資料１

第７次埼玉県地域保健医療計画
「さいたま保健医療圏 圏域別取組」

進行管理 総括資料

１．がん医療
①がん予防と早期発見の推進
■平成３０年度の主な取組
・各種がん検診の実施及び普及啓発、受診率の向上
の取組、口腔がんの早期発見のための市民対象
フォーラムの開催 等
■進行管理取組団体
市、医師会、歯科医師会、薬剤師会
■課題、今後の事業展開
・受診者数は増加したが、高齢化の進展等に伴い
対象者数も増加したため受診率は低下している。
・より効果的な受診勧奨が必要。

がん検診受診者数と受診率
単位：人

平成29年

平成30年

90,133
（24.7%）
126,211
（34.6%）
112,081
（30.7%）
21,317
（24.4%）
44,622
（29.9%）

90,975
（24.2%）
127,583
（34.0%）
113,217
（30.2%）
31,056
（22.2%）
45,851
（28.4%）

胃がん
肺がん
大腸がん
乳がん
子宮がん

②がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

■平成３０年度の主な取組
・地域医療構想調整会議の開催、がん診療連携拠点病院による合同カンファレン
スや各種セミナー、緩和ケア研修会、意見交換会、勉強会の開催、地域連携パ
スの拡充 等
■進行管理取組団体
市、がん診療連携拠点病院（さいたま市立病院、さいたま赤十字病院、
自治医科大学附属さいたま医療センター）
■課題、今後の事業展開
・医療機関の機能分化・連携のため、引き続き、地域医療構想調整会議におい
て議論していく。
・市内の診療従事者との意見交換を広げ、課題を見いだし、質の高い医療・看
護の提供を目指していく。
③がん患者とその家族の療養生活の質の向上
■平成３０年度の主な取組
・市立病院での緩和ケアチームによる活動、緩和ケア外来、がんサロン等の実施、
各種相談対応、研修会の実施 等
■進行管理取組団体
市、医師会、薬剤師会、がん診療連携拠点病院、社会福祉協議会、
浦和地域医療センター（訪問看護を実施する市外郭団体）
■課題、今後の事業展開
・在宅におけるがん診療や緩和医療の市民への啓発活動
・がん診療連携拠点病院と地域の医療機関・介護事業所との連携体制の構築・強
化を図る必要がある。

２．精神疾患医療
①精神医療対策の充実と地域ケアの推進
■平成３０年度の主な取組
・精神保健福祉相談の実施、精神障害者訪問支援（ア
ウトリーチ）モデル事業の方針決定、精神科救急情
報センター運営、自殺対策医療連携事業、精神科ガ
イドブックの作成・配布、各種研修会の実施 等

精神保健福祉相談
さいたま市相談件数
（単位：人）

34,057
33,471

■進行管理取組団体
市、医師会
31,617

■課題、今後の事業展開
・高齢、身体化等多問題を抱えている困難事例が増
加している。
・精神疾患、身体疾患を併せ持つ方に対する体制の
充実、強化が今後の課題である。
・慢性的な精神科医不足を補うような双方向性の支
援体制を構築する必要がある。
・精神障害者訪問支援（アウトリーチ）モデル事業
の実施。

30,960

30,524

②認知症疾患対策
■平成３０年度の主な取組
・認知症疾患医療センターの運営、認知症サポート医の養成、かかりつけ医認知
症対応力向上研修の実施、病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修の
実施、もの忘れ検診の実施、在宅医療支援相談支援相談センターでの相談対応
各種研修会の実施 等
■進行管理取組団体
市、医師会、歯科医師会、薬剤師会
■課題、今後の事業展開
・認知症高齢者の増加に伴い、認知症の医療へのニーズが高まっているため、
引き続き、認知症サポート医の活用とかかりつけ医や病院勤務の医療従事者
向けの認知症対応力向上研修の受講促進を図っていく。
・認知症サポート医の更なる養成のため、研修の機会の一層の拡充。
・在宅で精神疾患、認知症疾患の疑いのある患者が専門医に受診できていない。
・もの忘れ相談医の量と質を向上させる必要がある。また、もの忘れ検診の受診
率向上を図る必要がある。

３．在宅医療
①地域において在宅療養を支援する多職種連携体制の構築
■平成３０年度の主な取組
・市民向け講演会、医療従事者向け研修会、在宅
看取りを考える集い、退院調整カンファレンス、
在宅医療研修会、在宅医療・介護連携推進会議、
在宅医療・介護連携に関する研修会の実施、
在宅医療支援相談センターの周知等

多職種連携体制

医師
ケアマネジャー

■進行管理取組団体
市、医師会、薬剤師会、社会福祉協議会

歯科医師

訪問看護師

■課題、今後の事業展開
・市民等に対して在宅医療の理解を広めるため、
引き続き、講演会・研修会等を開催していく。
・市立病院での開放病床の利用率が低い傾向にあ
るため、利用率の向上が課題である。
・在宅医療を行う訪問医が少ない。

②医療と介護の連携強化
■平成３０年度の主な取組
・在宅医療連携拠点での相談対応、医療・介護関
係者の研修、地域住民向け講演会の実施、在宅
医療・介護連携や多職種連携に関する会議や研
修会の実施 等
■進行管理取組団体
市、医師会、歯科医師会、薬剤師会、
浦和地域医療センター
■課題、今後の事業展開
・多職種向けの研修会を引き続き開催するととも
に、在宅医療連携拠点相互の情報共有を図るた
め、連絡会を開催し連携を推進していく。
・関係機関や職種を超えた連携の強化を図る。
・独居や夫婦ともに認知症の世帯が増加している
ため、関係機関が医療面でどのように支援して
いくのかが課題である。

薬剤師
地域包括支援
センター

４．健康づくり対策
①生活習慣病を予防する健康づくり対策
■平成３０年度の主な取組
・健康マイレージ、体組成測定会の実施、民間企業と連携した生活習慣病予防の
啓発、特定健康診査、特定保健指導の実施、未受診者勧奨の実施、集団健康教
育・健康づくり教室の実施、生活習慣病予防教室の実施、ロコモティブシンド
ローム予防教室の実施 等
■進行管理取組団体
市、医師会、薬剤師会、食生活改善推進員協議会、保健愛育会
■課題、今後の事業展開
・市民に向けた健康づくりに関する普及啓発を継続していく。
・特定健康診査の未受診者に対しては、ＳＮＳやＡＩを活用した新たな勧奨の
アプローチを実施していく。
②子どもの健康づくり対策
■平成３０年度の主な取組
・生活習慣病予防学校検診の実施、薬物乱用防止教室の実施、おやこの食育教
室、健診受診勧奨や子育て中の家族へ禁煙の重要性を伝える講演会の実施 等
■進行管理取組団体
市、教育委員会、医師会、薬剤師会、食生活改善推進員協議会、保健愛育会
■課題、今後の事業展開
・引き続き、生活習慣病予防学校検診を実施し、基本検査及び健康サポートク
ラブの参加率を上げるために、啓発活動に努める必要がある。
③積極的な身体活動と運動習慣の形成
■平成３０年度の主な取組
・健康マイレージの実施、ますます元気教室、すこやか運
動教室、いきいきサポーター養成講座の実施 等
■進行管理取組団体
市
■課題、今後の事業展開
・引き続き、健康マイレージの新規参加者の募集を行う。
・一部の介護予防教室について定員割れが生じているため、
地域包括支援センター等と連携して周知を行う。

５．歯科保健対策
①ライフステージに応じた歯科疾患予防の推進
■平成３０年度の主な取組
・歯科健康診査及び普及啓発の実施、１歳６カ月児及び３
歳児歯科健康診査未受診者に対する受診勧奨の実施、８
０２０歯の健康教室の実施、学校歯科巡回指導の実施
妊産婦歯科健診の実施 等
■進行管理取組団体
市、歯科医師会

３歳児歯科健康診査で
むし歯のない幼児の割合
88.6

（単位：％）
87.1

87.6

86.4
84.2

■課題、今後の事業展開
・各歯科健康診査の受診率向上のための周知啓発活動の
実施。
・歯科口腔疾患のハイリスク者に早期治療勧奨、口腔ケア
の支援を行う。
②定期的に歯科健康診査（歯科検診）・歯科医療を受けることが困難な方
に対する歯科口腔保健の充実
■平成３０年度の主な取組
・さいたま市歯科相談医ガイドブックの配布、障害者（児）福
祉施設職員向け口腔ケア研修会の実施 等
■進行管理取組団体
市、歯科医師会
■課題、今後の事業展開
・さいたま市歯科相談医ガイドブックの改訂を行う。
・口腔ケア研修会の参加者増加を図るため、周知方法、
参加対象施設について検討を行う。
③生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上の推進
■平成３０年度の主な取組
・歯科健康診査受診の周知・啓発を実施、フォローアップ教室の開催、健口づくり交流
会の実施 等
■進行管理取組団体
市、教育委員会、歯科医師会
■課題、今後の事業展開
・歯科口腔保健の啓発のため、歯科健康診査受診勧奨に関する内容を掲載した
パンフレットの作成、配布を行う。
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圏域別取組

がん医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

がん検診の受診率向上に向け
て、がん検診対象初年度無料事
業を実施するほか、対象者への
個別勧奨・再勧奨はがきの送付、
市報や各種イベント等によるがん
検診の普及啓発を行います。

がん検診受診率
胃がん 24.7%
肺がん 34.6%
大腸がん 30.7%
乳がん
24.4%
子宮がん 29.9%

課題・問題点

目標
（2023年度）

高齢化の進展に伴い、受診率算
定のための対象者数は、増加傾
向である。一方で、昨今では保険
者等によるがん検診の実施も拡
がりつつあることや国保加入者の
減少等の影響から受診者数が伸
びにくい傾向にあります。

がん検診受診率
胃がん 40%
肺がん 40%
大腸がん 40%
乳がん 50%
子宮がん 50%
(ヘルスプラン２１（第２次）平成28
年度目標値)

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

各種がん検診の実施及び普及啓
発

各種がん検診の実施及び普及啓
発

１．乳がん、子宮がん検診等、受
診率が低い検診について、医療
機関への配布物等を通して受診
の勧奨を行う。
２．各種説明会・研修会・講習会
等への参加により、検診事業者
のスキルアップ、精度管理の充実
を図る。
課題・問題点

がん検診受診率
胃がん（内視鏡）：21.4％
胃がん（X 線）： 7.2％
肺がん ： 38.0％
大腸がん ： 34.1％
乳がん ： 10.7％
子宮がん ： 11.1％
目標
（2023年度）

2021年度

2022年度

2023年度

各種がん検診の実施及び普及啓
発

各種がん検診の実施及び普及啓
発

各種がん検診の実施及び普及啓
発

各種がん検診の実施及び普及啓
発

年度別の取組実績
がん検診受診率
胃がん 24.2%
肺がん 34.0%
大腸がん 30.2%
乳がん
22.2%
子宮がん 28.4%
課題・今後の事業展開
前年度と比較し、受診者数は増加
したが、高齢化の進展等に伴い受
診者数を算出するための対象者数
も増加したため、受診率は低下し
た。今後も引き続き、より効果的な
受診勧奨を実施していく。

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

2020年度
年度別の取組計画

がん医療

取組内容

団体名（担当課） 地域保健支援課

① がん予防と早期発見の推進

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① がん予防と早期発見の推進

浦和医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
さいたま市、大宮医師会、さいたま さいたま市、大宮医師会、さいたま さいたま市、大宮医師会、さいたま さいたま市、大宮医師会、さいたま さいたま市、大宮医師会、さいたま さいたま市、大宮医師会、さいたま
市与野医師会、岩槻医師会と連携 市与野医師会、岩槻医師会と連携 市与野医師会、岩槻医師会と連携 市与野医師会、岩槻医師会と連携 市与野医師会、岩槻医師会と連携 市与野医師会、岩槻医師会と連携
を取り、受診率向上に努める。
を取り、受診率向上に努める。
を取り、受診率向上に努める。
を取り、受診率向上に努める。
を取り、受診率向上に努める。
を取り、受診率向上に努める。
年度別の取組実績
平成30年度がん検診受診率
胃がん（内視鏡）：22.0％
胃がん（X 線）： 6.3％
肺がん ： 37.4％
大腸がん ： 33.5％
乳がん ： 16.1％
子宮がん ： 11.8％

・住民一人一人の意識改革も必
・住民一人一人の意識改革が必要
要
がん検診受診率を３０％以上とな であり、行政サイドからのより一層
・被用者保険の被扶養者の受診
るよう啓発活動を行う。
の受診勧奨をお願いしたい。
率が低いため、健保組合の協力
・被用者保険の被扶養者の受診率
も必要。
が低いため、健保組合の協力も必
要と考える。

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

特定健診関係、がん検診関係の
いづれにおいても受診者数が伸
び悩んでいる。市民への健（検）
診受診の必要性を今以上に啓蒙
し、受診者数の底上げが必要で
ある。

特定健診関係 48,985人
胃がん
35,642人
大腸がん
43,089人
肺がん
47,846人
乳がん(触診)
9,620人
乳がん(X線)
9,492人
子宮がん(頸) 15,716人
子宮がん(体)
6,286人

目標
（2023年度）

課題・問題点
さいたま市国保加入者の受診数
が減少し、後期高齢者制度加入
者の受診数が増加しているが総
数では減少傾向に来ている。隔
年検診のがん検診は隔年で増減
を繰り返しているが受診者数は伸
び悩んでいる。毎年受診のがん
検診は例年同数で推移している。
若年層の受診率向上。

2019年度

・行政機関等の協力の下、各医
療機関でのポスターの掲示や
リーフレットの配布等を更に進
め、受診率の向上を図る。

2020年度

2021年度
年度別の取組計画
かかりつけ医の特性を活かし、健 かかりつけ医の特性を活かし、健 かかりつけ医の特性を活かし、健 かかりつけ医の特性を活かし、健
(検)診の重要性を啓蒙し、特定健 (検)診の重要性を啓蒙し、特定健 (検)診の重要性を啓蒙し、特定健 (検)診の重要性を啓蒙し、特定健
診・がん受診数増加に努める。ま 診・がん受診数増加に努める。ま 診・がん受診数増加に努める。ま 診・がん受診数増加に努める。ま
た、さいたま市との連携を図りさい た、さいたま市との連携を図りさい た、さいたま市との連携を図りさい た、さいたま市との連携を図りさい
たま市の啓蒙活動に協力する。
たま市の啓蒙活動に協力する。
たま市の啓蒙活動に協力する。
たま市の啓蒙活動に協力する。

かかりつけ医の特性を活かし、健
(検)診の重要性を啓蒙し、特定健
診・がん受診数増加に努める。ま
た、さいたま市との連携を図りさい
たま市の啓蒙活動に協力する。

2023年度
かかりつけ医の特性を活かし、健
(検)診の重要性を啓蒙し、特定健
診・がん受診数増加に努める。ま
た、さいたま市との連携を図りさい
たま市の啓蒙活動に協力する。

年度別の取組実績

課題・今後の事業展開

主な取組

＜がん検診受診率＞
胃がん
14.1%
肺がん
28.5%
大腸がん 23.5%
乳がん
3.8%
・医師会においても、ホームペー
子宮がん
7.7%
ジや市民公開講座等を通し、がん
前立腺 1,948人
検診の啓発を図る。

2022年度

29年度 30年度
特定健診関係 48,985 49,252
胃がん
35,642 35,425
大腸がん
43,089 43,320
肺がん
47,846 48,184
乳がん(触診) 9,620 13,421
乳がん(X線) 9,492 13,143
子宮がん(頸) 15,716 16,383
子宮がん(体) 6,286 6,698
特定関係、毎年受診のがん検診は前
年同数で推移しているが、隔年受診で
ある乳がん、子宮がん検診は増加傾
向である。

かかり付けの患者に受診勧奨を
毎年繰り返し啓蒙する。また、さ
いたま市との連携を強化し受診率
医療機関における啓蒙活動の他、
向上に勤める。
さいたま市の受診勧奨活動に等に
協力する。

現状
（2017(H29)年度時点）

大宮医師会

スケジュール
2018(H30)年度

がん医療

取組内容

団体名

① がん予防と早期発見の推進

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① がん予防と早期発見の推進

岩槻医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

健診の実施及び受診率の向上

健診の実施及び受診率の向上

健診の実施及び受診率の向上

年度別の取組計画

健診の実施及び受診率の向上

健診の実施及び受診率の向上

健診の実施及び受診率の向上

年度別の取組実績

＜がん検診実施件数＞
胃がん
5,247
目標
課題・問題点
肺がん
10,660
（2023年度）
大腸がん
8,799
乳がん
1,208
・がんに関する正しい知識の普及 子宮がん
2,193
や禁煙をはじめとしたがんを予防 前立腺
1,836
・ポスターなどで受診の啓発を
するための取組を推進するととも
行っているが、市民の意識は、あ
に、がんの早期発見のため、がん
まり高まっておらず、受診率は依
検診の普及啓発に努め、がん検
然として低迷している。
診の受診率及び精密検査の精度 各種がん検診の受診率の向上
管理の向上を図る。

課題・今後の事業展開
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圏域別取組

がん医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

口腔がんの早期発見の為に市民
対象フォーラムを開催し口腔がん
についての知識の普及啓発と口
腔がん検診を実施する。また、検
診精度管理に取り組み、病診連
携につとめ、安心できる医療を提
供する。

課題・問題点

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

2019年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
口腔がんの早期発見のために市 口腔がんの早期発見のために市 がん診療連携拠点病院との連携に がん診療連携拠点病院との連携に がん診療連携拠点病院との連携に がん診療連携拠点病院との連携に
民対象フォーラムを開催し、口腔が 民対象フォーラムを開催し、口腔が 努める。
努める。
努める。
努める。
んについての知識の普及啓発に取 んについての知識の普及啓発に取 成人歯科健診でがん検診を行う。 成人歯科健診でがん検診を行う。 成人歯科健診でがん検診を行う。 成人歯科健診でがん検診を行う。
市民の口腔がんに対する認知
り組んだ。
り組む。
度が低く受診率は低い為、医療
また、がん診療連携拠点病院との また、がん診療連携拠点病院との
機関での質の高い検診と成人歯
連携に努める。
連携に努める。
科健診にがん検診も追加項目と
する。
年度別の取組実績
口腔がんの早期発見のために市
民対象フォーラムを開催し、口腔が
んについての知識の普及啓発に取
目標
り組んだ(89名参加）。
（2023年度）
また、がん診療連携拠点病院との
連携に努める。40歳以上の市民を
対象に口腔がん検診を行った。

2020年度

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
がん医療

取組内容

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

店頭や市民公開講座などのイベ
ントにおいて、がん検診の重要性
を話題とし、受診率の向上に寄与
する。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① がん予防と早期発見の推進

目標
（2023年度）

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画
薬局店頭や市民公開講座、各区の 薬局店頭や市民公開講座、各区の 薬局店頭や市民公開講座、各区の 薬局店頭や市民公開講座、各区の
区民まつり等のイベントにおいて、 区民まつり等のイベントにおいて、 区民まつり等のイベントにおいて、 区民まつり等のイベントにおいて、
がん検診の重要性を話題とし、受 がん検診の重要性を話題とし、受 がん検診の重要性を話題とし、受 がん検診の重要性を話題とし、受
診率の向上に寄与する。
診率の向上に寄与する。
診率の向上に寄与する。
診率の向上に寄与する。

数字として把握することはしていな
いが、以前に比べて活動は活発に
なっている。

課題・今後の事業展開
がん検診についての話題や情報
提供についの準備を充実させる。

さいたま市薬剤師会

スケジュール
2018(H30)年度

年度別の取組実績

課題・問題点

さいたま市歯科医師会

スケジュール
2018(H30)年度

成人歯科健診時にがん検診も行 引き続きがん診療連携拠点病院と
市民への周知方法に市の協力を い、疑わしい場合はがん診療連 の連携に努め、市民の口腔がん検
得たい
携拠点病院と連携し、切れ目のな 診に対する認知率の上昇を図る。
い医療を提供する。

圏域別取組

団体名

① がん予防と早期発見の推進

より一層の理解をもって、受診勧告
へとつなげたい。

2022年度

2023年度

薬局店頭や市民公開講座、各区の
区民まつり等のイベントにおいて、
がん検診の重要性を話題とし、受
診率の向上に寄与する。

薬局店頭や市民公開講座、各区の
区民まつり等のイベントにおいて、
がん検診の重要性を話題とし、受
診率の向上に寄与する。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

② がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

団体名

地域医療課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

・市内医療機関の機能分化・連携
を推進するため、地域の医療関
「医療なび」の医療機関の検索件 地域医療構想調整会議等を開催
係者を委員とする会議を開催す
数
る。
67,883件

地域医療構想調整会議等を開催

地域医療構想調整会議等を開催

地域医療構想調整会議等を開催

地域医療構想調整会議等を開催

地域医療構想調整会議等を開催

年度別の取組実績
目標
（2023年度）

課題・問題点

平成30年8月22日、12月12日、平
成31年3月13日に地域医療構想調
整会議を開催した。

・本市は、将来的な高齢者数の増
・市内の医療関係者を委員とする
加に伴い、医療需要の増加や疾
地域医療構想調整会議等を継続 医療機関の機能分化・連携のた
病構造の変化が見込まれ、医療
め、引き続き、地域医療構想調整
して開催する。
機関の機能分化・連携が必要。
会議において議論していく。

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

取組内容

地域連携クリティカルパスの活用
は、困難で他病院も含め、共通の
パスを見直し、地域連携を充実し
たものにしていく必要がある。
同時に在宅医療への活用を考慮
し、他職種との連携にも効果のあ
るシステム構築が必要と考える。

