関係施設への監視指導

⑯米のDNA品種判別検査による表示内容の確認●
⑰食品表示ウォッチャー兼推進員制度の推進●★

⑱新たな食品表示制度の普及啓発◆

⑲食品に関する相談の受付

⑳食中毒原因物質や化学物質などの食品への汚染実態調査

㉑食品監視指導のための調査研究★
◎食の安全に関する研究の推進

㉓食中毒発生時の調査体制の整備

㉔災害発生時の体制の整備★

㉕健康食品等による健康被害相談への適切な対応
㉖貝毒発生時の体制の整備

㉗BSE発生時の体制の整備

㉘鳥インフルエンザ発生時の体制の整備
㉙大阪府食の安全安心推進委員会の開催●

㉚健康被害の拡大防止のための情報の公表●

㉒自主回収報告制度●

㉛リスクコミュニケーションの実施
㉜大阪府食品衛生監視指導計画策定時の意見募集

㉝府民ニーズの把握

㉞ホームページやメールマガジン等による情報提供●

㉟食中毒予防啓発キャンペーンの実施

㊱行政、企業等の主催するイベントでの情報発信
◎食の安全に関する情報発信

㊲食品衛生講習会等の開催
㊳消費者団体等の活動内容の発表●
㊴学校関係者に対する食物アレルギーの研修の実施★
㊵第3次大阪府食育推進計画に基づく食育の推進

㊶農薬安全使用講習会の実施

㊷大阪府農薬管理指導士の育成・研修の開催★

㊸農産物の安全安心を守る研究と技術的支援★
㊹畜産の安全対策の普及★

㊺養殖場等に関する魚類防疫に関する講習会の実施

㊻大阪エコ農産物認証制度の推進●
◎環境農林水産技術支援のためのセミナーの開催

◎農林水産業、畜産業、農産加工等に係る技術相談等の対応

◎食品関連実験室の活用

51大阪府食の安全安心顕彰制度に基づく顕彰●◆

52食品衛生関係優良施設等の表彰

㊼HACCPの導入支援◆

㊽食品衛生に関する知識習得の支援◆

㊾大阪版食の安全安心認証制度の推進●◆
㊿食品衛生指導員制度への支援

●大阪府の独自事業
（第2期推進計画と比較して）
★追加した事業 ◆充実させた事業

社会情勢の変化に伴う新たな課題を踏まえ、生産から消費に至る
各段階で、大阪府における食の安全安心の確保に関する施策を一層
推進するため第3期計画を策定

条例の基本理念にのっとり、府、⾷品関連事業者、府⺠等が責務や
役割を理解し、共に協⼒して⾷の安全安⼼の確保に取り組む

■策定の趣旨

■目指すべき姿

第１章 推進計画策定の基本的な考え方

生産から消費までみんなでつなぐ食の安全 築く安心