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

・手術療法、化学療法、放射線療
法の充実に努めた。
・地域連携クリティカルパスを活
用し、地域医療機関との連携に努
めた。
・終末期の患者の急性憎悪に対
応する入院及びレスパイト入院の
受け入れに努めた。
・緩和ケア研修会(6/3、6/4)開催
参加者 27名（医師以外の医療
従事者含む）

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

② がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

2018(H30)年度

2019年度

・手術療法、化学療法、放射線療
法の充実に努める。
・患者自らが自分らしく生きること
ができるために必要な支援を受け
られる環境の整備。
・地域連携クリティカルパスを活用
し、地域医療機関との連携を図る。
・人生の最終段階の患者の急性増
悪に対応する入院及びレスパイト
入院の受け入れる。
・市立病院での緩和ケア研修会の
開催。

・手術療法、化学療法、放射線療
法の充実に努める。
・患者自らが自分らしく生きること
ができるために必要な支援を受け
られる環境の整備。
・地域連携クリティカルパスを活用
し、地域医療機関との連携を図る。
・人生の最終段階の患者の急性増
悪に対応する入院及びレスパイト
入院の受け入れる。
・市立病院での緩和ケア研修会の
開催。

スケジュール
2021年度
年度別の取組計画
・手術療法、化学療法、放射線療 ・手術療法、化学療法、放射線療
法の充実に努める。
法の充実に努める。
・患者自らが自分らしく生きること ・患者自らが自分らしく生きること
ができるために必要な支援を受け ができるために必要な支援を受け
られる環境の整備。
られる環境の整備。
・地域連携クリティカルパスを活用 ・地域連携クリティカルパスを活用
し、地域医療機関との連携を図る。 し、地域医療機関との連携を図る。
・人生の最終段階の患者の急性増 ・人生の最終段階の患者の急性増
悪に対応する入院及びレスパイト 悪に対応する入院及びレスパイト
入院の受け入れる。
入院の受け入れる。
・市立病院での緩和ケア研修会の ・市立病院での緩和ケア研修会の
開催。
開催。
2020年度

年度別の取組実績

課題・問題点

目標
（2023年度）

地域連携クリティカルパス受け入 地域がん診療連携拠点病院とし
れの医療機関がまだ少ない。
ての充実化を図る。

団体名

・人生の最終段階における医療・ケ
アの決定について、規程の整備を
行った
・市立病院において緩和ケア研修
会を開催した。（参加者28名、７
/21・7/22）

課題・今後の事業展開

・地域連携クリティカルパスの活用
が困難。

-5-

さいたま市立病院庶務課

2022年度

2023年度

・手術療法、化学療法、放射線療
法の充実に努める。
・患者自らが自分らしく生きること
ができるために必要な支援を受け
られる環境の整備。
・地域連携クリティカルパスを活用
し、地域医療機関との連携を図る。
・人生の最終段階の患者の急性増
悪に対応する入院及びレスパイト
入院の受け入れる。
・市立病院での緩和ケア研修会の
開催。

・手術療法、化学療法、放射線療
法の充実に努める。
・患者自らが自分らしく生きること
ができるために必要な支援を受け
られる環境の整備。
・地域連携クリティカルパスを活用
し、地域医療機関との連携を図る。
・人生の最終段階の患者の急性増
悪に対応する入院及びレスパイト
入院の受け入れる。
・市立病院での緩和ケア研修会の
開催。
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取組内容

がん医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

前橋日赤、足利日赤および彩の
二次医療圏内で合同カンファレン 国東大宮メディカルセンターと緩
スを積極的に開催していく。
和ケアチーム合同カンファレンス
を開催している。

課題・問題点

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

② がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

団体名

さいたま赤十字病院

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

合同カンファレンス：
二次医療圏内で合同カンファレン
スを積極的に開催していく。

合同カンファレンス：
二次医療圏内で合同カンファレン
スを積極的に開催していく。

2021年度
年度別の取組計画
合同カンファレンス：
合同カンファレンス：
二次医療圏内で合同カンファレン 二次医療圏内で合同カンファレン
スを積極的に開催していく。
スを積極的に開催していく。

地域ケア意見交換会：
市内の在宅療養支援診療所、訪問
看護ステーション、地域包括支援
センター、基準薬局等でがん患者
にかかる診療従事者を対象に意見
交換の場を設け定期的な開催を目
指す。

地域ケア意見交換会：
市内の在宅療養支援診療所、訪問
看護ステーション、地域包括支援
センター、基準薬局等でがん患者
にかかる診療従事者を対象に意見
交換の場を設け定期的な開催を目
指す。

地域ケア意見交換会：
市内の在宅療養支援診療所、訪問
看護ステーション、地域包括支援
センター、基準薬局等でがん患者
にかかる診療従事者を対象に意見
交換の場を設け定期的な開催を目
指す。

地域ケア意見交換会：
市内の在宅療養支援診療所、訪問
看護ステーション、地域包括支援
センター、基準薬局等でがん患者
にかかる診療従事者を対象に意見
交換の場を設け定期的な開催を目
指す。

年度別の取組実績

・参加職種
医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・臨
床心理士等
・合同カンファレンス3回開催
①平成30年7月19日
足利赤十字病院 参加者15名
②平成30年11月29日
前橋赤十字病院 参加者 15名
③平成31年3月25日
さいたま赤十字病院 参加者15名
・二次医療圏内における合同カンファレ
ンスは、事例検討を行う場として、さいた
ま北部緩和ケア研究会を年2回開催して
目標
いる。
①平成30年9月14日 参加者48名
（2023年度）
②平成31年3月8日 参加者42名
・地域ケア意見交換会
開催に向けて、緩和ケアセンターにて企
合同カンファレンス：
画・立案を行い、2019年度は月例会とし
二次医療圏内で合同カンファレン ての開催が決定した。

スを積極的に開催していく。
地域ケア意見交換会：
さいたま市内の診療従事者との意見交
二次医療圏内での連携の成果を
市内の在宅療養支援診療所、訪 換を広げ、課題を見い出し、質の高い医
確認するための合同カンファレン
問看護ステーション、地域包括支 療・看護の提供を目指していく。
スの開催が不十分である。
援センター、基準薬局等でがん患
者にかかる診療従事者を対象に
意見交換の場を設け定期的な開
催を目指す。

課題・今後の事業展開

2022年度

2023年度

合同カンファレンス：
二次医療圏内で合同カンファレン
スを積極的に開催していく。

合同カンファレンス：
二次医療圏内で合同カンファレン
スを積極的に開催していく。

地域ケア意見交換会：
市内の在宅療養支援診療所、訪問
看護ステーション、地域包括支援
センター、基準薬局等でがん患者
にかかる診療従事者を対象に意見
交換の場を設け定期的な開催を目
指す。

地域ケア意見交換会：
市内の在宅療養支援診療所、訪問
看護ステーション、地域包括支援
センター、基準薬局等でがん患者
にかかる診療従事者を対象に意見
交換の場を設け定期的な開催を目
指す。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

取組内容

・緩和ケア研修会への研修医の
参加100％を目指す
・看護師、歯科衛生士等の参加
を促す

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

がん診療連携セミナー
年２回開催
緩和ケア研修会年２回開催

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

② がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

緩和ケア研修会
① 研修医の参加が
現在8割程度である
② 医師以外の医療従事者
の参加が少ない

目標
（2023年度）

がん診療連携セミナー：
院内職員ならびに地域の医療従
事者の参加を増やす。
緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やす
とともに、地域の医療従事者への
普及を目指す。

さいたま赤十字病院

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

年度別の取組実績

課題・問題点

団体名

・がん診療連携セミナー2回開催
①平成30年10月24日「前立腺がん」
参加者90名（院内83名、院外7名）
②平成31年3月4日「すい臓がん」参加者
75名（院内71名、院外4名）
・緩和ケア研修会1回開催
平成30年6月23〜24日参加者23名（医
師13名、看護師7名、管理栄養士2名、
言語聴覚士1名）

課題・今後の事業展開
2019年度から改訂される緩和ケア
研修会に、研修医の受講をさらに
促進する体制を整えると共に、医
師以外の医療従事者および地域
の医療従事者への普及も目指し、
緩和ケア提供体制の維持・向上を
目指していく。
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緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

-8第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

取組内容

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

② がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

団体名

さいたま赤十字病院

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
がん診療連携セミナー：
院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事 院内職員ならびに地域の医療従事
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
者の参加を増やす。
緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

緩和ケア研修会：
院内医師の研修終了者を増やすと
ともに、地域の医療従事者への普
及を目指す。

訪問看護ステーション合同会議の
勉強会形式の合同会議を年１回
開催内容を意見交換の場として
から２回開催しているが、院内か
再認識し、更なる連携強化を図
訪問看護ステーション合同会議の 訪問看護ステーション合同会議の 訪問看護ステーション合同会議の 訪問看護ステーション合同会議の 訪問看護ステーション合同会議の 訪問看護ステーション合同会議の
らの参加者が少ない。
る。
開催
開催
開催
開催
開催
開催
※平成30年度は肺がんについて
講演会を開催し、知識の向上に努
めている。
年度別の取組実績

課題・問題点

従来より、情報共有および意見交
換を主たる目的として、連携強化
を図ることを目標としていたが、当
院が講演会、勉強会を主催する
形式と
なってしまっていることから
十分に意見交換が行われて
いない。

目標
（2023年度）

・がん診療連携セミナーおよび緩
和ケア研修会は上記参照。また内
容が重複しているため、今後は上
記へ統合とする。
・訪問看護ステーション合同会議の
代わりに勉強会を3回開催した。
①平成30年5月8日COPD（医師）
参加者 38名
②平成30年6月5日 肺がん（医師）
参加者24名
③平成30年7月3日間質性肺炎（医
師）呼吸器疾患患者の在宅看護ケ
ア（看護師） 参加者36名
課題・今後の事業展開
訪問看護ステーション合同会議で
は、情報共有や意見交換を行い、
連携強化を図ることを目標としてい
たが、講演会や勉強会が主体とな
りつつある。そのため本来の十分
な意見交換が担える場を設定し、
連携の強化を図っていく。→地域ケ
ア意見交換会

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

取組内容

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

・がん地域連携パスの拡充ととも
に、緩和ケアに係る地域連携体
制を構築する。
・治療と職業生活の両立支援に
ついて、ハローワークや産業保健
総合支援センター等の関係機
関、及び産業医や社会保険労務
士等の関係職種との連携を強化
し、総合的な支援展開を図る。
・がんサロンの充実とともに、ピア
カウンセリングの導入等により、
がん患者家族の相互交流や自立
に向けた支援体制を強化する。

・がん相談支援センターにおける
相談業務に加え、就労相談会や
がんサロンの開催等に取り組ん
できたが、引き続きがん患者の療
養生活全般への支援充実が求め
られる。

課題・問題点

目標
（2023年度）

・がん地域連携パスの拡充につ
いては、地域医師会との更なる連
携強化が求められる。また、在宅
医を始めとする地域支援機関と
の連携を密にして、緩和ケア提供
体制の充実化が課題である。
・治療と職業生活の両立支援に
ついては、相談事業の充実化に
加えて産業医との連携強化が求
められる。
・ピアカウンセリング導入について
は、開催場所の確保や院内対応
体制の整備等が課題である。

・診断から治療、療養までの全過
程を通して、適切な相談支援と緩
和ケアを提供できる体制を整備す
る。
・がん地域連携パスの更なる拡充
と共に、患者が適切な療養場所を
選択できるよう包括的な地域支援
体制を構築する。
・治療と職業生活の両立支援に
ついて、産業医やハローワーク、
産業保健総合支援センター等と
協働し、診断時からの切れ目のな
いサポート体制づくりを行う。
・がんサロンや患者向け情報コー
ナー等の充実化を図るとともに、
ピアカウンセリング実施のための
体制整備を行う。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

② がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

団体名

自治医科大学附属さいたま医療センター

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画

・院内外多職種によるチーム医療
の体制づくり
・がん相談支援センターの周知活
動強化
・がん地域連携パス拡充に向けた
地域医師会との連携強化・地域諸
機関と協働した治療と仕事の両立
支援体制整備
・がんサロンの開催回数を増やす
とともにプログラムの充実化
・患者向け情報コーナーの充実化
に向けた検討
・ピアカウンセリング実施に向けコ
アメンバーによる検討開始
年度別の取組実績
・病棟カンファランスに加え、オンコロ
ジーセンターでも積極的にカンファラン
スを開催し、院内外多職種による支援
体制づくりに努めた。
・がん相談支援センターの業務内容を
ホームページ上でよりわかりやすく紹
介した。
・胃がんに加え大腸がんにおいても、
大宮医師会との連携を中心に地域連
携パス拡充に努めた。
・ハローワーク大宮と協働した『おしご
と継続・就労相談会』では、相談件数
が29年度21件から27件に増加した。継
続相談にも力を入れ、継続支援対象
者6名全ての就職が決定した。
・がんサロンでは、アピアランスケアや
アロマセラピー等の体験型のミニレク
チャーを取り入れたり、リラクゼーショ
ンの時間を設けたりしてプログラムの
充実を図り、参加者から好評を博し
た。
・患者向け情報コーナーに置く書籍に
ついて、患者家族のニーズに沿うよう
内容を吟味した。

課題・今後の事業展開
・がん相談支援センターの業務内容に
関して、院内多職種（特に医師）への
周知が未だ不十分であること。
・地域に緩和ケア病棟が少なく、入院
期間も限られている中でのがん末期の
在宅療養支援のあり方に関する検討
が必要であり、一般医療機関を巻き込
んだ地域連携体制の構築が課題であ
る。
・平成30年度に診療報酬に組み込ま
れた産業医との連携による両立支援
の相談体制の充実が求められている。
・がんサロンにおいては、患者同士が
より主体的に交流できる場の設定が重
要であるため、当事者が運営にも参加
できるような企画を立案していく。
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2022年度

2023年度
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がん医療

取組内容

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

・専任者を配置した。（専従者は
配置できていない）
・平成30年4月より専従医配置予 ・緩和ケアラウンジを緩和ケア外
定
来に併設し患者受け入れを開始
・平成30年7月より新たに緩和ケ した。
ア認定看護師を配置予定
・新たに緩和ケア認定看護師を育
・心不全患者に対しても緩和ケア 成した。
・定期的に緩和ケアカンファレンス
チームの介入
・院外から緩和ケアチームへの紹 を実施し、強化を図った。
介を受ける体制整備
・緩和ケアスクリーニングを外来
化学療法室、外科病棟で行った。
・緩和ケア研修会を年に２回開催

課題・問題点

専従者は配置できていない

目標
（2023年度）

・平成30年4月より専従医を配置
・平成30年7月より緩和ケア認定
看護師（兼任）のPCT加入
・心不全患者に対する緩和ケア
チームの介入
・院外から緩和ケアチームへの紹
介を受ける体制整備
・治療・療養方法等に関する意思
決定支援
・地域の医療機関（在宅医、訪
看、病院等）との連携（カンファレ
ンスの定期開催含む）
・緩和ケア研修会を地域のメディ
カルスタッフにも対象拡大

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

② がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

団体名

自治医科大学附属さいたま医療センター

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画

・心不全患者への緩和ケアチーム
介入
・療養方法等に関する意思決定支
援
・緩和ケア研修会の対象を地域の
・地域の医療機関（在宅医、訪看、 メディカルスタッフにも拡げる
病院等）との連携（カンファレンスの
定期開催含む）
・院外から緩和ケアチームへの紹
介を受ける体制整備
年度別の取組実績
①心不全患者への緩和ケアチーム介
入2件、呼吸困難感の症状コントロー
ル、家族ケアなどを行なった
②療養方針に関する意思決定支援
・緩和ケア外来：治療中からの療養に
ついての話し合いを24件実施
・入院コンサルテーションでは12件実
施
③地域の医療機関と定期カンファレン
スを2回実施した。その他、在宅医との
退院前カンファレンスに参加、緩和ケ
アチームから紹介状を作成した。退院
以降の病状経過について、在宅医や
転院先より経過報告いただき、当院で
の診療の振り返りを行なった

課題・今後の事業展開
①心不全患者へ緩和ケアチーム介
入
介入件数の拡大をはかり、診療能
力の向上を測る
②療養方法などに関する意思決定
支援
実績の積み重ねを行い、医療者患
者、双方にとっていい形を探る
③地域の医療機関との連携
実績の積み重ねを行い、「顔の見
える関係性」構築に一層取り組む
カンファレンスの実施をはかる

2022年度

2023年度

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

センター内におけるキャンサー
ボードの充実を図るとともに、他
職種カンファレンスで得られた情
報をセンター内で共有できる場を
整える。さらにその情報を地域社
会に公開し、最新の医療の提供
に努めることで地域社会との連携
を強化する。

課題・問題点
キャンサーボードの充実が望まれ
る。特定の薬剤に関しては定期的
に行っているものの、症例検討は
他職種カンファレンスでたまに取
りあげられるだけに過ぎない。

② がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

2019年度

・がん患者への就労支援として、
月1回さいたま市立病院に就労相
談窓口を設置。
・市民への情報提供の充実を図
るため、講演会を開催。
・骨髄・末梢血幹細胞移植の推進
及びドナー登録の推進を図るた
め、「さいたま市骨髄移植ドナー
助成費」を交付。

・市内の地域がん資料連携拠点
病院での就労相談件数：30件
・講演会を平成28年度に2回、今
年度に1回開催。第1回は就労支
援をテーマとし、126名が参加。第
2回は在宅医療をテーマとし、92
名が参加。第3回は緩和ケアを
テーマとし、64名が参加。
・さいたま市骨髄移植ドナー助成
費交付件数：13件

学校での教育開始

2022年度

2023年度

年度別の取組実績

課題・今後の事業展開

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

③ がん患者とその家族の療養生活の質の向上

健康増進課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画

・さいたま市がん対策推進計画の
進行管理・取組の推進
・医療用ウィッグの販売や調整がで
きる美容室を一覧作成・周知
・外部講師等を活用したがん教育
の実施
年度別の取組実績

・市内の地域がん診療連携拠点病院
での就労相談件数：46件（市立病院：9
件）
目標
課題・問題点
・緩和ケアをテーマに講演会を開催。
（2023年度）
（参加人数：68名（内事務局8名））
・さいたま市骨髄移植ドナー助成費交
・がん相談支援センター等の相談
付件数：8件
・さいたま市ホームページの充実（医
窓口の周知を引き続き行ってい
療用ウィッグ・サポート店一覧の掲載
く。
・がん患者就労相談について広く 等）
・がん患者へのアピアランス支援

周知し、相談件数を増やしてい
としての取組を進めていく必要が
く。
ある。
・がん対策への取組について更な
・子どもたちへのがんに関する正
る充実を図っていく。
しい知識の普及を図るため、外部
講師等を活用したがん教育を充
実させていく必要がある。

2021年度

市民公開講座の充実
病病連携、病診連携、薬薬連携の
促進
学校での教育開始
検診の普及啓蒙

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

自治医科大学附属さいたま医療センター

年度別の取組計画

がん医療

取組内容

2020年度

キャンサーボードの拡充
市民公開講座の充実
平成29年5月のオンコロジーセン 地域連携の強化
ターが稼働し、他職種カンファレン
スの実施によって、部署を超えた
検診の普及啓蒙
組織横断的な連携がより強固な
ものとなり、チーム医療の充実が
図られた。
キャンサーボードの臨時開催の窓
口を拡充し他職種メンバーを追加
薬薬連携での勉強会の拡充
目標
病診連携での勉強会の開始
（2023年度）
キャンサーボードの拡充
市民公開講座の充実
病病連携、病診連携、薬薬連携
の促進
学校での教育開始
検診の普及啓蒙

団体名

スケジュール
2018(H30)年度

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

課題・今後の事業展開

・引き続きがん患者への相談支
援、情報提供に取り組んでいく。
・若い世代に向けたがんに関する
正しい知識の普及を図るため、小
中高生を対象にしたがん教育の実
施が必要。
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2022年度

2023年度

-12第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

③ がん患者とその家族の療養生活の質の向上

団体名

スケジュール
2021年度
年度別の取組計画
緩和ケアチーム、がん相談支援
・人生の最終段階における医療、 ・人生の最終段階における医療、 ・人生の最終段階における医療、 ・人生の最終段階における医療、
センター、がん患者サロンの活動
アドバンスドケアの充実
アドバンスドケアの充実
アドバンスドケアの充実
アドバンスドケアの充実
は年々増加している。特にがん相
・緩和ケアチームの充実した活動 ・緩和ケアチームの充実した活動 ・緩和ケアチームの充実した活動 ・緩和ケアチームの充実した活動
談支援センターの対応内容にあ
・緩和ケア外来の充実
・緩和ケア外来の充実
・緩和ケア外来の充実
・緩和ケア外来の充実
る就労相談については健康増進
・がんサロン、ピアコンサルトの充 ・がんサロン、ピアコンサルトの充 ・がんサロン、ピアコンサルトの充 ・がんサロン、ピアコンサルトの充
課と連携し月1回の相談会を行っ
実した活動
実した活動
実した活動
実した活動
ている。利用者が増えていない現
・就労支援を含めた医療相談室の ・就労支援を含めた医療相談室の ・就労支援を含めた医療相談室の ・就労支援を含めた医療相談室の
状にあるため院内でのアピールを
充実
充実
充実
充実
行い患者支援につなげていきた
・緩和ケア病棟の運用
・緩和ケア病棟の運用
・緩和ケア病棟の設置
い。ピアコンサルタントの育成に
ついては検討課題としていく。
年度別の取組実績
・緩和ケアチーム介入件数：214件
・緩和ケア外来：15件
・がんサロン参加人数：51人
目標
課題・問題点
・がん相談:103件
（2023年度）
・がん患者就労相談：9件
課題・今後の事業展開
がんサロンはピアコンサルトの充
実を目標としていたが、参加者の 新たに設置される緩和ケア病棟 がんサロンはピアコンタクトの充実
病状の変化があるため代表者な などを活用し、地域と連携した緩 を目標としていたが、参加者の病
どを決め、自主運営を行うことは 和ケアの活動の推進を図る。
状の変化があるため代表者を決
難しいと考える。
め、自主運営を行うことは難しいと
考える。
現状
（2017(H29)年度時点）
緩和ケアチーム介入件数は昨年
度167件であり、今年度は208件と
増加している。がん患者サロンは
月1回開催し6人から10人前後の
参加がある。今年度のがん相談
実施件数は134件となっている。
緩和ケア外来は看護師の介入を
中心に179件実施している。

取組内容

圏域別取組

2018(H30)年度

がん医療

取組内容
１．在宅療養を支援するため、「浦
和在宅医療支援相談センター」の
活用をアピールしていく。パンフを
作成し、周知を図る。居宅介護支
援センターの利用者の拡大を図っ
ていく。会員医療機関への周知を
定期的なお知らせでj啓蒙してい
く。
２．がん診療連携拠点病院である
3病院との医療連携体制（連携パ
ス等の活用）を進めていく。
課題・問題点

１．在宅医療支援相談センターに
ついて、十分周知されている訳で
はない。また、訪問診療医の増強
も課題。
２．3病院とのがん医療連携は十
分とは言えない。

2019年度

主な取組

2020年度

がん患者とその家族の療養生活の質の向上

2022年度

2023年度

・人生の最終段階における医療、
アドバンスドケアの充実
・緩和ケアチームの充実した活動
・緩和ケア外来の充実
・がんサロン、ピアコンサルトの充
実した活動
・就労支援を含めた医療相談室の
充実
・緩和ケア病棟の運用

・人生の最終段階における医療、
アドバンスドケアの充実
・緩和ケアチームの充実した活動
・緩和ケア外来の充実
・がんサロン、ピアコンサルトの充
実した活動
・就労支援を含めた医療相談室の
充実
・緩和ケア病棟の運用

浦和医師会

スケジュール

現状
（2017(H29)年度時点）

2018(H30)年度

・浦和在宅医療支援センターを通し
て、地域包括支援センターのスタッ
フ、各居宅介護支援事業所のケア
・浦和在宅医療支援センターは平 マネ・多職種に対して、ACPの普及
成28年8月1日に事業開始した。 活動、相談業務・各種関係機関と
平成30年2月末現在の登録往診 の連携を行い、がん患者の在宅医
医：82人、登録患者数：633人、
療が継続できるようにする。
ベッド利用：73人、相談件数：111
件。
・がん診療連携拠点との連携を進
めていく。

2019年度
・浦和在宅医療支援センターを通し
て、地域包括支援センターのスタッ
フ、各居宅介護支援事業所のケア
マネ・多職種に対して、ACPの普及
活動、相談業務・各種関係機関と
の連携を行い、がん患者の在宅医
療が継続できるようにする。

2020年度

2021年度
年度別の取組計画
・浦和在宅医療支援センターを通し ・浦和在宅医療支援センターを通し
て、地域包括支援センターのスタッ て、地域包括支援センターのスタッ
フ、各居宅介護支援事業所のケア フ、各居宅介護支援事業所のケア
マネ・多職種に対して、ACPの普及 マネ・多職種に対して、ACPの普及
活動、相談業務・各種関係機関と 活動、相談業務・各種関係機関と
の連携を行い、がん患者の在宅医 の連携を行い、がん患者の在宅医
療が継続できるようにする。
療が継続できるようにする。

・平成31年3月末現在の登録往診
医：84名、登録患者数：690人、ベッ
ド利用：55人、相談件数：167件。
・ACP普及活動を８回実施
(H30.7/10・7/24・8/21・9/14・
10/25・H31.1/21・3/18・4/17）
参加者延べ260名
・ 在宅医療・介護連携に関する相
談167件。
・在宅医療・介護連携推進事業とし
て「手を ごう会」を年4回開催予
定。(H31.4/20・7/6予定）

１．浦和在宅医療支援センターを
通して、地域包括支援センターの
スタッフ、各居宅介護支援事業所
のケアマネ・多職種に対して、
ACPの普及活動実施や随時相談
を受け、在宅医療が継続できるよ
うにしてゆく。
２．がん診療連携拠点との連携を
・浦和在宅医療支援相談センター
進めていく。
によるがん拠点病院等と地域の医
療機関・介護事業所との連携体制
の構築、研修会の実施について検
討をおこなう。

2022年度

2023年度

・浦和在宅医療支援センターを通し
て、地域包括支援センターのスタッ
フ、各居宅介護支援事業所のケア
マネ・多職種に対して、ACPの普及
活動、相談業務・各種関係機関と
の連携を行い、がん患者の在宅医
療が継続できるようにする。

・浦和在宅医療支援センターを通し
て、地域包括支援センターのスタッ
フ、各居宅介護支援事業所のケア
マネ・多職種に対して、ACPの普及
活動、相談業務・各種関係機関と
の連携を行い、がん患者の在宅医
療が継続できるようにする。

・がん診療連携拠点との連携を進 ・がん診療連携拠点との連携を進 ・がん診療連携拠点との連携を進 ・がん診療連携拠点との連携を進 ・がん診療連携拠点との連携を進
めていく。
めていく。
めていく。
めていく。
めていく。
年度別の取組実績

目標
（2023年度）

団体名

さいたま市立病院庶務課

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容
・診療所とがん診療連携拠点病
院との連携強化（個々の事例に
対する支援体制強化含む）
・病院医師や看護師の在宅にお
けるがん診療・緩和医療の理解を
深める
・在宅におけるがん診療や緩和
医療の市民への啓発活動
がん診療連携クリニカルパスの策
定および周知・利用推進
課題・問題点

・ 地域における診療所とがん診
療連携拠点病院との連携の強化
・ 在宅におけるがん診療や緩和
医療について、在宅がん診療体
制の強化

・県立がんセンターを始め、がん
治療専門医療機関との連携を強
化し、切れ目のない医療を提供し
ていく。

大宮医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

・ 在宅医療連携拠点へのがん診 がんセンター地域緩和ケア勉強会 がんセンター地域緩和ケア勉強会 がんセンター地域緩和ケア勉強会 がんセンター地域緩和ケア勉強会 がんセンター地域緩和ケア勉強会 がんセンター地域緩和ケア勉強会
への参加
への参加
への参加
への参加
への参加
療や緩和医療の実施医療機関の への参加
登録は進んでいる一方で、診療
所と病院の連携は限定的
年度別の取組実績
①平成30年度さいたま市立病院緩
和ケア研修会の受講推進
②平成30年度埼玉県立がんセン
目標
ター緩和ケア研修会の受講推進
（2023年度）
③平成３０年度第１回「地域包括ケ
アシステム研修会」にて在宅緩和
ケア研修会を開催
・緩和ケア、終末期ケアにおける
診療所・病院・訪問看護ST・介護
事業者との
連携強化
・市民を含めたACPの普及啓発と
情報共有の充実

課題・今後の事業展開
・診療所とがん診療連携拠点病院
との連携強化・病院医師や看護師
の在宅におけるがん診療・緩和医
療の理解を深める
・在宅におけるがん診療や緩和医
療の市民への啓発活動
がん診療連携クリニカルパスの策
定および周知・利用推進

がん医療

取組内容

団体名

③ がん患者とその家族の療養生活の質の向上

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

③ がん患者とその家族の療養生活の質の向上

岩槻医師会

スケジュール
2018(H30)年度

・丸山記念総合病院において地
域医療連携室を設置し、患者本
人及び家族が安心して自宅で過
ごせるように在宅医療担当医と連 対応機関の充実
携して診察を行っている。

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

対応機関の充実

対応機関の充実

・地域医療連携室や訪問看護ス
テーション等との連携強化を図
・丸山記念総合病院において「が
り、適切な在宅医療や緩和ケアを ん患者向け講演会」を開催し、患 人生の最終段階における医療・ケ
推進していく。
者や家族のケアを行っている。
アに関する研修会を開催した。
演題：アドバンス・ケア・プランの実
目標
課題・問題点
際
（2023年度）
講師：埼玉医科大学国際医療セン
ター 教授 髙橋孝郎先生
参加人数：73名
・がん患者とその家族が質の高い
・支援体制を更に充実する必要が
療養生活を送れるように関係機
ある。
関との連携を図る。
関係機関と連携の強化を図る必要
がある。

対応機関の充実

年度別の取組実績

課題・今後の事業展開
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がん医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

③ がん患者とその家族の療養生活の質の向上

団体名

さいたま市薬剤師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
がん患者に対し、店頭において、 がん患者に対し、店頭において、 がん患者に対し、店頭において、 がん患者に対し、店頭において、 がん患者に対し、店頭において、 がん患者に対し、店頭において、
生活の質の向上をはかるための指 生活の質の向上をはかるための指 生活の質の向上をはかるための指 生活の質の向上をはかるための指 生活の質の向上をはかるための指 生活の質の向上をはかるための指
導を行う。
導を行う。
導を行う。
導を行う。
導を行う。
導を行う。

がん患者に対し、店頭において、
生活の質の向上をはかるための
指導を行う。
年度別の取組実績

目標
（2023年度）

課題・問題点

研修会等への参加により、療養生
活の質の向上について正しい理解
をすることが出来た。

課題・今後の事業展開
より多くの会員薬剤師が研修会に
参加し、店頭において適切な指導
ができるようになることが重要。

がん患者の生活の質の向上を図
るための指導方法を充実させる。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

がん医療

取組内容

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

・より質の高い看護サービスが提
供できるよう、引き続き看護技術
の研鑽と相談支援の充実を図る。
・患者とその家族が抱える様々な
悩みや問題に対する解決に向け
た協力を、関係機関及び行政へ
働きかけ、連携と情報の共有をよ
り緊密に図る。

③ がん患者とその家族の療養生活の質の向上

団体名

さいたま市浦和地域医療センター

スケジュール
2018(H30)年度

・より質の高い看護サービスの提
・より質の高い看護サービスが提
供を向けた、技術の研鑽と相談支
供できるよう、看護技術の研鑽と
援の充実。
相談支援の更なる充実を図る。 患者とその家族が抱える様々な ・関係機関及び行政との緊密な連
・患者とその家族が抱える様々な 悩み、問題と向き合い、関係機関 携及び情報共有の推進。
悩み、問題に対する解決に向け と行政に解決に向けた働きかけ
た協力を、関係機関及び行政へ や情報の共有に努めている。
働きかけ、連携と情報の共有をよ
・退院時カンファレンス及び担当者
り緊密に図り、支援につなげる。
会議への参加
・外部研修への参加及び月例ミー
ティング（原則月2回）の実施による
目標
課題・問題点
技術の研鑽、情報の共有
（2023年度）
がん患者とその家族が抱える悩
みや問題は、患者の年齢や家庭
環境などにより様々である。支援
の強化には、関係機関及び行政
とのより緊密な連携と情報の共有
が重要である。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

2019年度
・より質の高い看護サービスの提
供を向けた、技術の研鑽と相談支
援の充実。
・関係機関及び行政との緊密な連
携及び情報共有の推進。

2020年度

2021年度
年度別の取組計画
・より質の高い看護サービスの提 ・より質の高い看護サービスの提
供を向けた、技術の研鑽と相談支 供を向けた、技術の研鑽と相談支
援の充実。
援の充実。
・関係機関及び行政との緊密な連 ・関係機関及び行政との緊密な連
携及び情報共有の推進。
携及び情報共有の推進。
年度別の取組実績

課題・今後の事業展開
・退院後の利用者の精神的支援と
その家族の疲労の軽減をどのよう
に支援していくのかが課題となって
いる。
・介護度低く出るため、終末期に入
ると病状の進行が早く、支援が追
いついていないのが実情である。

2022年度
・より質の高い看護サービスの提
供を向けた、技術の研鑽と相談支
援の充実。
・関係機関及び行政との緊密な連
携及び情報共有の推進。

2023年度
・より質の高い看護サービスの提
供を向けた、技術の研鑽と相談支
援の充実。
・関係機関及び行政との緊密な連
携及び情報共有の推進。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組
取組内容

がん医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

③ がん患者とその家族の療養生活の質の向上

さいたま市社会福祉協議会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

退院調整会議は行っている。在 退院調整会議に参加し在宅医療、 退院調整会議に参加し在宅医療、 退院調整会議に参加し在宅医療、 退院調整会議に参加し在宅医療、 退院調整会議に参加し在宅医療、 退院調整会議に参加し在宅医療、
退院後の在宅療養に向けての連
介護の連携を行う
介護の連携を行う
介護の連携を行う
介護の連携を行う
介護の連携を行う
宅医が入ると症状コントロールし 介護の連携を行う
携強化、在宅療養生活の質の向
やすくなるが、コーディネートが難
上、入院支援
しいこともある。
年度別の取組実績
病状から生活への影響を予測し、
介護職、ケアマネ、在宅医と退院
調整会議に参加し、退院後の生活
目標
を支援した。退院調整会議の件
課題・問題点
（2023年度）
数：２２件

課題・今後の事業展開

入退院を繰り返し、重度化してか 医療・介護の連携を強化し、緩和
退院支援は充実してきた。抗がん
ら在宅サービスを利用する利用 ケアを充実させ、在宅療養支援・
剤治療中に緊急入院したとき、情
者が増加している。
入退院支援を行う
報提供が遅れる傾向がある。入院
時の情報提供を迅速に行う必要が
ある。
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圏域別取組
取組内容

精神疾患医療

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① 精神医療対策の充実と地域ケアの推進

こころの健康センター

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

自殺対策医療連携事業の実施
・自殺対策医療連携事業
精神保健福祉相談等の実施
事業利用34件 相談26件
・自殺対策医療連携事業（GPE
・精神保健福祉相談 11,077件
ネット）の実施
(うち訪問件数595件） 精神障害者訪問支援（アウトリー ・精神障害者訪問支援（アウトリー
・精神保健福祉相談（面接・訪問・
チ）モデル事業の検討
チ）モデル事業の実施及び検討
・講演会2回 参加者135人
電話等）等の実施
・精神障害者訪問支援（アウト
・精神障害者訪問支援（アウト
リーチ）事業実施に向けた準備
リーチ）モデル事業の実施
・自殺対策医療連携事業
相談56件(再 事業利用35件）
・精神保健福祉相談 11,555件
目標
(再 訪問件数662件）
課題・問題点
（2023年度）
・講演会3回 参加者408人
・・精神障害者訪問支援（アウト
リーチ）モデル事業方針の決定
・「精神障害者にも対応した地域 ・自殺対策医療連携事業・精神保
包括ケアシステムの構築」のため 健福祉相談等については、継続 ・自殺対策医療連携事業・精神保健福
の医療保健福祉の包括的な支援 して実施。（数値目標は設定困
祉相談等については、継続して実施。
体制の検討
難）
・精神障害者訪問支援（アウトリーチ）
・法定業務、人材育成、普及啓発 ・モデル事業による訪問支援件数 モデル事業の実施
等各事業の確実な実施
延べ72件（2020年度時点）
・法定業務、人材育成、普及啓発・相

(詳細未定）
年度別の取組実績

課題・今後の事業展開

談等各事業の確実な実施

圏域別取組
取組内容

精神疾患医療

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

団体名

① 精神医療対策の充実と地域ケアの推進

精神保健課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・国から「地方公共団体による精
神障害者の退院後支援に関する
・相談、普及啓発の実施
ガイドライン」が示されたことを受
け、退院後支援を2019年度より開
相談件数
始する。
実 5,012件 延 11,244件
家族教室実施状況
・多様化する問題解決のために、
6回実施 延 315人参加
多機関で連携して実施する訪問
はぁといきいきプロジェクト開催状
支援（アウトリーチ）事業の実施に
況
向けて、こころの健康センター、障
2回開催 延261人参加
害支援課と連携してシステムを構
築していく。
課題・問題点

目標
（2023年度）

・精神保健相談の実施の継続

・精神保健相談の実施の継続

・精神保健相談の実施の継続

・精神保健相談の実施の継続

・精神保健相談の実施の継続

・精神保健相談の実施の継続

・各事業の継続

・各事業の継続

・各事業の継続

・各事業の継続

・各事業の継続

・各事業の継続

・措置入院患者の退院後支援

・措置入院患者の退院後支援
・措置入院患者の退院後支援
年度別の取組実績

・措置入院患者の退院後支援

・措置入院患者の退院後支援

相談件数
実 3,121件 延 10,848件
家族教室実施状況
６回実施 延 283人参加
はぁといきいきプロジェクト開催状
況
２回開催 延 １４５人参加

・精神保健福祉法改正が予定さ
れているが、改正には至っておら
・高齢、身体科等多問題を抱えている
ず、今後の体制検討のために引
困難事例の増加
精神保健相談は、相談件数の増 ・措置入院者が、退院後に必要な医療
き続き国や他自治体の動向の注
減による評価は難しいため、目標 等の支援を受けられるようにすること
視が必要である。
設定に困難を要する。
で、社会復帰の促進等を図ることを目
・高齢・身体科等の多問題を抱え
的とした措置入院者退院後支援事業
ているような、困難事例が増加し
を令和元年度より実施予定。
ている。

課題・今後の事業展開
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精神疾患医療

① 精神医療対策の充実と地域ケアの推進

取組内容

目標
（2023年度）
①非自発的事例であることが多
く、目標設定が困難

精神科救急電話件数 1366件
うち医療機関紹介 56件
②ホームページ、ガイドブック等による精
神科救急情報センターの広報
③精神科救急医療システム運営会議を開
催し、体制強化に向けて検討

H31年度の精神科病棟開設まで
は，現行のように，精神身体合併
症患者は、総合心療科と各診療
科で連携して、対応する。H31年
度までに，精神科身体合併症病
床稼働のための準備を行う。児童
青年期の精神疾患患者に対応で
きる外来機能を整備したい。

課題・今後の事業展開

②輪番病院、診療所共に少しず 引き続き精神保健福祉士等による24時間
づ増加している。引き続き医療機 精神医療相談窓口を整備・運営していく。
そして、必要な方に医療を提供できるよう
関を増やすことが目標。
体制強化、本センターの広報及び周知を
図る。
精神疾患・身体疾患を併せ持つ方に対す
る体制の充実・強化は今後の課題であ
る。

精神疾患医療

取組内容

健康増進課

2018(H30)年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
精神科救急医療体制（埼玉県全
体）
・精神科救急情報センターの設置・ ・精神科救急情報センターの設置・ ・精神科救急情報センターの設置・ ・精神科救急情報センターの設置・ ・精神科救急情報センターの設置・ ・精神科救急情報センターの設置・
輪番病院３４か所
運営
運営
運営
運営
運営
運営
輪番診療所
４０か所
・精神科救急情報センターの広報 ・精神科救急情報センターの広報 ・精神科救急情報センターの広報
・精神科救急情報センターの広報 ・精神科救急情報センターの広報 ・精神科救急情報センターの広報
年度別の取組実績
常時対応施設
①精神科救急情報センター実績（さいたま
市域）
２か所

課題・問題点
必要な方に精神科救急医療を提供
できるよう、体制強化を図るとともに、
精神科救急情報センターの広報及び
適切な利用について周知する必要が
ある。
精神疾患と身体疾患を併せ持つ方
に対応できる施設が少なく、体制の
充実が必要である。加え、本医療圏
内に対応可能な施設がないことも前
年度引き続き課題である。

団体名

スケジュール

現状
（2017(H29)年度時点）

埼玉県と共同で、精神科救急情
報センターを設置・運営し、夜間・
休日の緊急的な精神医療相談に
対応するとともに、民間精神科病
院の輪番制による、診療・入院体
制を整備する。

圏域別取組

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

精神科病棟がないために，精神
疾患患者の入院については，精
神症状が安定し一般病床で対応
できる場合に限られる。精神症状
が重篤で閉鎖的な処遇が必要な
場合などに対応できない。予定さ
れている新病院では，精神科病
棟が設置される予定である。小児
科から依頼される児童青年期の
精神疾患患者に対応できる体制
がない。

・精神疾患を持ち、一般病床では
対応ができない患者の転棟
・精神科救急患者で身体疾患が
あるために精神科病院での受け
入れが困難な患者の入院を受け
入れる。
・精神科病院で入院中の精神疾
患患者が身体疾患を発症した
が、一般病棟では治療しがたい
場合に入院を受け入れる。
・埼玉県立精神医療センターの医
療観察法に係る病棟からの受け
入れ件数 2件／年

2019年度

各診療科で連携し、対応する。
・精神科身体合併症病床開設準備
【H32.1〜3月：新病院開院後】
・病床を30床新設し、精神身体合併症患
者を受け入れる。
・埼玉県立精神医療センターの医療観察
法に係る病棟からの受け入れ件数 2件
／年

・埼玉県立精神医療センターの医
療観察法に係る病棟からの受け
入れ件数 0件。

目標
（2023年度）

団体名

スケジュール
2021年度
年度別の取組計画
・精神身体合併症患者を受け入
精神身体合併症患者は、総合心療 【H31.4〜12月：新病院開院前】
・精神身体合併症患者を受け入
れ、地域連携を図る。
科と各診療科で連携し、対応する。 ・精神身体合併症患者は、総合心療科と れ、地域連携を図る。
2018(H30)年度

・精神身体合併症患者は、総合
心療科と各診療科で連携し対応。

課題・問題点

① 精神医療対策の充実と地域ケアの推進
2020年度

2020年には、新病棟の開設とともに精神科身
体合併症病棟が設置される予定である。当院
精神科身体合併症病棟に入院が要請される場
合として、現在次のような事態を想定している。
①近隣の精神科病院、精神科診療所あるいは
一般病院において、身体症状が重症であるに
も関わらず精神症状のために治療が困難な
ケース、②当院の救急を受診したが、精神症状
のために身体の救急治療が困難なケース。現
在、施設面や法律面などを含め、具体的な運
用法について検討中である。

2022年度
・精神身体合併症患者を受け入
れ、地域連携を図る。

2023年度
・精神身体合併症患者を受け入
れ、地域連携を図る。

・埼玉県立精神医療センターの医 ・埼玉県立精神医療センターの医 ・埼玉県立精神医療センターの医 ・埼玉県立精神医療センターの医
療観察法に係る病棟からの受け入 療観察法に係る病棟からの受け入 療観察法に係る病棟からの受け入 療観察法に係る病棟からの受け入
れ件数 2件／年
れ件数 2件／年
れ件数 2件／年
れ件数 2件／年

年度別の取組実績
精神科病棟が未整備なために、精神疾患患者
の身体疾患（いわゆる「精神科身体合併症」）
による入院については、精神症状が安定し一
般病床で対応可能な場合に限られている。精
神科病院に入院中の患者が身体疾患により当
院入院したもののうち、入院中に精神科が関
わったものは5件。さらに、身体疾患のために入
院中の患者で、精神科通院歴があるために精
神科的な管理が必要とされて精神科に紹介さ
れた件数は35件である。また、いわゆる精神疾
患合併症妊娠として、当院産科で出産した妊婦
のうち、当科が関わった件数は10件である。埼
玉県立精神医療センターの医療観察法に係わ
る病棟からの受入件数は0件であった。

さいたま市立病院庶務課

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

精神疾患医療
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容
１．埼玉県南部地区うつ病診療・
支援基盤事業として、身体科医と
精神科医の「連携体制強化会議」
や「症例検討会」、「精神科医療
連携研修会」を開催する
２．会社規模で50名以下の事業
所の相談を優先して行えるように
受付時点でこの事業の本来の目
的を事業所に通達する。また、小
規模事業所のストレスチェックの
面接指導を積極的に優先して受
ける。

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① 精神医療対策の充実と地域ケアの推進

浦和医師会

スケジュール
2018(H30)年度
・研修会を兼ねた「浦和精神科医
会」を継続的に開催する。

2019年度

2020年度

・研修会を兼ねた「浦和精神科医
会」を継続的に開催する。

2021年度
年度別の取組計画
・研修会を兼ねた「浦和精神科医 ・研修会を兼ねた「浦和精神科医
会」を継続的に開催する。
会」を継続的に開催する。

2022年度
・研修会を兼ねた「浦和精神科医
会」を継続的に開催する。

2023年度
・研修会を兼ねた「浦和精神科医
会」を継続的に開催する。

１．浦和医師会精神科医会を
H.29.8.29、H30.2.16に開催し、情 ・行政が発行する「こころの健康ガ ・行政が発行する「こころの健康ガ ・行政が発行する「こころの健康ガ ・行政が発行する「こころの健康ガ ・行政が発行する「こころの健康ガ ・行政が発行する「こころの健康ガ
報交換等を兼ねた研修会を実施 イド」を会員医療機関に配付し啓発 イド」を会員医療機関に配付し啓発 イド」を会員医療機関に配付し啓発 イド」を会員医療機関に配付し啓発 イド」を会員医療機関に配付し啓発 イド」を会員医療機関に配付し啓発
に努める。
に努める。
に努める。
に努める。
に努める。
に努める。
した。
２．相談件数：47件（うち、13件が
時間外労働80時間超の長時間労
働者）と年々増加傾向にある。
年度別の取組実績
１．H30.9.7、H31.3.1に浦和精神科
医医会を開催し、最近のメンタルヘ
ルス等の情報交換を行った。
２．相談件数：34件、面接：3件。
目標
課題・問題点
３．市が発行する「こころの健康ガ
（2023年度）
イド」を会員医療機関に配付し啓発
に努めた。
１．精神科医の会員の不足、非加
入の精神科医との連携が課題
課題・今後の事業展開
１．研修会を兼ねた「浦和精神科
２．大企業の支店等からの相談
次年度から、相談員の増員、開催
医会」を継続的に開催する。
が大半を占める。また、長時間労
２．行政が発行する「こころの健康 回数の増加を予定。
働の面接指導については、人手
ガイド」を会員医療機関に配付し
不足により、常態化している残業
啓発に努める。
について改善されることが少な
かった。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

精神疾患医療

取組内容

現状
（2017(H29)年度時点）

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
岩槻医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

支援体制の充実・強化

支援体制の充実・強化

支援体制の充実・強化

年度別の取組計画

・行政機関等の関係機関との情
・かかりつけ医と専門医療機関と 報交換の場が少ない状況であ
の連携強化を図る。
る。
支援体制の充実・強化
・精神疾患に関する研修会等へ
の参加や実施。

団体名

① 精神医療対策の充実と地域ケアの推進

支援体制の充実・強化

支援体制の充実・強化

・精神疾患患者等に対し、医療機
関が個別に支援している状況で
ある。

年度別の取組実績

目標
（2023年度）
市発行の「こころの健康ガイド」を
・心の健康問題を早期に発見し、 会員医療機関に配付した。
適時適切に必要な医療や相談に
・対応できる医療機関が少ない状 つなぐことができるよう精神疾患
況である。
に対する正しい知識の普及や相
談・訪問支援体制の充実を図る。
・適切な保健、医療、介護、福祉、
生活支援等総合的な支援のでき ・必要な時にいつでも適切な精神 関係機関と連携の強化を図る必要
る体制作りが必要である。
科医療が受けられるよう精神科 がある。
医療体制の充実や連携強化を図
る。
課題・問題点

課題・今後の事業展開
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圏域別取組

精神疾患医療

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

・自殺者数の減少に伴い、以前ほ
・かかりつけ医と精神科医の連携
どうつ病は注目されなくなってい
を強化し、慢性的な精神科医不
るが、精神疾患を含めて患者数
足を補うよう、双方向性の支援体
は少なくなく、精神科医の不足は
制の構築
続いている。

目標
（2023年度）

課題・問題点

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

2019年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
①かかりつけ医と精神科医の連携 ①かかりつけ医と精神科医の連携 ①かかりつけ医と精神科医の連携 ①かかりつけ医と精神科医の連携 ①かかりつけ医と精神科医の連携 ①かかりつけ医と精神科医の連携
強化を目的とした症例検討会、うつ 強化を目的とした症例検討会、うつ 強化を目的とした症例検討会、うつ 強化を目的とした症例検討会、うつ 強化を目的とした症例検討会、うつ 強化を目的とした症例検討会、うつ
病等研修会の開催
病等研修会の開催
病等研修会の開催
病等研修会の開催
病等研修会の開催
病等研修会の開催

2020年度

年度別の取組実績
①平成３０年度自殺対策従事者人
材育成研修会の受講推進
②産業医会・精神科医会共催によ
る講演会の開催

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
精神疾患医療

取組内容

さいたま市教育員会と連携を密に
し、情報の収集及び提供を行う。
又、「精神科医療連携研修会」を
開催すると共に、積極的に参加し
ていきたい。

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

「精神科医療連携研修会」
3回開催

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

目標
（2023年度）

団体名

① 精神医療対策の充実と地域ケアの推進

さいたま市与野医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・市教育委員会と連携を密にし、情 ・市教育委員会と連携を密にし、情 ・市教育委員会と連携を密にし、情 ・市教育委員会と連携を密にし、情 ・市教育委員会と連携を密にし、情 ・市教育委員会と連携を密にし、情
報の収集及び提供を行う
報の収集及び提供を行う
報の収集及び提供を行う
報の収集及び提供を行う
報の収集及び提供を行う
報の収集及び提供を行う
・「精神科医療連携研修会」を開催 ・「精神科医療連携研修会」を開催 ・「精神科医療連携研修会」を開催 ・「精神科医療連携研修会」を開催 ・「精神科医療連携研修会」を開催 ・「精神科医療連携研修会」を開催
すると共に、積極的な参加
すると共に、積極的な参加
すると共に、積極的な参加
すると共に、積極的な参加
すると共に、積極的な参加
すると共に、積極的な参加
年度別の取組実績

課題・問題点

大宮医師会

スケジュール
2018(H30)年度

・特にポリファーマシやベンゾジア
ゼピン系抗不安薬の長期投与等
かかりつけ医と精神科医の連携の
・かかりつけ医と精神科医との連 について、
携は不十分。
かかりつけ医と精神科医の連携 強化。慢性的な精神科医不足を補
うような、双方向性の支援体制の
を強化して取り組んでいく。
構築。

圏域別取組

団体名

① 精神医療対策の充実と地域ケアの推進

・「精神科医療央連携研修会」
4回開催

課題・今後の事業展開
・引き続き関係団体と連携を図り、
精神医療対策の充実を目指す。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

精神疾患医療

取組内容
市内の認知症専門医療の中核的
な役割を担い、医療・介護機関と
連携を取りつつ市内の認知症疾
患に関する保健医療水準の向上
を図ることを目的に、認知症疾患
医療センターを設置・運営する。
また、医療と介護の連携による認
知症の人への早期段階からの支
援体制の構築及び医療従事者の
対応力の向上を目的として、各種
研修を実施する。

現状
（2017(H29)年度時点）
・認知症疾患医療センターの運営
専門医療相談4,301件
・認知症サポート医の養成
養成数6人 累計36人
・かかりつけ医認知症対応力向上
研修の実施
修了者数25人 累計254人
・病院勤務の医療従事者向け認
知症対応力向上研修の実施
修了者数51人 累計227人

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 認知症疾患対策

いきいき長寿推進課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

・認知症疾患医療センターの運営

・認知症疾患医療センターの運営

2021年度
年度別の取組計画
・認知症疾患医療センターの運営 ・認知症疾患医療センターの運営

・認知症サポート医の養成

・認知症サポート医の養成

・認知症サポート医の養成

・認知症サポート医の養成

2022年度

2023年度

・認知症疾患医療センターの運営

・認知症疾患医療センターの運営

・認知症サポート医の養成

・認知症サポート医の養成

・かかりつけ医認知症対応力向上 ・かかりつけ医認知症対応力向上 ・かかりつけ医認知症対応力向上 ・かかりつけ医認知症対応力向上 ・かかりつけ医認知症対応力向上 ・かかりつけ医認知症対応力向上
研修の実施
研修の実施
研修の実施
研修の実施
研修の実施
研修の実施
・病院勤務の医療従事者向け認知 ・病院勤務の医療従事者向け認知 ・病院勤務の医療従事者向け認知 ・病院勤務の医療従事者向け認知 ・病院勤務の医療従事者向け認知 ・病院勤務の医療従事者向け認知
症対応力向上研修の実施
症対応力向上研修の実施
症対応力向上研修の実施
症対応力向上研修の実施
症対応力向上研修の実施
症対応力向上研修の実施
年度別の取組実績

・認知症疾患医療センターの運営
専門医療相談5,598件
・認知症サポート医の養成
目標
養成数9人 累計45人
課題・問題点
（2023年度）
・かかりつけ医認知症対応力向上
認知症の早期発見・早期対応の ・認知症疾患医療センターの運営 研修の実施
仕組みと、医療・介護・福祉等の
修了者数17人 累計271人
関係者の連携体制を構築し、在 ・認知症サポート医の養成
・病院勤務の医療従事者向け認知
宅ケアを推進することが課題と
症対応力向上研修の実施
なっている。
・かかりつけ医認知症対応力向上 修了者数59人 累計286人
また、認知症高齢者の増加にとも 研修の実施
ない、認知症の医療へのニーズ
が高まっているため、認知症サ
・病院勤務の医療従事者向け認
ポート医のさらなる活用とかかり 知症対応力向上研修の実施
認知症高齢者の増加にともない、
つけ医の認知症対応力向上研修
認知症の医療へのニーズが高まっ
の受講促進が課題である。
ているため、引き続き認知症サ
ポート医の活用とかかりつけ医や
病院勤務の医療従事者向けの認
知症対応力向上研修の受講促進
を図っていく。

課題・今後の事業展開
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圏域別取組
取組内容

精神疾患医療
現状
（2017(H29)年度時点）

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 認知症疾患対策

浦和医師会

スケジュール
2018(H30)年度
・もの忘れ検診を推進する。

・もの忘れ検診を推進する。

2021年度
年度別の取組計画
・もの忘れ検診を推進する。
・もの忘れ検診を推進する。

・もの忘れ検診を推進する。

・もの忘れ検診を推進する。

・認知症サポート医の養成研修に
協力する。

・認知症サポート医の養成研修に
協力する。

・認知症サポート医の養成研修に
協力する。

・認知症サポート医の養成研修に
協力する。

・認知症サポート医の養成研修に
協力する。

・認知症サポート医の養成研修に
協力する。

・かかりつけ医の認知症対応力向
上研修の認知症対応力向上研修
の受講促進を図るほか、認知症関
連の研修会（多職種を含む）を開
催・参加する。

・かかりつけ医の認知症対応力向
上研修の認知症対応力向上研修
の受講促進を図るほか、認知症関
連の研修会（多職種を含む）を開
催・参加する。

・かかりつけ医の認知症対応力向
上研修の認知症対応力向上研修
の受講促進を図るほか、認知症関
連の研修会（多職種を含む）を開
催・参加する。

・かかりつけ医の認知症対応力向
上研修の認知症対応力向上研修
の受講促進を図るほか、認知症関
連の研修会（多職種を含む）を開
催・参加する。

・かかりつけ医の認知症対応力向
上研修の認知症対応力向上研修
の受講促進を図るほか、認知症関
連の研修会（多職種を含む）を開
催・参加する。

・在宅医療支援相談センターでは、
在宅で精神疾患・認知症疾患の疑
いがあるが、専門医に受診できて
いない患者さんの家族からの相談
や地域包括からの相談を受け、認
知症サポート医や関係機関への連
携を行っていく。

・在宅医療支援相談センターでは、 ・在宅医療支援相談センターでは、
在宅で精神疾患・認知症疾患の疑 在宅で精神疾患・認知症疾患の疑
いがあるが、専門医に受診できて いがあるが、専門医に受診できて
いない患者さんの家族からの相談 いない患者さんの家族からの相談
や地域包括からの相談を受け、認 や地域包括からの相談を受け、認
知症サポート医や関係機関への連 知症サポート医や関係機関への連
携を行っていく。
携を行っていく。
年度別の取組実績

・在宅医療支援相談センターでは、
在宅で精神疾患・認知症疾患の疑
いがあるが、専門医に受診できて
いない患者さんの家族からの相談
や地域包括からの相談を受け、認
知症サポート医や関係機関への連
携を行っていく。

・在宅医療支援相談センターでは、
在宅で精神疾患・認知症疾患の疑
いがあるが、専門医に受診できて
いない患者さんの家族からの相談
や地域包括からの相談を受け、認
知症サポート医や関係機関への連
携を行っていく。

・かかりつけ医の認知症対応力向
上研修の認知症対応力向上研修
の受講促進を図るほか、認知症関
連の研修会（多職種を含む）を開
さいたま市の要請を受け、継続し
平成29年度（埼玉県とさいたま市 催・参加する。
て認知症サポート医の養成をす
との共催）かかりつけ医認知症対
る。
応力向上研修会 平成30年2月 ・在宅医療支援相談センターでは、
18日開催→浦和医師会会員研修 在宅で精神疾患・認知症疾患の疑
かかりつけ医の認知症対応力向
修了者：15名。
いがあるが、専門医に受診できて
上研修の受講促進を図る。
いない患者さんの家族からの相談
や地域包括からの相談を受け、認
知症サポート医や関係機関への連
携を行っていく。
・もの忘れ検診を推進した。
・認知症サポート医の養成研修に
協力した。自費での研修受講者は
2名。
・「平成30年度かかりつけ医認知症
対応力向上研修」H31.2.17浦和医
目標
課題・問題点
師会会員研修修了者：10名。
（2023年度）
・在宅医療支援相談センターでは、
在宅で精神疾患・認知症疾患の疑
いがあるが、専門医に受診できて
いない患者さんの家族からの相談
や地域包括からの相談を受け、認
１．認知症サポート医の養成研修 知症サポート医や関係機関への連
・認知症サポート医の養成が急務
携を行った。
に協力する。
だが、適期の研修機会が不足
２．もの忘れ検診を推進する。
・行政が負担する養成研修の枠
３．認知症関連の研修会（多職種
が少ない
を含む）を開催・参加する。
・在宅で精神疾患・認知症疾患の
4.家族・地域包括からの相談に対 ・認知症サポート医の養成が急務
疑いのある患者が専門医に受診
応し、関係機関・専門医と連携す だが、適期の研修機会が不足。
できていない。
・行政が負担する養成研修の枠が
る。
少ない。
・在宅で精神疾患・認知症疾患の
疑いのある患者が専門医に受診で
きていない。

2019年度

2020年度

課題・今後の事業展開

2022年度

2023年度

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

精神疾患医療

取組内容

・さいたま市認知症ケアネットワー
クの枠の中においてかかりつけ
医と認知症サポート医との連携の
強化
・もの忘れ相談医の量と質を向上
させる
・重度認知症患者（特にBPSD）へ
の対応の強化

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

・大宮地区各区において認知症
サポート医は増えてきた
・H28年度より開始されたもの忘
れ検診の受診者数は少ない

課題・問題点

目標
（2023年度）

・認知症サポート医が増えてきた
とはいえ、年々増加する認知症患
者数に比較するとまだ数が少な
い
・もの忘れ検診の受診者数を増
やす必要がある
・認知症を高齢者のcommon
diseaseと位置づけ、かかりつけ医
での対応能力を向上させること

・さいたま市認知症ケアネットワー
ク「もの忘れ相談医研修会」への
参画
「もの忘れ検診」の普及と、MCIを
含めた早期発見・早期介入の体
制づくり
・かかりつけ医が中心となった多
職種連携強化

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 認知症疾患対策

大宮医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画
①さいたま市認知症ケアネットワー ①さいたま市認知症ケアネットワー ①さいたま市認知症ケアネットワー ①さいたま市認知症ケアネットワー
ク「もの忘れ相談医」研修会への参 ク「もの忘れ相談医」研修会への参 ク「もの忘れ相談医」研修会への参 ク「もの忘れ相談医」研修会への参
加
加
加
加
②認知症市民公開講座の開催
②認知症市民公開講座の開催
②認知症市民公開講座の開催
②認知症市民公開講座の開催
③各研修会の開催・参加
③各研修会の開催・参加
③各研修会の開催・参加
③各研修会の開催・参加

年度別の取組実績
①さいたま市認知症ケアネットワー
クもの忘れ相談医研修会の開催
②西区認知症ケア地域連絡会/
「西区包括ケアネット研修会」の開
催
③埼玉県・さいたま市・埼玉県医師
会主催 平成30年度かかりつけ医
認知症対応力向上研修会の受講
推進
課題・今後の事業展開
・さいたま市認知症ケアネットワー
クの枠の中において(かかりつけ医
と認知症サポート医との連携の強
化
・もの忘れ相談医の量と質を向上さ
せる
・重度認知症患者（特にBPSD）へ
の対応の強化
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2022年度

2023年度

①さいたま市認知症ケアネットワー
ク「もの忘れ相談医」研修会への参
加
②認知症市民公開講座の開催
③各研修会の開催・参加

①さいたま市認知症ケアネットワー
ク「もの忘れ相談医」研修会への参
加
②認知症市民公開講座の開催
③各研修会の開催・参加
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圏域別取組

精神疾患医療

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

・認知症対策方針検討会議
4回
「在宅医療研究会」の年２回の開
・認知症地域ケア多職種
催、及び「もの忘れ相談医」研修
共同研修
2回
会へ積極的に参加していきたい。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 認知症疾患対策

さいたま市与野医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
「在宅医療研究会」の年２回の
開催、及び「もの忘れ相談
医」研修会へ積極的に参加
していきたい。

「在宅医療研究会」の年２回の
開催、及び「もの忘れ相談
医」研修会へ積極的に参加
していきたい。

「在宅医療研究会」の年２回の
開催、及び「もの忘れ相談
医」研修会へ積極的に参加
していきたい。

・もの忘れ相談医研修会
2回

「在宅医療研究会」の年２回の
開催、及び「もの忘れ相談
医」研修会へ積極的に参加
していきたい。

「在宅医療研究会」の年２回の
開催、及び「もの忘れ相談
医」研修会へ積極的に参加
していきたい。

「在宅医療研究会」の年２回の
開催、及び「もの忘れ相談
医」研修会へ積極的に参加
していきたい。

年度別の取組実績
・「認知症対策方針検討会議」

目標
（2023年度）

課題・問題点

4回
・「認知症地域ケア多職種
共同研修」

2回

・「もの忘れ相談医研修会」

3回
課題・今後の事業展開

引き続き会議や研修会等に参加
し、認知症対策の充実を図る。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

精神疾患医療

取組内容

現状
（2017(H29)年度時点）

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 認知症疾患対策

岩槻医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

研修会・講演会の実施
もの忘れ検診の実施

研修会・講演会の実施
もの忘れ検診の実施

研修会・講演会の実施
もの忘れ検診の実施

年度別の取組計画

・さいたま市と協力して、認知症ケ
アを実施していく。
・さいたま市認知症ケアネットワー
・もの忘れ検診等に係る研修会の クに参画し、さいたま市全域で平 研修会・講演会の実施
実施や研修会への参加を促進す 準化した認知症ケアを実施してい もの忘れ検診の実施
る。
る。
・もの忘れ検診の受診率を上げる ・もの忘れ検診の受診率が低い。
ために、市民公開講座開催等に
・もの忘れ検診を実施した。
より、啓発を図る。
・市民公開講座を開催した。
テーマ：認知症予防 ナウ
目標
課題・問題点
講師：筑波大学名誉教授・メモリー
（2023年度）
クリニックお茶の水院長 朝田隆先
生
・認知症患者については、その家 参加人数：175名
族の負担を軽減するため、医療と
・もの忘れ検診を行っている医療 介護の連携体制の強化を図る。
機関が少ない。
・認知症の予防、早期診断、早期 ・もの忘れ検診の受診率向上
・もの忘れ検診の受診率が低い。 対応はもとより、地域における医 ・認知症予防の充実
療と介護・福祉の連携体制の整 ・認知症に係る研修会や市民公開
講座の開催
備充実を図る。

研修会・講演会の実施
もの忘れ検診の実施

研修会・講演会の実施
もの忘れ検診の実施

年度別の取組実績

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

精神疾患医療

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 認知症疾患対策

さいたま市歯科医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

他職種と連携をとりながら講習会、 他職種と連携をとりながら講習会、 他職種と連携をとりながら講習会、 他職種と連携をとりながら講習会、 他職種と連携をとりながら講習会、 他職種と連携をとりながら講習会、
研修会に参加する
研修会に参加する
研修会に参加する
研修会に参加する
研修会に参加する
研修会に参加する

医師会の主催している物忘れ研
究会講演会への参加を周知す
る。認知症疾患対策として、医療
と介護の連携体制を強化する。

年度別の取組実績

目標
（2023年度）

課題・問題点

課題・今後の事業展開
認知症に対する知識と対応を理
解し、介護との連携をとりながら
口腔機能の向上に努める

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

精神疾患医療

取組内容
薬剤師会の講習を通して、精神
病疾患及び高齢化に伴なう認知
症患者の増加に対応する勉強、
理解を深める。

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

処方せん、訪問指示書に対応
し、薬剤師が患者を訪問すること
により、安心安全な在宅医療をす
すめる（在宅支援薬局の活動）。
課題・問題点

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 認知症疾患対策
スケジュール

2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画
薬剤師会の講習を通して、精神疾 薬剤師会の講習を通して、精神疾 薬剤師会の講習を通して、精神疾 薬剤師会の講習を通して、精神疾
患及び高齢化に伴なう認知症患者 患及び高齢化に伴なう認知症患者 患及び高齢化に伴なう認知症患者 患及び高齢化に伴なう認知症患者
の増加に対応する勉強、理解を深 の増加に対応する勉強、理解を深 の増加に対応する勉強、理解を深 の増加に対応する勉強、理解を深
める
める
める
める

年度別の取組実績
目標
（2023年度）

認知症、在宅医療に関する研修会
を開催。

課題・今後の事業展開
認知症に対する知識の習得の充
実を図る。

さいたま市薬剤師会

研修会へより多くの会員薬剤師が
参加することが必要。
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2022年度

2023年度

薬剤師会の講習を通して、精神疾
患及び高齢化に伴なう認知症患者
の増加に対応する勉強、理解を深
める

薬剤師会の講習を通して、精神疾
患及び高齢化に伴なう認知症患者
の増加に対応する勉強、理解を深
める
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≪在 宅 医 療≫

第７次埼玉県地域保健医療計画 「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
圏域別取組

在宅医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

・在宅医療に対応できる医療機関
を検索できる情報提供サイト「医
療なび」を開設している。
・「医療なび」や「かかりつけ医」の
・市民等に対して在宅医療の理解
普及啓発を行っている。
を進めるための普及啓発を行う。
・かかりつけ医が患者を病院に紹
介した場合に共同で治療にあた
る開放病床を確保し、病診連携を
推進している。
目標
（2023年度）

課題・問題点

内閣府の「平成24年度高齢者の
健康に関する意識調査」では、市
民の多くは、「最期を迎えたい場
所」について、「自宅」を希望して ・在宅医療にかかる普及啓発を
いる。一方、厚生労働省の「在宅 継続して行う。
医療にかかる地域別データ集」で
は、H28年の市内の自宅死の割
合は、12.8％となっている。

① 地域において在宅療養を支援する多職種連携体制の
構築

団体名

地域医療課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
市民等に対して在宅医療の理解を 市民等に対して在宅医療の理解を 市民等に対して在宅医療の理解を 市民等に対して在宅医療の理解を 市民等に対して在宅医療の理解を 市民等に対して在宅医療の理解を
進めるための普及啓発を行う。
進めるための普及啓発を行う。
進めるための普及啓発を行う。
進めるための普及啓発を行う。
進めるための普及啓発を行う。
進めるための普及啓発を行う。

年度別の取組実績
市民向け講演会を１回、医療従事
者向け研修会を２回、在宅看取り
を考える集いを４回実施した。

課題・今後の事業展開
市民等に対して在宅医療の理解を
広めるため、引き続き、講演会・研
修会等を開催していく。

第７次埼玉県地域保健医療計画 「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
圏域別取組

在宅医療

取組内容

現状
（2017(H29)年度時点）
・病診連携の推進
延患者数 １１，４９７人

開放病床の利用率が低いた
め、引き続き利用率の向上に努
める。また、入院患者の高齢化に
伴い、介護予防の視点を取り入 ・退院調整カンファレンスの開催
れ、在宅療養の調整に取り組む。 （４２１回）

主な取組

① 地域において在宅療養を支援する多職種連携体制の
構築

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・病診連携の推進

・病診連携の推進

・病診連携の推進

・病診連携の推進

・病診連携の推進

・病診連携の推進

・退院調整カンファレンスの開催

・退院調整カンファレンスの開催

・退院調整カンファレンスの開催

・退院調整カンファレンスの開催

・退院調整カンファレンスの開催

・退院調整カンファレンスの開催

年度別の取組実績

開放病床（医師会床）の利用度
が低い傾向にあったため、医師会
と協議を行い、開放病床を一般床
として借用させてもらうようになり
利用率も向上した。現状でも利用
率は低い傾向にあるため、引き続
き利用率の向上は課題である。

さいたま市立病院医事課

スケジュール
2018(H30)年度

・病診連携の推進
開放病床延患者数 １１，５７１人
課題・問題点

団体名

目標
・退院調整カンファレンスの開催
（2023年度）
（２８６回）
患者さんが安心した在宅療養を
送れるよう、開放病床の利用度を
高めるとともに、退院調整カンファ
レンスを開催し、院内・院外の多
開放病床の利用率は低い傾向に
職種との連携を図る。
あるため、引き続き利用率の向上
は課題である。

課題・今後の事業展開

-27-

-28第７次埼玉県地域保健医療計画 「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
圏域別取組

在宅医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

2018(H30)年度
・在宅医療研修会の開催。

１．従来の取組は継続実施してい
く。
２．浦和在宅医療支援相談セン
ターの周知徹底、多職種との連
携強化

・浦和在宅医療支援相談センター
平成29年度在宅医療研修会（埼 の周知により、在宅医療・介護連
玉県・埼玉県医師会との共催）在 携を強化していく。
宅医療研修会 平成29年7月20
日 全体285名（うち浦和医師会
会員20名）。

目標
（2023年度）

課題・問題点

参加会員医師の増強が課題

１．在宅医療研修会の開催。
２．浦和在宅医療支援相談セン
ターの周知により、在宅医療・介
護連携を強化していく。

① 地域において在宅療養を支援する多職種連携体制の
構築

団体名

浦和医師会

・在宅医療研修会の開催。

スケジュール
2021年度
年度別の取組計画
・在宅医療研修会の開催。
・在宅医療研修会の開催。

・在宅医療研修会の開催。

・在宅医療研修会の開催。

・浦和在宅医療支援相談センター
の周知により、在宅医療・介護連
携を強化していく。

・浦和在宅医療支援相談センター
の周知により、在宅医療・介護連
携を強化していく。

・浦和在宅医療支援相談センター
の周知により、在宅医療・介護連
携を強化していく。

・浦和在宅医療支援相談センター
の周知により、在宅医療・介護連
携を強化していく。

2019年度

2020年度

・浦和在宅医療支援相談センター
の周知により、在宅医療・介護連
携を強化していく。

2022年度

2023年度

年度別の取組実績

・平成30年度在宅医療研修会
（H30.7.19）全体361名、うち浦和会
員3名。
・浦和在宅医療支援相談センター
のパンフレットを作成・配付し、在宅
医療・介護連携を強化した。
課題・今後の事業展開
・次年度、歯科医師会等にも浦和
在宅医療支援相談センターのパン
フレットを配布する予定。
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圏域別取組

在宅医療

取組内容

・さいたま市と協力して在宅医療
介護連携推進事業を実施してい
く。
・小児在宅医療体制を関係機関と
連携し構築していく。

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

① 地域において在宅療養を支援する多職種連携体制の
構築

団体名

岩槻医師会

スケジュール

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
・在宅医療･介護連携の課題の抽
出と対応策の検討 検討会議 1 ・在宅医療介護連携推進事業の実 ・在宅医療介護連携推進事業の実 ・在宅医療介護連携推進事業の実 ・在宅医療介護連携推進事業の実 ・在宅医療介護連携推進事業の実 ・在宅医療介護連携推進事業の実
回
施
施
施
施
施
施
・医療･介護関係者の研修
多職種ネットワークシステム研
修会 2回、100名
・地域住民への普及啓発
在宅医療・介護連携推進事業
講演会 150名

2018(H30)年度

・小児在宅医療体制の検討

・岩槻区在宅医療・介護連携推進
会議を２回、開催した。
・区内ケアマネと協同で介護保険
目標
課題・問題点
主治医意見書予診票を作成した。
（2023年度）
・ 在宅医療・介護連携に関する研
修会を２回、開催した（219名参
・医療介護連携について、地域住
・医療と介護の両方を必要とする 加）。
民への啓発普及及び理解が不足
状態の高齢者が住み慣れた地域
している。
で自分らしい暮らしを続けること
ができるよう地域における医療・
・訪問医が少なく、需要に対する
介護の関係機関が連携して切れ
対応が十分とは言えない。
目のない在宅医療・介護を提供で 在宅医療を行う訪問医が少ない。
きるよう連携体制を強化する。
・小児在宅医療体制の構築は今
後の課題である。

2019年度

・小児在宅医療体制の検討

2020年度

・小児在宅医療体制の検討

・小児在宅医療体制の検討

年度別の取組実績

課題・今後の事業展開

・小児在宅医療体制の検討

・小児在宅医療体制の検討
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圏域別取組

在宅医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

2018(H30)年度

在宅医療に関する他職種との連携
と連携可能な勉強会、研修会等の
参加.。
在宅歯科医療推進窓口地域拠点 在宅歯科医療推進窓口地域拠点
在宅医療に関する他職種との連 において、在宅医療の相談対応 において、在宅医療の相談対応や
訪問診療実施医療機関の紹介、訪
携と連携可能な勉強会、研修会 や訪問診療実施医療機関の紹
等の参加及び開催.。
介、訪問診療機材の貸し出し等を 問診療機材の貸し出し等を行う。
行った。

① 地域において在宅療養を支援する多職種連携体制の
構築

2019年度

団体名

スケジュール
2021年度
年度別の取組計画
在宅医療に関する他職種との連携 在宅医療に関する他職種との連携
と連携可能な勉強会、研修会等の と連携可能な勉強会、研修会等の
参加.。
参加.。
在宅歯科医療推進窓口地域拠点 在宅歯科医療推進窓口地域拠点
において、在宅医療の相談対応や において、在宅医療の相談対応や
訪問診療実施医療機関の紹介、訪 訪問診療実施医療機関の紹介、訪
問診療機材の貸し出し等を行う。 問診療機材の貸し出し等を行う。
2020年度

在宅医療に関する他職種との連携
と連携可能な勉強会、研修会等の
参加.。
在宅歯科医療推進窓口地域拠点
において、在宅医療の相談対応や
訪問診療実施医療機関の紹介、訪
問診療機材の貸し出し等を行う。

さいたま市歯科医師会

2022年度

2023年度

在宅医療に関する他職種との連携
と連携可能な勉強会、研修会等の
参加.。
在宅歯科医療推進窓口地域拠点
において、在宅医療の相談対応や
訪問診療実施医療機関の紹介、訪
問診療機材の貸し出し等を行う。

在宅医療に関する他職種との連携
と連携可能な勉強会、研修会等の
参加.。
在宅歯科医療推進窓口地域拠点
において、在宅医療の相談対応や
訪問診療実施医療機関の紹介、訪
問診療機材の貸し出し等を行う。

年度別の取組実績

目標
（2023年度）

課題・問題点

課題・今後の事業展開

他職種と連携し、患者のニーズに
あった口腔環境を提供可能なス
キルを持った在宅歯科医の充
実。
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圏域別取組

在宅医療

取組内容

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

処方せん、訪問指示書に対応し、
薬剤師が患者を訪問することによ
り、安心安全な在宅医療をすすめ
る（在宅支援薬局の活動）。

① 地域において在宅療養を支援する多職種連携体制の
構築

スケジュール
2021年度
年度別の取組計画
処方せん、訪問指示書に対応し、 処方せん、訪問指示書に対応し、 処方せん、訪問指示書に対応し、 処方せん、訪問指示書に対応し、
薬剤師が患者を訪問することによ 薬剤師が患者を訪問することによ 薬剤師が患者を訪問することによ 薬剤師が患者を訪問することによ
り、安心安全な在宅医療をすすめ り、安心安全な在宅医療をすすめ り、安心安全な在宅医療をすすめ り、安心安全な在宅医療をすすめ
る（在宅支援薬局の活動）
る（在宅支援薬局の活動）
る（在宅支援薬局の活動）
る（在宅支援薬局の活動）
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

年度別の取組実績

課題・問題点

多くの薬局が在宅支援薬局の活
動に参加できるよう方策を考え
る。

目標
（2023年度）

団体名

多職種連携の勉強会などを通し
て、多くの実例や工夫を紹介するこ
とが出来た。
在宅医療支援薬局リストを作成し
各方面に配布した。

課題・今後の事業展開

より多くの薬局が活動参加できるよ
うアプローチしていく。
各区のケア会議などに積極的に参
加し、多職種連携における薬剤師
の役割を認知してもらうようすすめ
ていく。
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さいたま市薬剤師会

2022年度
処方せん、訪問指示書に対応し、
薬剤師が患者を訪問することによ
り、安心安全な在宅医療をすすめ
る（在宅支援薬局の活動）

2023年度
処方せん、訪問指示書に対応し、
薬剤師が患者を訪問することによ
り、安心安全な在宅医療をすすめ
る（在宅支援薬局の活動）
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圏域別取組

在宅医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

在宅医療研修会、退院調整会議
への参加、大宮包括ケアネットの
参加、多職種との合同研修会の
開催

① 地域において在宅療養を支援する多職種連携体制の
構築

団体名

さいたま市社会福祉協議会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

重度化した療養者の生活支援を 地域の多職種連携研修会に参加
行っている。他職種連携では、情 する
報共有に医師会毎にＭＣＳを利
用し始めている。

地域の多職種連携研修会に参加
する

地域の多職種連携研修会に参加
する

地域の多職種連携研修会に参加
する

地域の多職種連携研修会に参加
する

地域の多職種連携研修会に参加
する

地域で行われる多職種連携に関す
る研修会へ参加した。１５回
目標
（2023年度）

課題・問題点

課題・今後の事業展開
重度化した多様な在宅療養者が ＭＣＳの普及、医師会を中心とし 地域の多職種連携研修会への参
増えている。他職種との情報共 た地域多職種研修会の参加の啓 加を継続する。
有、連携が必要である。
蒙
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圏域別取組

在宅医療

取組内容
地域包括ケアシステムの構築に向け
て、医療と介護の両方を必要とする
状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを続けることができ
るよう、地域における医療・介護の関
係機関が連携して、包括的かつ継続
的な在宅医療・介護を提供していくこ
とが必要。
このため、市内4医師会と緊密に連携
し、国から示された各事業項目の取
組内容の一層の充実に努めていく。
また、医療・介護関係者の連携等を
支援する相談窓口として、市内４医
師会等に設置した在宅医療連携拠
点の安定的な運営を図るため、相互
の情報共有等の推進に取り組む。

課題・問題点
地域の医療・介護の資源の把握、在
宅医療・介護連携の課題の抽出と対
応策の検討など、国から示された各
事業項目を引き続き実施していくが、
今後、医療・介護関係者に事業の必
要性について更に認識を深めてもら
うことや会議や研修等の内容の一層
の充実が課題となっている。またこれ
まで各地域の実情に応じて進めてき
た取組について、更なる情報共有や
緊密な連携を図ることが必要。

現状
（2017(H29)年度時点）
認知症対策等の取組のほか、平
成27年度から介護保険法の地域
支援事業として市町村が主体と
なって在宅医療・介護連携推進事
業に取り組んでいる状況。
市内４医師会と連携し、平成30年
4月には国から示された各事業項
目を実施する予定。

主な取組

団体名

② 医療と介護の連携強化

いきいき長寿推進課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

・在宅医療・介護連携推進事業の
総合的な推進

・在宅医療・介護連携推進事業の
総合的な推進

2021年度
年度別の取組計画
・在宅医療・介護連携推進事業の ・在宅医療・介護連携推進事業の
総合的な推進
総合的な推進

・在宅医療連携拠点の運営

・在宅医療連携拠点の運営

・在宅医療連携拠点の運営

・在宅医療連携拠点の運営

・在宅医療連携拠点の運営

・在宅医療連携拠点の運営

・医療・介護関係者の研修

・医療・介護関係者の研修

・医療・介護関係者の研修

・医療・介護関係者の研修

・医療・介護関係者の研修

・医療・介護関係者の研修

・地域住民への普及啓発

・地域住民への普及啓発

・地域住民への普及啓発

・地域住民への普及啓発

・地域住民への普及啓発

・地域住民への普及啓発

年度別の取組実績
・在宅医療連携拠点の相談件数
404件
・医療・介護関係者の研修 14回
・地域住民向け講演会 4回

目標
（2023年度）
・在宅医療・介護連携推進事業の
総合的な推進
・在宅医療連携拠点の運営
医療・介護関係者に事業の必要性
・医療・介護関係者の研修
を認識してもらうため、多職種向け
・地域住民への普及啓発
の研修会を引き続き開催するととも
に、市内4カ所の在宅医療連携拠
点相互の情報共有を図るため、連
絡会を開催し、連携を推進してい
く。

課題・今後の事業展開

2022年度

2023年度

・在宅医療・介護連携推進事業の
総合的な推進

・在宅医療・介護連携推進事業の
総合的な推進
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圏域別取組

在宅医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容
①事業者公募選定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所は、各区に配置を基本目標とし、
ニーズの高い地域をさらに公募するな
ど、介護保険事業計画に基づいて整備
を進めていく。
小規模多機能型居宅介護についても、
介護保険事業計画に基づき整備を進め
る。

〇定期巡回・随時対応型訪問介
護看護
事業所数：８か所開設済（平成30
年度に１か所開設予定）
サービス提供地域：市内100％達
成
〇複合型サービス（看護小規模
②１事業所あたりの利用者増に向けて、 多機能型居宅介護）
事業所数：１か所（平成28年度開
居宅介護支援事業所のケアマネー
ジャーや、地域包括支援センター等の職 設）
員に対し、サービスの周知活動を行う。

課題・問題点

目標
（2023年度）

〇定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所については、事業
所公募への応募が少なく、第6期
介護保険事業計画における整備
予定数を達成できなかった。提供
事業所の増加に伴い利用者は増
加しているが、１事業所あたりの
利用者数は伸び悩んでいる。

〇定期巡回・随時対応型訪問介
護看護
市内全区への開設を目標とする
（30年度に、２事業所の廃止によ
り空白区が生じている。）

団体名

② 医療と介護の連携強化

介護保険課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・2021年度選定事業所の開設
・2022年度選定事業所の開設
・2023年度開設事業者の公募・選 ・2024年度開設事業者の公募・選
定
・2019年度開設事業者の公募・選 ・2020年度開設事業者の公募・選 ・2021年度開設事業者の公募・選 ・2022年度開設事業者の公募・選 定
定
定
定
定
・2017年度選定事業所の開設

・2018年度選定事業所の開設

・2019年度選定事業所の開設

・2020年度選定事業所の開設

・第8期介護保険事業計画策定
年度別の取組実績
平成２９選定の１事業所が開設（中
央区）

課題・今後の事業展開
〇定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所に関しては、事業者公
募への応募が少なく計画に沿った
整備が進んでいない現状がありま
す。今後は、公募機会を年２回に
増やすことで計画に沿った整備が
できるよう取り組んでいきます。

第７次埼玉県地域保健医療計画 「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
圏域別取組
取組内容

在宅医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

団体名

② 医療と介護の連携強化

さいたま市立病院医事課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

さいたま浦和地区緩和医療研究 ・緩和医療研修会の開催
・緩和医療研修会の開催
会を11月6日（月）において、講演
在宅医療の一部として、特化され 会を開催し、地域で担当する医
ることなく、地域で活動できる体制 師・看護師・薬剤師・ＳＭＷなど多 ・地域連携の推進
・地域連携の推進
を構築する必要があると考えてい 職種のメンバーとディスカッション
る。
し、今後重視しなければならない
在宅医療のあり方について検討
した。
第16回さいたま浦和地区緩和医療
研究会
開催日：11月15日（木）
目標
内容：講演会、ディスカッション
課題・問題点
（2023年度）

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・緩和医療研修会の開催

・緩和医療研修会の開催

・緩和医療研修会の開催

・緩和医療研修会の開催

・地域連携の推進

・地域連携の推進

・地域連携の推進

・地域連携の推進

年度別の取組実績

課題・今後の事業展開

地域連携のあり方について検討
引き続き研修会を通じ、緩和ケアを
が浅く、一般的な在宅医療に如何 研修会を通じ、緩和ケアを中心に 中心に地域の医療機関従事者と
に取り込まれるべきか議論を重ね 連携の推進を図る。
の連携の推進を図る。
る必要がある。
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圏域別取組

在宅医療

主な取組

取組内容

現状
（2017(H29)年度時点）

１．他職種との連携を図るため、
地域の医師・ケアマネージャー・
包括支援センター・訪問看護師と
の研修会を定期的に開催する。
２．浦和在宅医療支援相談セン
ターを周知していく。パンフレット
を配布、活用していく。

・「医療・介護・福祉」の研修会の
継続開催（H.29.9.14 参加：172名
→医師17名、歯科医師8名、薬剤
師19名、介護・福祉職109名、行
政19名）。研修会を通じ、多職種
との連携を深め、住民が安心して
在宅医療を受けられるような体制
を再構築した。

課題・問題点

・研修会での会員医師の参加増
強が課題。

団体名

② 医療と介護の連携強化

浦和医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
・「医療・介護・福祉」の研修会の継 ・「医療・介護・福祉」の研修会の継 ・「医療・介護・福祉」の研修会の継 ・「医療・介護・福祉」の研修会の継 ・「医療・介護・福祉」の研修会の継 ・「医療・介護・福祉」の研修会の継
続開催
続開催
続開催
続開催
続開催
続開催
・浦和地区在宅医療・介護連携推
進会議（24Zの会）の継続開催

・浦和地区在宅医療・介護連携推
進会議（24Zの会）の継続開催

・浦和地区在宅医療・介護連携推
進会議（24Zの会）の継続開催

・浦和地区在宅医療・介護連携推
進会議（24Zの会）の継続開催

・浦和地区在宅医療・介護連携推
進会議（24Zの会）の継続開催

・浦和地区在宅医療・介護連携推
進会議（24Zの会）の継続開催

・居宅介護支援センターの継続運
営

・居宅介護支援センターの継続運
営

・居宅介護支援センターの継続運
営

・居宅介護支援センターの継続運
営

・居宅介護支援センターの継続運
営

・居宅介護支援センターの継続運
営

・在宅医療支援相談センターにて、
医療・介護の連携強化と介護職や
家族、本人からの在宅医療に関す
る相談を受け、在宅療養生活が継
続できるように支援する。

・在宅医療支援相談センターにて、
医療・介護の連携強化と介護職や
家族、本人からの在宅医療に関す
る相談を受け、在宅療養生活が継
続できるように支援する。

・在宅医療支援相談センターにて、
医療・介護の連携強化と介護職や
家族、本人からの在宅医療に関す
る相談を受け、在宅療養生活が継
続できるように支援する。

・在宅医療支援相談センターにて、
医療・介護の連携強化と介護職や
家族、本人からの在宅医療に関す
る相談を受け、在宅療養生活が継
続できるように支援する。

・在宅医療支援相談センターにて、
医療・介護の連携強化と介護職や
家族、本人からの在宅医療に関す
る相談を受け、在宅療養生活が継
続できるように支援する。

・在宅医療支援相談センターにて、
医療・介護の連携強化と介護職や
家族、本人からの在宅医療に関す
る相談を受け、在宅療養生活が継
続できるように支援する。

・「医療・介護・福祉」の研修会を開
催した。H30.9.13 参加：124名・・・
内訳 医師：11名、歯科医師：7名、
目標
薬剤師：9名、介護福祉職：58名、
（2023年度）
看護師：27名、行政：12名。
・浦和地区在宅医療・介護連携推
進会議（24Zの会）の継続開催し
た。
・在宅医療支援相談センターにて、
１．「医療・介護・福祉」の研修会 医療・介護の連携強化と介護職や
家族、本人からの在宅医療に関す
の継続開催
２．浦和地区在宅医療・介護連携 る相談を受け、在宅療養生活が継
推進会議（24Zの会）の継続開催 続できるように支援した。年3回開
３．居宅介護支援センターの継続 催。
運営、在宅医療支援相談セン
ターの周知により、在宅医療・介
護の連携を強化する。
・引き続き、研修会での会員医師
の参加増強が課題。

課題・今後の事業展開

圏域別取組

在宅医療

主な取組

団体名

② 医療と介護の連携強化

スケジュール
2021年度
年度別の取組計画
①地域における在宅療養支援体制 ①地域における在宅療養支援体制 ①地域における在宅療養支援体制 ①地域における在宅療養支援体制
の強化
の強化
の強化
の強化
・在宅医療に関する多職種研修会は ②ＩＴを利用した在宅療養支援診療 ②ＩＴを利用した在宅療養支援診療 ②ＩＴを利用した在宅療養支援診療 ②ＩＴを利用した在宅療養支援診療
所と連携病院の在宅医療情報の 所と連携病院の在宅医療情報の 所と連携病院の在宅医療情報の 所と連携病院の在宅医療情報の
ほぼ予定通り開催されている。
共有
共有
共有
・医師会始め在宅療養支援団体との 共有
③在宅医療研修会の開催
③在宅医療研修会の開催
③在宅医療研修会の開催
③在宅医療研修会の開催
連携はとれてきているが、地域にお
・地域における診療所、病院、各
ける連携については
④多職種協働のフォーラム参加・
④多職種協働のフォーラム参加・
④多職種協働のフォーラム参加・
④多職種協働のフォーラム参加・
職種の連携の強化
あまり進んでいない。
連携の会の企画
連携の会の企画
連携の会の企画
・在宅医療後方支援体制（後方支 ・在宅医療連携拠点の周知は医療機 連携の会の企画
援ベッド等）の構築、推進
関・多職種・市民においても周知され
取組内容

現状
（2017(H29)年度時点）

つつあるがまだ限定的である。
・市民が参加できる研修会は開催さ
れているが不十分な状態。

課題・問題点

・各職種における個人的な連携は
まだ進んでいるとは言えない
・在宅医療連携拠点の周知が限
定的
・地域における在宅医療機関や
病院の連携が不十分

目標
（2023年度）
・地域における在宅医療の連携
強化（診診連携、病診連携、訪問
看護ST、介護事業者等）
・後方支援ベッドの整備、介護施
設を利用した後方支援の検討
・災害時における在宅医療患者
への対応の検討

2018(H30)年度

2019年度

2020年度

年度別の取組実績
①大宮在宅医療支援ｾﾝﾀｰの運営
②地域包括ケアシステム研修会開
催・大宮包括ｹｱﾈｯﾄ会議3回開催・
連携推進委員会１回開催・他職種
連携研修会「医療・介護つながりの
会」２回開催・その他研修会の開催
④大宮医療三師会交流会の開催
(医師会･歯科医師会･薬剤師会)
課題・今後の事業展開
・地域における診療所、病院、各職
種の連携の強化を図る
・在宅医療後方支援体制（後方支
援ベッド等）の構築、推進
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大宮医師会
2022年度

2023年度

①地域における在宅療養支援体制
の強化
②ＩＴを利用した在宅療養支援診療
所と連携病院の在宅医療情報の
共有
③在宅医療研修会の開催
④多職種協働のフォーラム参加・
連携の会の企画

①地域における在宅療養支援体制
の強化
②ＩＴを利用した在宅療養支援診療
所と連携病院の在宅医療情報の
共有
③在宅医療研修会の開催
④多職種協働のフォーラム参加・
連携の会の企画
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圏域別取組

在宅医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

・「病診連携研修会｝
13回開催

団体名

② 医療と介護の連携強化

さいたま市与野医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・中核病院との病診連携研修会の ・中核病院との病診連携研修会の ・中核病院との病診連携研修会の ・中核病院との病診連携研修会の ・中核病院との病診連携研修会の ・中核病院との病診連携研修会の
開催
開催
開催
開催
開催
開催

中核病院との病診連携研修会を
・多職種との連携及び在宅医療研 ・多職種との連携及び在宅医療研 ・多職種との連携及び在宅医療研 ・多職種との連携及び在宅医療研 ・多職種との連携及び在宅医療研 ・多職種との連携及び在宅医療研
開催し、又、多職種との連携及び
・「在宅医療提供体制充実支援事 修会の開催
修会の開催
修会の開催
修会の開催
修会の開催
修会の開催
在宅医療研修会を開催する。
業」の一環として積極的に参加し
た。
年度別の取組実績
・「病診連携研修会」
目標
（2023年度）

課題・問題点

13回開催

・「多職種連携会議及び研修会」
11回開催

課題・今後の事業展開
・職種を超えた連携を強化し、安心
して暮らせる地域の在宅医療体制
を目指す。

第７次埼玉県地域保健医療計画 「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
圏域別取組

在宅医療

取組内容

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

医療と介護の連携に関する気運
は高まってきているが、未だ十分
とは言えない状況にあり、更に連
携を強化する必要がある。

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

・在宅医療介護連携推進事業の実
・在宅医療関係者による連携推 施
進会議を定期的に開催している。
・医療介護連携支援センターの運
・在宅医療関係者にMCS（ メディ 営
・地域住民への啓発普及を図り、 カルケアステーション）の登録及
理解を深める。
び実務研修会を実施した。

目標
（2023年度）

岩槻医師会

スケジュール
2018(H30)年度

・医療関係者や介護関係者など
多職種による協議の場の運営と
研修会の実施。

課題・問題点

団体名

② 医療と介護の連携強化

・在宅医療介護連携推進事業の実 ・在宅医療介護連携推進事業の実 ・在宅医療介護連携推進事業の実 ・在宅医療介護連携推進事業の実 ・在宅医療介護連携推進事業の実
施
施
施
施
施
・医療介護連携支援センターの運
営

・医療介護連携支援センターの運
営

・医療介護連携支援センターの運
営

年度別の取組実績

・「岩槻区在宅医療・介護連携推進
会議」を２回、開催した。
・医療介護連携支援センターにお
いて、訪問診療・看護等の相談を
受けた（件数98件）。
・年間を通して在宅療養支援ベッド
を用意し、10名の入院を支援した。

・在宅医療・介護関係者に関する
相談支援として、医療介護連携支
援センターを中心に医療・介護関
関係機関と連携の強化を図る必要
係者の連携を支援する。
がある。

課題・今後の事業展開

・医療介護連携支援センターの運
営

・医療介護連携支援センターの運
営

第７次埼玉県地域保健医療計画 「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
圏域別取組

在宅医療

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

団体名

② 医療と介護の連携強化

さいたま市薬剤師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
研修会等に参加して、内容の理解 研修会等に参加して、内容の理解 研修会等に参加して、内容の理解 研修会等に参加して、内容の理解 研修会等に参加して、内容の理解 研修会等に参加して、内容の理解
を深めることにより、医療と介護
を深めることにより、医療と介護
を深めることにより、医療と介護
を深めることにより、医療と介護
を深めることにより、医療と介護
を深めることにより、医療と介護
の、よりいっそうの連携強化を図る の、よりいっそうの連携強化を図る の、よりいっそうの連携強化を図る の、よりいっそうの連携強化を図る の、よりいっそうの連携強化を図る の、よりいっそうの連携強化を図る

研修会等に参加して、内容の理
解を深めることにより、医療と介
護の、よりいっそうの連携強化を
図る。
年度別の取組実績

目標
（2023年度）

課題・問題点

薬薬連携研修会などの開催、ま
た、医師会開催の勉強会などへの
参加、等。

課題・今後の事業展開
より多くの薬局薬剤師へ、連携強
化への取り組みを提示していく。

医師会との連携を充実させる。

第７次埼玉県地域保健医療計画 「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
圏域別取組

在宅医療

取組内容

より質の高い看護サービスが提
供できるよう、引き続き技術の研
鑽と関係機関及び行政との更な
る連携、情報共有に努め、利用者
とその家族の支援を継続して実
施する。

課題・問題点

医療機関、介護事業者、薬局、訪
問看護ステーション及び行政が連
携を更に進め、支援を強化してい
く必要がある。

主な取組
現状
（2017(H29)年度時点）

医療と介護の連携は強化されて
きているが、まだ十分ではないた
め、更なる強化へ向けた取り組み
が必要である。

団体名

② 医療と介護の連携強化
スケジュール

2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画
・より質の高い看護サービスの提 ・より質の高い看護サービスの提 ・より質の高い看護サービスの提 ・より質の高い看護サービスの提
供を向けた技術の研鑽と、関係機 供を向けた技術の研鑽と、関係機 供を向けた技術の研鑽と、関係機 供を向けた技術の研鑽と、関係機
関及び行政との緊密な連携及び情 関及び行政との緊密な連携及び情 関及び行政との緊密な連携及び情 関及び行政との緊密な連携及び情
報共有の推進。
報共有の推進。
報共有の推進。
報共有の推進。

年度別の取組実績

目標
（2023年度）

さいたま市浦和地域医療センター

・退院時カンファレンス及び担当者
会議への参加
・外部研修への参加及び月例ミー
ティング（原則月2回）の実施による
技術の研鑽、情報の共有

より質の高い看護サービスの提
供を向けた技術の研鑽と、関係
機関及び行政との緊密な連携及 ・独居や認知症夫婦が増加してい
るため、関係機関がこのような方た
び情報共有の推進。
ちを医療面でどのように支援してい
くのかが課題となっている。

課題・今後の事業展開
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2022年度

2023年度

・より質の高い看護サービスの提
供を向けた技術の研鑽と、関係機
関及び行政との緊密な連携及び情
報共有の推進。

・より質の高い看護サービスの提
供を向けた技術の研鑽と、関係機
関及び行政との緊密な連携及び情
報共有の推進。
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≪健康づくり対策≫

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

健康づくり対策

取組内容

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

平成29年に「さいたま市ヘルスプ
ラン２１（第2次）」の中間評価を実
施し、①〜④の課題が明らかに
なった。それらの課題を解決する
ために肥満の解消、糖尿病や糖
尿病予備軍の減少、食育、睡眠
に関する啓発を実施する。また、
65歳の健康寿命
ヘルスプランの2つの重点目標と8
男性17.48年(H28)
つの分野別目標における、「関係
女性20.25年(H28)
機関や団体との連携による健康
増進の取組」を実施する。
また、民間企業と連携しながら、
働き盛り世代に対し、ウォーキン
グを通じた健康づくりの習慣化を
図るために健康マイレージを継続
する。
課題・問題点

目標
（2023年度）

①肥満者の増加
②糖尿病有病者および予備軍の
増加

65歳の健康寿命
男性 延ばす（2021年）
③働き盛り世代の朝食欠食者の
女性 延ばす（2021年）
増加
④睡眠による休養が「とれていな
い」人の増加

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① 生活習慣病を予防する健康づくり対策

健康増進課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画

・さいたま市健康マイレージ
及び体組成測定会の実施
･さいたま市健康づくり推進協
議会、さいたま市ヘルスプラン
庁内検討会・担当者会議の
開催
･健康なびの運営
･健康づくりに関する普及啓発
・睡眠に関する啓発カード作成・配
布

年度別の取組実績

健康マイレージ新規参加者数
6,312人
体組成測定会 20回実施
･さいたま市健康づくり推進協
議会2回、さいたま市ヘルスプラン
庁内検討会2回・担当者会議2回を
開催
民間企業と連携した生活習慣病予防の啓
発

課題・今後の事業展開
引き続き健康マイレージの新規参
加者の募集、体組成測定会の実施
を行う。
また、会議を定期的に開催し、市
民に向けた健康づくりに関する普
及啓発を継続していく。
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2022年度

2023年度

-38第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組
取組内容

健康づくり対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

特定健康診査は、健診受診者に
インセンティブを付加する取組や
電話・文書での勧奨等、受診率向
上のための対策を継続的に実施
しており、平成29年度は受診率が
37.1％と過去最高値となった。第3
期特定健診等実施計画にあたる
平成30年度〜平成35年度は、目
標値を実現可能な39.5％と設定
し、第2期までの受診率向上対策
を継続実施するとともに、AIや
SNSを利用した健診の周知・啓
・特定健康診査受診率 37.1%
発、データ提供などの関係機関と
の連携、受診環境の整備など、取 ・特定保健指導実施率 28.1%
組を強化していく。
特定保健指導は、平成30度年か
らの第3期計画より、6か月間の保
健指導から3か月以上の指導と
なった。積極的支援は、70％以上
の実施者の計測値や生活習慣が
改善されていることから、医療機
関と連携した未実施者への効果
的なアプローチやICTを利用した
実施体制の整備等、実施者を拡
大する取組を行っていく。

課題・問題点

目標
（2023年度）

特定健康診査は、平成29年度過
去最高値である37.1％の受診率
となった。しかし、平成21年度から
継続的に実施してきた電話勧奨
の勧奨後受診率が年々低下し、
事業の効果が薄れてきている。
SNSやAIを利用する等新たな勧
奨のアプローチ方法に取組む必
要がある。また年代別では、40歳
・特定健康診査受診率 39.5%
〜50歳の若年層の受診率が低い
状況が続いている。
・特定保健指導実施率 36.0%
特定保健指導の実施率は、年々
低下傾向にある。制度開始から
10年が経過し、複数回の保健指
導対象者が一定数いることや、働
き盛りの男性がその対象の大多
数であることからも、保健指導に
つながることが難しい現状ではあ
る。実施者の拡大に向けてさらな
る取組の必要がある。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① 生活習慣病を予防する健康づくり対策

国民健康保険課・地域保健支援課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画

・特定健康診査・特定保健指導
の実施（40〜74歳）
・国保健康診査の実施
（35〜39歳の男性）
・未受診者勧奨（電話勧奨・文書
勧奨）の実施
・特定健診受診者に対して、
景品や健康ポイントを与える
ような取組の実施
・特定保健指導対象者に対し
て、健康づくり教室の開催
・健診データ提供における連携
可能団体の拡大

・医療機関と連携した保健指導勧
奨の実施
・未受診者勧奨（SMS）の実施
・AIを利用した未受診者勧奨の実
施
年度別の取組実績

・特定健康診査受診率(令和元年5月
末暫定値) 36.8%
・特定保健指導実施率(令和元年5月
末暫定値) 28.3%
・国保健康診査受診者数627人
（8.2％）
・電話勧奨者数約69,000人 文書勧奨
者数 約95,000人
・健診受診者にプレゼントを渡すキャン
ペーンを実施

課題・今後の事業展開
特定健康診査は、平成29年度の
37.1％の受診率を上回るペースに
なっている。しかし、全国的にも受
診率は上昇しており、また年代別
で40歳 〜50歳の若年層の受診率
が低い状況が続いていることから
も、新たな取組の必要性があり、
SMSやAIを利用した勧奨通知な
ど、新たな勧奨のアプローチを実
施していく。
特定保健指導の実施率は、年々低
下傾向が続いている。制度開始か
ら10年が経過し、複数回の保健指
導対象者が一定数いることや、働
き盛りの男性がその対象の大多数
であることからも、保健指導につな
がることが難しい現状ではある。医
療機関へのアプローチを10区で行
うなど実施者の拡大に向けてさら
なる取組の必要性がある。

2022年度

2023年度

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

健康づくり対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

集団健康教育・健康づくり教室
各区保健センターにおいて、集団 参加人数 6,096人
健康教育や健康づくり教室・健康
相談等を開催する。
健康相談
人数 9,714人

目標
（2023年度）

課題・問題点

2019年度

課題・問題点

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・集団健康教育・健康づくり教室の ・集団健康教育・健康づくり教室の ・集団健康教育・健康づくり教室の ・集団健康教育・健康づくり教室の ・集団健康教育・健康づくり教室の ・集団健康教育・健康づくり教室の
実施
実施
実施
実施
実施
実施
・健康相談の実施

・健康相談の実施

・健康相談の実施

・健康相談の実施

・健康相談の実施

・健康相談の実施

年度別の取組実績
集団健康教育・健康づくり教室
開催回数 243回
参加人数 6,422人

課題・今後の事業展開
集団健康教育・健康づくり教室につ
いては、今後も各区の状況に応じ
て実施していく。

健康づくり対策

医師会報、配付物、本会ホーム
ページ等を介して啓発活動の実
施を従来以上に進める。

地域保健支援課

スケジュール
2018(H30)年度

第７次埼玉県地域保健医療計画

取組内容

団体名

① 生活習慣病を予防する健康づくり対策

健康相談
人数 9,354人

事業によっては、新規の参加者
が少ないものもある。新たな参加
者を増やすため、PRを充実すると
設定なし
ともに、効果的・効率的な教室・相
談事業の実施が求められてい
る。

圏域別取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）
・医師会報、配布物、当会ホーム
ページ等を介して生活習慣病対
策に関する普及・啓発活動を実施
した。
・当会の常設委員会である「生活
習慣病対策部委員会」において
一次検診・精密検査受診率の向
上等の問題点を提議し、理事会
等に上程した。また、さいたま市
から提供される啓発ポスター等を
会員医療機関にて掲示し、市民
に対し検診の積極受診を啓発し
た。
・2018年度（平成29年度）の国保
特定健診の受診率：（受診者数：
26,861/対象者数：69,075人≒）
38.9％
目標
（2023年度）

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① 生活習慣病を予防する健康づくり対策

浦和医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
医師会報、配付物、本会ホーム
医師会報、配付物、本会ホーム
医師会報、配付物、本会ホーム
医師会報、配付物、本会ホーム
医師会報、配付物、本会ホーム
医師会報、配付物、本会ホーム
ページ等を介して啓発活動の実施 ページ等を介して啓発活動の実施 ページ等を介して啓発活動の実施 ページ等を介して啓発活動の実施 ページ等を介して啓発活動の実施 ページ等を介して啓発活動の実施
を従来以上に進める。
を従来以上に進める。
を従来以上に進める。
を従来以上に進める。
を従来以上に進める。
を従来以上に進める。

年度別の取組実績
・医師会報、配付物、本会ホーム
ページ等を介して啓発活動を実施
した。
・2018年度（平成30年度）の国保
特定健診の受診率：（受診者数：
29,322人/対象者数：84,069人≒）
34.9％と前年度比減少するも、さい
たま市全体の受診率：32.9％は上
回った。
課題・今後の事業展開

社会保険被扶養者の健診受診率 ・2023年度の国保 特定健診の受
社会保険被扶養者の健診受診率
が依然低率。
診率：43.5％
が依然低率。
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-40第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組
取組内容

健康づくり対策
現状
（2017(H29)年度時点）

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① 生活習慣病を予防する健康づくり対策

大宮医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

動機付け支援に医療機関が積極
的に勧奨し、初回受診率の向上と
特定健診実施医療機関より保健指 特定健診実施医療機関より保健指 特定健診実施医療機関より保健指 特定健診実施医療機関より保健指 特定健診実施医療機関より保健指 特定健診実施医療機関より保健指
共に、途中脱落者の減少に努め
導対象者への実施啓蒙
導対象者への実施啓蒙
導対象者への実施啓蒙
導対象者への実施啓蒙
導対象者への実施啓蒙
る。但し、平成30年度より6か月後 動機付け支援受診率が年度毎に 導対象者への実施啓蒙
減少傾向にある。
評価より3か月後評価へ変更と
なった為、途中脱落者の減少が
期待される。また、糖尿病重症化
年度別の取組実績
予防対策に協力していく。
大宮医師会 保健指導･動機付け支
援実績
平
成30年度(途中経過)
423名19.3%
目標
(3ヵ月後の評価のため、実施途中)
課題・問題点
（2023年度）
※平成30年度より3ヵ月評価に変
更
(平成29
年度 実績)
787名34.3%
第94回大宮糖尿病勉強会の開催
特定健診結果説明時に動機付け
(平成30年7月4日)
支援該当が前年より引き続きの 特定保健指導動機付け支援の実
課題・今後の事業展開
受診者に対し、動機づけ支援の 施率向上
結果説明時の初回保健指導実施
受診勧奨をさらに行う。
を推進する。次年度の特定健診受
診時に、保健指導未受診に対し、
必要性の説明を行う。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組
取組内容

健康づくり対策
現状
（2017(H29)年度時点）

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① 生活習慣病を予防する健康づくり対策

岩槻医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・各種検診の受診啓発

・各種検診受診率向上に向けた ・特定健診、保健指導、人間ドック ・研修会・講演会の実施
啓発事業を行政や県医師会と協 等の検診受診者数は、ほぼ横ば
力しながら実施していく。
いである。

・各種検診の受診啓発

・各種検診の受診啓発

・各種検診の受診啓発

・各種検診の受診啓発

・各種検診の受診啓発

・研修会・講演会の実施

・研修会・講演会の実施

・研修会・講演会の実施

・研修会・講演会の実施

・研修会・講演会の実施

年度別の取組実績
〈特定健診実施件数〉
国保特定健康診査
5,837
国保人間ドック
26
目標
課題・問題点
国保健康診査
51
（2023年度）
後期高齢者健康診査
4,432
健康増進健康診査
259
・若い世代から高齢者に至るま
647
で、一人ひとりが自らの健康づくり 集合契約特定健康診査
・特定健診、保健指導、人間ドック
を意識した生活習慣を身につけら
等の検診受診者数は、ほぼ横ば
れるよう生活習慣病の予防や介
いである。
護予防などのライフステージに応 ・各種検診の受診率の向上
・研修会・講演会の実施
じた取組を推進する。

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
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健康づくり対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

・店頭において、食生活の重要
性、運動の重要性を通して、患者
の質の向上に寄与する。
・飲酒・喫煙などの生活習慣の改
善の指導・助言を行う。
・健康で長生き、自分のことは自
分でできる生活を送るための指
導、助言を行う。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

① 生活習慣病を予防する健康づくり対策

団体名

さいたま市薬剤師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画
・店頭における啓発活動により、食 ・店頭における啓発活動により、食 ・店頭における啓発活動により、食 ・店頭における啓発活動により、食
生活・運動の重要性を通して、患 生活・運動の重要性を通して、患 生活・運動の重要性を通して、患 生活・運動の重要性を通して、患
者の質の向上に寄与する。
者の質の向上に寄与する。
者の質の向上に寄与する。
者の質の向上に寄与する。
・飲酒・喫煙などの生活習慣の改 ・飲酒・喫煙などの生活習慣の改 ・飲酒・喫煙などの生活習慣の改 ・飲酒・喫煙などの生活習慣の改
善の指導・助言を行う。
善の指導・助言を行う。
善の指導・助言を行う。
善の指導・助言を行う。

2022年度

2023年度

・店頭における啓発活動により、食
生活・運動の重要性を通して、患
者の質の向上に寄与する。
・飲酒・喫煙などの生活習慣の改
善の指導・助言を行う。

・店頭における啓発活動により、食
生活・運動の重要性を通して、患
者の質の向上に寄与する。
・飲酒・喫煙などの生活習慣の改
善の指導・助言を行う。

年度別の取組実績
話題提供のための講演会の開催。
目標
（2023年度）

課題・問題点

課題・今後の事業展開
講演会参加者を増やしていく。

生活習慣病予防についての話
題づくりのため、研修会の充実を
図る。
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健康づくり対策

主な取組

取組内容

現状
（2017(H29)年度時点）

高齢化社会が進む中、健康寿命
の延伸と生活習慣病予防等、ライ
フスタイルに応じた食育活動を世
代別に絞り、周知に留まることな
く、積極的に実践するよう「生涯食
育社会」を目指し推進する。

子供から高齢者まで、各世代に
合った食育活動を進めている。研
修を継続的に行うことで、正しい
健康情報を地域に伝える。自身
の健康管理も含め、食を中心とし
た生活習慣の改善を促している。

課題・問題点

目標
（2023年度）

・正しい健康情報を伝える推進員
を増やす
・自身の健康管理も含め、地域で
実践活動を進める
・活動を行う会場の確保が難しく
なっている

・さいたま市の計画と連動した活
動の実施
・健康診断の受診勧奨
・食事バランスガイドの普及啓発
・運動習慣を定着させるため、1日
1,000歩増やす

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

① 生活習慣病を予防する健康づくり対策

団体名

さいたま市食生活改善推進員協議会

スケジュール
2018(H30)年度
・ロコモティブシンドローム予防教
室
・骨粗しょう症予防教室
・糖尿病予防教室
・高血圧予防教室
・高齢者低栄養予防教室
・食事バランスガイドの普及教室
・我が家の防災教室

2019年度

2020年度

・ロコモティブシンドローム予防教
室
・骨粗しょう症予防教室
・糖尿病予防教室
・高血圧予防教室
・高齢者低栄養予防教室
・食事バランスガイドの普及教室
・我が家の防災教室

2021年度
年度別の取組計画
・ロコモティブシンドローム予防教 ・ロコモティブシンドローム予防教
室
室
・骨粗しょう症予防教室
・骨粗しょう症予防教室
・糖尿病予防教室
・糖尿病予防教室
・高血圧予防教室
・高血圧予防教室
・高齢者低栄養予防教室
・高齢者低栄養予防教室
・食事バランスガイドの普及教室
・食事バランスガイドの普及教室
・我が家の防災教室
・我が家の防災教室
年度別の取組実績

生活習慣病予防教室、ロコモティブ
シンドローム予防教室、糖尿病予
防教室、高血圧予防教室、骨粗
しょう症予防教室、高齢者の低栄
養予防教室、
フレイル予防と介護教室、災害時
の食について
課題・今後の事業展開
啓発稼働実数46,873人
生活習慣病予防教室、食事バラン
スガイドの普及教室、糖尿病予防
教室
高血圧予防教室、骨粗しょう症予
防教室高齢者の低栄養予防教室、
フレイル予防と介護教室、災害時
の食について
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2022年度
・ロコモティブシンドローム予防教
室
・骨粗しょう症予防教室
・糖尿病予防教室
・高血圧予防教室
・高齢者低栄養予防教室
・食事バランスガイドの普及教室
・我が家の防災教室

2023年度
・ロコモティブシンドローム予防教
室
・骨粗しょう症予防教室
・糖尿病予防教室
・高血圧予防教室
・高齢者低栄養予防教室
・食事バランスガイドの普及教室
・我が家の防災教室
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健康づくり対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

各種健康診査・特定健康診査等
の受診率向上のための、赤ちゃ
んから高齢者までに「お元気です
か」の声かけ・見守り活動を推奨
する。

目標
（2023年度）

班員の減少・高齢化により健診受
・受診率の向上
診の声かけ、見守り活動の頻度
・孤独死の予防
等が減少している

2019年度

健診受診の声かけ、見守り活動

肥満が将来重大な疾病につな
がる可能性があることなど生活習
慣病予防の重要性を啓発し、基
本検査の積極的な受診を呼びか
ける必要がある。
また、健康サポートクラブに参
加し保護者を交えて面談を行うこ
とで、生活習慣の見直しにつなが
り、肥満度が減少する傾向にある
ことを示し、参加を促す。

生活習慣病予防学校検診の実
施
基本検査27.5％
※健康サポートクラブ参加率
40.1％
薬物乱用防止教室の実施
中学校:100.0％
小学校:100.0％

課題・問題点

目標
（2023年度）

2021年度

2022年度

2023年度

健診受診の声かけ、見守り活動

健診受診の声かけ、見守り活動

健診受診の声かけ、見守り活動

健診受診の声かけ、見守り活動

年度別の取組実績

課題・今後の事業展開
引き続き活動を実施するとともに、
効果的な普及啓発を行えるように
検討し、受診率の向上等に努めて
いく

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

2020年度

愛育班活動及びハローエンゼル訪
問等を利用し、保護者の禁煙活動
や乳幼児健診受診の呼びかけの
実施

健康づくり対策

取組内容

さいたま市保健愛育会

年度別の取組計画

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

団体名

① 生活習慣病を予防する健康づくり対策
スケジュール

2018(H30)年度

・近隣の大人から高齢者までを対
健診受診の声かけ、見守り活動
象に健診受診の声かけを実施
・子育て支援教室や高齢者対象
の体操教室の際に、健診受診に
ついて呼びかけを実施

課題・問題点

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 子どもの健康づくり対策

健康教育課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
・生活習慣病予防学校検診の実施 ・生活習慣病予防学校検診の実施 ・生活習慣病予防学校検診の実施 ・生活習慣病予防学校検診の実施 ・生活習慣病予防学校検診の実施 ・生活習慣病予防学校検診の実施
・薬物乱用防止教室の実施
・薬物乱用防止教室の実施
・薬物乱用防止教室の実施
・薬物乱用防止教室の実施
・薬物乱用防止教室の実施
・薬物乱用防止教室の実施
中学校：年1回開催
中学校：年1回開催
中学校：年1回開催
中学校：年1回開催
中学校：年1回開催
中学校：年1回開催
小学校：地域の実態に応じて開催 小学校：地域の実態に応じて開催 小学校：地域の実態に応じて開催 小学校：地域の実態に応じて開催 小学校：地域の実態に応じて開催 小学校：地域の実態に応じて開催
年度別の取組実績
生活習慣病予防学校検診の実施
基本検査 26.7%
※健康サポートクラブ参加率
37.3%

薬物乱用防止教室の実施
（現在調査中）
※健康増進課担当と表記は確認
生活習慣病予防学校検診を実施 済み
基本検査及び健康サポートクラブ
する。
の参加率がどちらも年々減少して
薬物乱用防止教室を実施する。
引き続き、生活習慣病予防学校
いる。
検診のを実施する。基本検査及び
健康サポートクラブの参加率を上
げるために、啓発活動を努める必
要がある。

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
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健康づくり対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

学校からの依頼で、児童生徒の
依頼があった市立学校に、学校
健康問題に対し、学校精神科医
精神科医・学校産婦人科医の派
及び学校産婦人科医による専門
遣を１００％実施。
的な指導・助言等を行う。

目標
（2023年度）

課題・問題点

依頼があった市立学校ではに、
学校精神科医・学校産婦人科医
依頼があった市立学校に、学校
の派遣を１００％実施できたが、さ
精神科医・学校産婦人科医の派
らなる活用のため、継続的に本事
遣を１００％実施する。
業について周知していく必要があ
る。

・当会が派遣する学校医を核に、
児童・生徒の保健衛生向上に努
める。
また、保健関連の講師を派遣
し、小・中・高等学校の児童・生徒
及び保護者に対しての保健衛生
の啓発を実施する。。
・新任学校医へのオリエンテー
ションを実施していく。

現状
（2017(H29)年度時点）

健康教育課

スケジュール
2018(H30)年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
依頼があった市立学校に、学校精 依頼があった市立学校に、学校精 依頼があった市立学校に、学校精 依頼があった市立学校に、学校精 依頼があった市立学校に、学校精 依頼があった市立学校に、学校精
神科医・学校産婦人科医の派遣を 神科医・学校産婦人科医の派遣を 神科医・学校産婦人科医の派遣を 神科医・学校産婦人科医の派遣を 神科医・学校産婦人科医の派遣を 神科医・学校産婦人科医の派遣を
１００％実施する。
１００％実施する。
１００％実施する。
１００％実施する。
１００％実施する。
１００％実施する。

2019年度

2020年度

年度別の取組実績
依頼があった市立学校に学校精神
科医を１００％派遣した。

課題・今後の事業展開
利用校は小学校１校、中学校３校
であった。さらに有効活用していた
だくために、本事業について周知を
継続していく。

健康づくり対策

取組内容

団体名

② 子どもの健康づくり対策

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 子どもの健康づくり対策

浦和医師会

スケジュール
2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
・本会管轄内のすべての公立学校 ・本会管轄内のすべての公立学校 ・本会管轄内のすべての公立学校 ・本会管轄内のすべての公立学校 ・本会管轄内のすべての公立学校 ・本会管轄内のすべての公立学校
に継続的に学校医を派遣する。
に継続的に学校医を派遣する。
に継続的に学校医を派遣する。
に継続的に学校医を派遣する。
に継続的に学校医を派遣する。
に継続的に学校医を派遣する。
2018(H30)年度

・新任学校医へのオリエンテーショ
・182名の学校医を各学校に派遣
ンを継続実施していく。
し、学校検診を実施した。
・新任学校医向けのオリエンテー
・生活習慣病予防学校検診個別指
ションを3回（平成30年1月22日、1
導を継続実施する。
月31日、2月28日）実施した。

2019年度

2020年度

・新任学校医へのオリエンテーショ ・新任学校医へのオリエンテーショ ・新任学校医へのオリエンテーショ ・新任学校医へのオリエンテーショ ・新任学校医へのオリエンテーショ
ンを継続実施していく。
ンを継続実施していく。
ンを継続実施していく。
ンを継続実施していく。
ンを継続実施していく。
・生活習慣病予防学校検診個別指 ・生活習慣病予防学校検診個別指 ・生活習慣病予防学校検診個別指 ・生活習慣病予防学校検診個別指 ・生活習慣病予防学校検診個別指
導を継続実施する。
導を継続実施する。
導を継続実施する。
導を継続実施する。
導を継続実施する。
年度別の取組実績

・181名の学校医を本会管轄内の
すべての公立学校に派遣した。
・新任学校医へのオリエンテーショ
目標
ンを4回（H31.2.4、2.13、2.20、3.4）
課題・問題点
（2023年度）
実施した。
・生活習慣病予防学校検診個別指
１．本会管轄内のすべての公立 導を2回（H30.10.24、10.27）実施し
学校に継続的に学校医を派遣す た。
毎年、複数名の学校医の交代が
る。
発生している。学校検診の質の維
２．新任学校医へのオリエンテー
持のため、新しく学校医となった
【課題】
ションを継続実施していく。
医師へのサポートが必要。
３．生活習慣病予防学校検診個 ・学校医の高年齢化が進み、学校
医の交代が今後増加していく可能
別指導を継続実施する。
性が高い。

課題・今後の事業展開
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-44第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

健康づくり対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容
尿検査の至急対応基準を今後さ
らに検討し、必要に応じ早期に医
療へ結びつける。また、結果が陽
性で精密検査を受けていない受
診者に対し積極的に受診勧奨を
行う。心電図検査について、2次
検査未受診者の把握を今後も続
け、治療中以外の未受診者に対
し積極的に受診勧奨を行う。

目標
（2023年度）

1・2次検査の受診率維持に加え、
結果が陽性者で精密検査未受診
者に受診を促す。心電図検査に
ついては2次検査未受診者の把
握を続ける。

かかりつけ医からの乳幼児健康
診査・予防接種の啓蒙。学童の
尿・心電図欠席者・未提出者の対
応を考慮し実施率向上を目指す。
至急対応手順に沿い早期治療に
結びつける。

2019年度

学童・生徒の生活習慣病予防学
校検診への受診勧奨を行うと共
に、学校医による擁護教諭への
指導及び助言を行っていく。

目標

2023年度

尿1・2次検査の未提出、心電図1
次検査の未実施者に対し、受け入
れを考慮し実施率向上を目指す。
また、2次検査未実施者の把握・対
応を続ける。至急該当者に受診勧
奨を行う。

尿1・2次検査の未提出、心電図1
次検査の未実施者に対し、受け入
れを考慮し実施率向上を目指す。
また、2次検査未実施者の把握・対
応を続ける。至急該当者に受診勧
奨を行う。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 子どもの健康づくり対策

さいたま市与野医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・学童・生徒の生活習慣病予防学
校検診への受診勧奨を行う

・学童・生徒の生活習慣病予防学
校検診への受診勧奨を行う

・学童・生徒の生活習慣病予防学
校検診への受診勧奨を行う

・学童・生徒の生活習慣病予防学
校検診への受診勧奨を行う

・学童・生徒の生活習慣病予防学
校検診への受診勧奨を行う

・学校医による養護教諭への指導 ・学校医による養護教諭への指導 ・学校医による養護教諭への指導 ・学校医による養護教諭への指導 ・学校医による養護教諭への指導 ・学校医による養護教諭への指導
及び助言を行う
及び助言を行う
及び助言を行う
及び助言を行う
及び助言を行う
及び助言を行う
年度別の取組実績

課題・問題点

2022年度

課題・今後の事業展開

・学童・生徒の生活習慣病予防学
校検診への受診勧奨を行う
・生活習慣病予防学校検診
医療・栄養個別指導に
学校医2名参加

2021年度
年度別の取組計画
尿1・2次検査の未提出、心電図1 尿1・2次検査の未提出、心電図1
次検査の未実施者に対し、受け入 次検査の未実施者に対し、受け入
れを考慮し実施率向上を目指す。 れを考慮し実施率向上を目指す。
また、2次検査未実施者の把握・対 また、2次検査未実施者の把握・対
応を続ける。至急該当者に受診勧 応を続ける。至急該当者に受診勧
奨を行う。
奨を行う。
年度別の取組実績

①尿検査の未提出者に対し予備
日の設定、大宮医師会への直接提
出の対応②心電図1次検査の未受
診者に対し近隣校での実施、大宮
医師会での対応(土曜日も実施)③
生活習慣病予防学校検診の基本
検査において、より多くの医療機関
へ協力を要請を行う。①〜③により
実施率向上活動を行う。また、尿
検査異常値への至急対応の継続

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

大宮医師会

①尿検査の未提出者に対し予備
日の設定、大宮医師会への直接提
出の対応②心電図1次検査の未受
診者に対し近隣校での実施、大宮
医師会での対応(土曜日も実施)③
生活習慣病予防学校検診の基本
検査において、より多くの医療機関
へ協力を要請を行う。①〜③により
実施率向上活動を行う。また、尿
検査異常値への至急対応の継続
運用を行う。

健康づくり対策

取組内容

2020年度

尿1・2次検査の未提出、心電図1
次検査の未実施者に対し、受け入
れを考慮し実施率向上を目指す。
また、2次検査未実施者の把握・対
応を続ける。至急該当者に受診勧
奨を行う。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

団体名

② 子どもの健康づくり対策
スケジュール

2018(H30)年度

尿1・2次検査の未提出、心電図1
次検査の未実施者に対し、受け入
尿検査1次、心電図検査共に受診 れを考慮し実施率向上を目指す。
率は99％を超えている。尿検査2 また、2次検査未実施者の把握・対
次検査についても94％を超えて 応を続ける。至急該当者に受診勧
奨を行う。
いる。

課題・問題点

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

・「生活習慣病予防学校検診」
医療・栄養個別指導に学校医
２名参加
課題・今後の事業展開
・生活習慣病予防の啓発
・学校医に対する指導・助言

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

健康づくり対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

目標
（2023年度）

団体名

② 子どもの健康づくり対策

岩槻医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

・児童の生活習慣病検診の件数
・児童の生活習慣病を減らすよう
は、ほぼ横ばいで推移している。 ・生活習慣病予防学校検診
啓発事業を市教育委員会と協力
して実施していく。
・運動器検視に係る研修会を開 ・研修会・講演会の実施
催した。
・医療関係者や教育関係者を対
象とした研修会等を実施してい
・ロコモに関する講演会等を開催
く。
した。

課題・問題点

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

・生活習慣病予防学校検診

・生活習慣病予防学校検診

・生活習慣病予防学校検診

・生活習慣病予防学校検診

・生活習慣病予防学校検診

・研修会・講演会の実施

・研修会・講演会の実施

・研修会・講演会の実施

・研修会・講演会の実施

・研修会・講演会の実施

年度別の取組実績

〈生活習慣病予防学校検診の実施
件数〉
基本検査
６
診療情報提供 １
医療指導
１５

・乳幼児健康診査や生活習慣病
予防学校検診を実施により、生活
習慣病予防の徹底を図る。

課題・今後の事業展開

・児童の生活習慣病検診の件数
は、ほぼ横ばいで推移している。 ・医療機関での診療時や講演会
の開催により、子育て世代に対し ・生活習慣病予防の啓発
て望ましい食習慣の普及啓発を ・研修会・講演会の実施
図る。

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

健康づくり対策

取組内容

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

学校薬剤師として、各学校にお
いて薬物乱用防止運動の一端と
して禁煙の重要性を講演する。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 子どもの健康づくり対策
スケジュール

2018(H30)年度

2019年度

2020年度

・学校における活動の質・量の向
上

・学校における活動の質・量の向
上

2021年度
年度別の取組計画
・学校における活動の質・量の向 ・学校における活動の質・量の向
上
上

・薬物乱用防止キャンペーンの実
施

・薬物乱用防止キャンペーンの実
施

・薬物乱用防止キャンペーンの実
施

・薬物乱用防止キャンペーンの実
施

年度別の取組実績
学校薬剤師活動は、質・量とも十
分な実績があった。
課題・問題点

目標
（2023年度）

薬物乱用防止キャンペーンを２か
所で開催。
課題・今後の事業展開

薬剤師として薬物乱用防止の知
識の習得を図る。

さいたま市薬剤師会

より充実した活動、またその拡大に
努める。
薬物乱用防止キャンペーンの実
施。
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2022年度

2023年度

・学校における活動の質・量の向
上

・学校における活動の質・量の向
上

・薬物乱用防止キャンペーンの実
施

・薬物乱用防止キャンペーンの実
施
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圏域別取組

健康づくり対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

幼少期からの正しい食習慣と減
塩への取り組みを、おやこ食育教
室を開催し、体験学習を通じて、
子育て世代に対して望ましい食習
慣の普及啓発を行います。

啓発稼働実数5,293人
おやこの食育教室
（母と子）
おやこの食育チャレンジ教室
（父と子）
夏休み子供クッキング教室
子育て支援協力事業

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 子どもの健康づくり対策

さいたま市食生活改善推進員協議会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・おやこの食育教室

・おやこの食育教室

・おやこの食育教室

・おやこの食育教室

・おやこの食育教室

・おやこの食育教室

・子育て支援協力事業

・子育て支援協力事業

・子育て支援協力事業

・子育て支援協力事業

・子育て支援協力事業

・子育て支援協力事業

年度別の取組実績
おやこの食育教室
子育て支援協力事業

課題・問題点

目標
（2023年度）

・働く親が多く親子で参加が少な
い。「祖父母と子どもの食育教室」
を進めたい。
・調理実習が伴うため、地域公民
館の会場確保が難しい。

・栄養バランスの偏りや朝食の欠
食、小児の生活習慣病や思春期
における痩せ願望の増加等の意
識改善
・スマホ育児世代による親子関
係、成長期に共に調理実習を通
して親子のコミュニケーションの充
実を図る

課題・今後の事業展開
啓発稼働実数 １６，６３９人
おやこの食育教室
夏休み子どもクッキング教室
小学生のおやつ作り教室
子育て支援協力事業

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組
取組内容

健康づくり対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

「健康な母から丈夫な赤ちゃん
を産もう」をモットーに、禁煙を推 愛育班及びハローエンゼル訪問
奨する。
等を利用し、禁煙活動や健診受
赤ちゃんの健全な発育のため、 診呼びかけの実施
健診受診を呼びかける。

課題・問題点

目標
（2023年度）

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

② 子どもの健康づくり対策

さいたま市保健愛育会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・禁煙活動（受動喫煙防止の呼び
かけ）

・禁煙活動（受動喫煙防止の呼び
かけ）

・禁煙活動（受動喫煙防止の呼び
かけ）

・禁煙活動（受動喫煙防止の呼び
かけ）

・禁煙活動（受動喫煙防止の呼び
かけ）

・禁煙活動（受動喫煙防止の呼び
かけ）

・健診受診の呼びかけ

・健診受診の呼びかけ

・健診受診の呼びかけ

・健診受診の呼びかけ

・健診受診の呼びかけ

・健診受診の呼びかけ

年度別の取組実績
・近隣の大人から高齢者までを対
象に健診受診の声かけを実施
・子育て支援教室や高齢者対象の
体操教室の際に、健診受診につい
て呼びかけを実施

班員の減少・高齢化により禁煙活 ・禁煙活動を通じた、母子の健康
・禁煙活動を継続して行い、母子の
動や呼びかけ活動の頻度等が減 の促進
健康の促進を図る
少している。
・健診受診率の向上と継続

課題・今後の事業展開

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組
取組内容

健康づくり対策
現状
（2017(H29)年度時点）

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

③ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

健康増進課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

ウォーキングイベントや「さいた 1日1時間以上歩いている人の割 ・さいたま市健康マイレージの実施 ・さいたま市健康マイレージの実施 ・さいたま市健康マイレージの実施 ・さいたま市健康マイレージの実施 ・さいたま市健康マイレージの実施 ・さいたま市健康マイレージの実施
ま市健康マイレージ」等を活用し 合(H28)
たウォーキングを通じた健康づく
男性35.1%
りの支援を行う。
女性29.3%
年度別の取組実績
健康マイレージ新規参加者数
6,312人
体組成測定会 20回実施
目標
課題・問題点
（2023年度）

＜市民調査（H28)より＞
・1日「30分以上1時間未満」の歩く
割合は男女ともに増加したが、目
標値である「1時間以上」歩いてい さいたま市健康マイレージの参加 引き続き健康マイレージの新規参
る人の割合が目標値に満たな
者を増やし、1日1時間以上歩い 加者の募集を行う。また事業に継
続して参加してもらえるよう体組成
い。
ている人の割合を増やす。
測定会で、測定の他に民間企業と
・1日「30分未満」の歩く割合は女
連携して運動指導や体力測定を行
性の40歳代、80歳以上が特に高
うことで、健康づくりへの関心・モチ
い。
ベーションの向上を図る。

課題・今後の事業展開
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健康づくり対策

取組内容

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

平成28年度まで実施した一次予
防事業と二次予防事業は、市の
事業として、参加者数、開催箇所
数、開催頻度は市が設定してお
り、内容も機能訓練回復リハビリ
を重視し、特定の個人に焦点を当
てた支援が中心となっていた。
このため、運動を継続する動機付
けが不十分、参加者が広がって
いかない、開催頻度が低い、事業
終了後に日常的に継続して通え
る場が少ないという問題が指摘さ
れていたところ。
平成29年度から始まった一般介
護予防事業では、住民運営の通
いの場を充実させ、人と人とのつ
ながりを通じて、参加者や通いの
場を継続的に拡大させていくとの
考えに基づき、本人の参加意欲、
自発性、継続性をキーワードとし
て、その支援を市が行っていくこ
とが必要となっている。この認識
のもと、平成30年度以降も引き続
き市民や関係者の理解を深めな
がら事業を推進していく。

介護保険制度の改正により、従
来の一次予防事業と二次予防事
業が再編され、平成29年度から
状態に捉われず高齢者誰もが参
加できる一般介護予防事業が開
始。

課題・問題点

目標
（2023年度）

平成29年度から始まった一般介護予防
事業では、住民運営の通いの場を充実
させ、人と人とのつながりを通じて、参加
者や通いの場を継続的に拡大させていく
との考えが重要であり、引き続き市民や
関係者の理解を深めていく必要がある。

・一般介護予防事業における各
種教室の開催
・いきいき百歳体操の自主グルー
プの立ち上げ及び活動支援
・地域リハビリテーション活動支援
事業による介護予防の取組の推
進
・介護予防評価の実施

団体名

③ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

いきいき長寿推進課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・一般介護予防事業における各種教
室の開催

・一般介護予防事業における各種教
室の開催

・一般介護予防事業における各種教
室の開催

・一般介護予防事業における各種教
室の開催

・一般介護予防事業における各種教
室の開催

・一般介護予防事業における各種教
室の開催

・いきいき百歳体操の自主グループの ・いきいき百歳体操の自主グループの ・いきいき百歳体操の自主グループの ・いきいき百歳体操の自主グループの ・いきいき百歳体操の自主グループの ・いきいき百歳体操の自主グループの
立ち上げ及び活動支援
立ち上げ及び活動支援
立ち上げ及び活動支援
立ち上げ及び活動支援
立ち上げ及び活動支援
立ち上げ及び活動支援
・地域リハビリテーション活動支援事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業
による介護予防の取組の推進
による介護予防の取組の推進
による介護予防の取組の推進
による介護予防の取組の推進
による介護予防の取組の推進
による介護予防の取組の推進
・介護予防評価の実施

・介護予防評価の実施

・介護予防評価の実施

年度別の取組実績
・ますます元気教室 3,133人
・健口教室 343人 ・健口づくり交
流会 92人
・すこやか運動教室 2,212人
・地域運動支援員関連 38,485人
・いきいきサポーター養成講座
324人
・地域リハビリテーション活動支援
事業派遣回数（リハビリ専門職）
267回
一部の介護予防教室について定
員割れが生じているため、地域包
括支援センター等と連携して周知し
ていくことが必要。PDCAの観点か
ら介護予防事業を評価していくた
め、高齢者へのアンケート調査を
行い、地域分析や他自治体との比
較を行う予定。

課題・今後の事業展開

・介護予防評価の実施

・介護予防評価の実施

≪歯科保健対策≫
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圏域別取組

歯科保健対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

歯科口腔保健の情報提供や研修
を行う拠点として口腔保健支援セ
ンターを設置し、生活習慣病との 過去1年間に歯科健康診査を受
関連や、歯周病に関する情報等 診した人の割合
を発信することで、幅広い市民に 28.0%（平成28年度調査）
対し、歯科健康診査の受診勧奨
を行う。

目標
（2023年度）

課題・問題点

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書
団体名

① ライフステージに応じた歯科疾患予防の推進

健康増進課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画
・さいたま市歯科保健推進計画の
進行管理・取組の推進
・広報を活用した歯科健康診査受
診の周知・啓発を実施
・歯科健康診査受診勧奨パンフ
レットの作成、配布
年度別の取組実績
・さいたま市歯科口腔保健推進計
画の進行管理・取組の推進
・事業所広報誌を活用し、年2回歯
科健康診査受診の周知・啓発を実
施
課題・今後の事業展開

平成24年度時点に比べて受診率
過去1年間に歯科健康診査を受
は増加しているものの、目標と比
診した人の割合の増加
べるとまだまだ低い数字である。

・引き続き、さいたま市歯科口腔保
健推進計画の進行管理・取組の推
進を行う
・歯科口腔保健の啓発のため、歯
科健康診査受診勧奨に関する内
容を掲載したパンフレットの作成。
配布を行う
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歯科保健対策

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

① ライフステージに応じた歯科疾患予防の推進

団体名

地域保健支援課

スケジュール
2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
・歯科健康診査及び普及啓発の実 ・歯科健康診査及び普及啓発の実 ・歯科健康診査及び普及啓発の実 ・歯科健康診査及び普及啓発の実 ・歯科健康診査及び普及啓発の実 ・歯科健康診査及び普及啓発の実
ライフステージに応じた歯科健康 ・幼児歯科健康診査受診率（各歯 施
施
施
施
施
施
診査と歯科保健指導を関係機関 科健康診査受診率の平均）
と連携しながら実施する。あわせ 82.6％（平成29年度）
・1歳6か月児及び3歳児歯科健康 ・1歳6か月児及び3歳児歯科健康 ・1歳6か月児及び3歳児歯科健康 ・1歳6か月児及び3歳児歯科健康 ・1歳6か月児及び3歳児歯科健康 ・1歳6か月児及び3歳児歯科健康
て歯科口腔疾患予防の普及啓
診査未受診者に対する受診勧奨 診査未受診者に対する受診勧奨 診査未受診者に対する受診勧奨 診査未受診者に対する受診勧奨 診査未受診者に対する受診勧奨 診査未受診者に対する受診勧奨
年度別の取組実績
発、早期治療勧奨、口腔ケアの ・成人歯科健康診査受診者数
支援に取組む。
10,416人
・幼児歯科健康診査受診率
(各歯科健診受診率の平均）
82.4％
目標
・成人歯科健康診査受診者数
課題・問題点
（2023年度）
6,635人
・口腔機能健康診査受診者数
1,400人
取組内容

幼児歯科健康診査の受診率向上
のために、未受診の理由を把握
することが必要である。また、歯
科保健のさらなる普及啓発が求
められている。

現状
（2017(H29)年度時点）

・幼児歯科健康診査受診率の向
上
・成人歯科健康診査等受診者数
（設定なし）

2018(H30)年度

2019年度

2020年度

課題・今後の事業展開
アンケートによる幼児歯科健康診
査の未受診理由の把握や、ポス
ター・ホームページ等で歯科保健
の普及啓発に取り組む。又、口腔
機能健康診査を実施し、歯科口腔
疾患のハイリスク者に早期治療勧
奨、口腔ケアの支援を行う。
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歯科保健対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容
歯科医師や歯科衛生士が市立小
学校を訪問し、歯と口腔の健康づ
くりに関する指導を行い、学校歯
科保健活動の活性化を図ることを
目的として「8020歯の健康教室」
を実施する。
また、児童一人ひとりに歯肉の健
康状態を理解させ、各児童に適し
た歯みがき方法を身につけさせる
ことを目的とした「歯科巡回指導」
を行う。

8020歯の健康教室の実施
34校（100％）
歯科巡回指導の実施
35校（100％）

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

目標
（2023年度）

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

・8020歯の健康教室
34校実施

・8020歯の健康教室
35校実施

・8020歯の健康教室
35校実施

・8020歯の健康教室
34校実施

・8020歯の健康教室
35校実施

・学校歯科巡回指導
34校実施

・学校歯科巡回指導
35校実施

・学校歯科巡回指導
35校実施

・学校歯科巡回指導
34校実施

・学校歯科巡回指導
35校実施

・学校歯科巡回指導
35校実施

・8020歯の健康教室 35校実施
（実施率100％）
・学校歯科巡回指導 34校実施
（実施率100％）

歯科保健対策

課題・今後の事業展開

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

母親学級において妊産婦歯科
検診を実施する。
また、自治医大さいたま医療セ 出産前教室の口腔チェック実施
ンター産婦人科や母子保健研究 者数919名
会等と連携し、歯科に関する講和
を行う。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

① ライフステージに応じた歯科疾患予防の推進

目標
（2023年度）

2019年度

さいたま市歯科医師会

2020年度

・産婦人科や母子保健研究会等と ・産婦人科や母子保健研究会等と ・産婦人科や母子保健研究会等と ・産婦人科や母子保健研究会等と ・産婦人科や母子保健研究会等と ・産婦人科や母子保健研究会等と
連携による、歯科口腔に関する普 連携による、歯科口腔に関する普 連携による、歯科口腔に関する普 連携による、歯科口腔に関する普 連携による、歯科口腔に関する普 連携による、歯科口腔に関する普
及啓発を図る
及啓発を図る
及啓発を図る
及啓発を図る
及啓発を図る
及啓発を図る
年度別の取組実績

医療機関を始めとした関係機関と
連携を図り、歯科口腔に関する普
及啓発を実施
課題・今後の事業展開

出産前教室の口腔チェック実施
者数の更なる拡大

団体名

スケジュール
2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
・母親学級において妊産婦歯科検 ・母親学級において妊産婦歯科検 ・母親学級において妊産婦歯科検 ・母親学級において妊産婦歯科検 ・母親学級において妊産婦歯科検 ・母親学級において妊産婦歯科検
診を実施
診を実施
診を実施
診を実施
診を実施
診を実施
2018(H30)年度

妊産婦歯科検診実施者数 延べ
1,009人

健診受診時間が平日日中であ
り、偏りがみられてしまう。

2023年度

・8020歯の健康教室
35校実施

第７次埼玉県地域保健医療計画

課題・問題点

2022年度

年度別の取組計画

児童の発達段階に合わせて、ス
ライドの内容や教材の工夫・改善 ・８０２０歯の健康教室・歯科巡回 歯科医師会や歯科衛生士会と連
携し、事業を継続して実施してい
ができるよう、定期的に実施形態 指導訪問実施率
く。
等について見直しを行う必要があ 100%
次年度から小学校が1校増えること
る。
から、事業開始年度を近隣校の状
況に合わせ検討する。

取組内容

健康教育課

年度別の取組実績

課題・問題点

圏域別取組

団体名

① ライフステージに応じた歯科疾患予防の推進

出産前教室の口腔チェック実施者
数の増加に向けて、引き続き周知
等を行っていく。
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圏域別取組
取組内容

歯科保健対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

１歳６か月児・３歳児の歯科検
診、保育園・幼稚園における歯科 １歳6か月 9,605名
保健指導等を実施する。将来に ３歳
9,178名
わたりう蝕のない子供にする。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

① ライフステージに応じた歯科疾患予防の推進

団体名

さいたま市歯科医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
・１歳６か月、３歳の歯科健診、保 ・１歳６か月、３歳の歯科健診、保 ・１歳６か月、３歳の歯科健診、保 ・１歳６か月、３歳の歯科健診、保 ・１歳６か月、３歳の歯科健診、保 ・１歳６か月、３歳の歯科健診、保
育園、幼稚園における歯科保健指 育園、幼稚園における歯科保健指 育園、幼稚園における歯科保健指 育園、幼稚園における歯科保健指 育園、幼稚園における歯科保健指 育園、幼稚園における歯科保健指
導を実施。
導を実施。
導を実施。
導を実施。
導を実施。
導を実施。
・必要に応じたフッ化物歯面塗布を ・必要に応じたフッ化物歯面塗布を ・必要に応じたフッ化物歯面塗布を ・必要に応じたフッ化物歯面塗布を ・必要に応じたフッ化物歯面塗布を ・必要に応じたフッ化物歯面塗布を
行う。
行う。
行う。
行う。
行う。
行う。
年度別の取組実績
１歳6か月 9,423名
３歳
9,416名

目標
（2023年度）

課題・問題点

課題・今後の事業展開
幼児歯科健康診査受診率の向
上。

各機関と協力し、対象となる保護
者に対して周知等を行い、検診の
着実な実施を目指す
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取組内容

歯科保健対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

小学校１〜３年生及び保護者を
対象に、８０２０歯の健康教室を
教育委員会からの委託で実施。
8020歯の健康教室34校
更にフォローアップとして食育を
学級バージョン21校
目的として小学校高学年・中学生
を対象に学級バージョンを開催す
る。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

① ライフステージに応じた歯科疾患予防の推進

スケジュール
2021年度
年度別の取組計画
８０２０歯の健康教室の実施。
８０２０歯の健康教室の実施。
８０２０歯の健康教室の実施。
８０２０歯の健康教室の実施。
フォローアップ事業として食育を目 フォローアップ事業として食育を目 フォローアップ事業として食育を目 フォローアップ事業として食育を目
的として小学校高学年・中学生を 的として小学校高学年・中学生を 的として小学校高学年・中学生を 的として小学校高学年・中学生を
対象に歯科疾患予防教室の開催。 対象に歯科疾患予防教室の開催。 対象に歯科疾患予防教室の開催。 対象に歯科疾患予防教室の開催。
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

年度別の取組実績
・8020歯の健康教室 35校実施
（実施率100％）

課題・問題点

目標
（2023年度）

８０２０歯の健康教室及び学級
バージョン実施校の拡大

団体名

課題・今後の事業展開
市や歯科衛生士会と連携し、事業
を継続して実施していく。

さいたま市歯科医師会

2022年度

2023年度

８０２０歯の健康教室の実施。
フォローアップ事業として食育を目
的として小学校高学年・中学生を
対象に歯科疾患予防教室の開催。

８０２０歯の健康教室の実施。
フォローアップ事業として食育を目
的として小学校高学年・中学生を
対象に歯科疾患予防教室の開催。
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取組内容

歯科保健対策
現状
（2017(H29)年度時点）

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

② 定期的に歯科健康診査（歯科検診）・歯科医療を受け
ることが困難な方に対する歯科口腔保健の充実

団体名

健康増進課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

・さいたま市歯科保健推進計画の
進行管理・取組の推進
障害者支援施設及び障害児入所
歯科口腔保健の情報提供や研修
施設での定期的な歯科検診実施 ・さいたま市歯科相談医ガイドブッ ・さいたま市歯科相談医ガイドブッ ・さいたま市歯科相談医ガイドブッ ・さいたま市歯科相談医ガイドブッ ・さいたま市歯科相談医ガイドブッ ・さいたま市歯科相談医ガイドブッ
を行う拠点として口腔保健支援セ
クの配布
クの改訂、配布
クの配布
クの改訂、配布
クの改訂、配布
クの配布
数 ２５施設
ンターを設置し、障害者(児)・要介
護高齢者に対してむし歯や歯周
介護老人福祉施設及び介護老人 ・障害者(児)福祉施設職員向け口 ・障害者(児)・高齢者福祉施設職員
疾患の予防、口腔機能の維持向
向け口腔ケア研修会の実施
保健施設での定期的な歯科検診 腔ケア研修会の実施
上を図る。
実施数 ５１施設
年度別の取組実績
・さいたま市歯科保健推進計画の
進行管理・取組の推進
・さいたま市歯科相談医ガイドブッ
目標
クを平成２９年度から平成30年度
課題・問題点
（2023年度）
までに4,243冊配布
・障害者(児)福祉施設職員向け口
腔ケア研修会を年1回実施し、18人
が参加
幼少期から、かかりつけ歯科医を
課題・今後の事業展開
持ち、むし歯や歯周疾患の予防 障害者支援施設及び障害児入所
や重症化予防の必要性について 施設での定期的な歯科検診実施 ・引き続き、さいたま市歯科保健推
啓発が必要である。
数の増加
進計画の進行管理・取組の推進を
高齢者の口腔機能の維持向上を
行う
図るために、保健・医療・福祉と 介護老人福祉施設及び介護老人 ・さいたま市歯科相談医ガイドブッ
の連携を密にし、むし歯や歯周病 保健施設での定期的な歯科検診 クの改訂を行う
を予防できる体制の整備が必要 実施数の増加
・障害者(児)福祉施設職員向け口
である。
腔ケア研修会の参加者増加が課
題であり、周知方法、研修会参加
対象施設の検討を行う
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圏域別取組

歯科保健対策

取組内容

現状
（2017(H29)年度時点）
３歳児で不正咬合等が認められ
る幼児の割合 １３%

ライフステージに応じて実施して
いる歯科健康診査の受診勧奨、
歯科口腔疾患予防の普及啓発に
取組む。
噛みごたえのある食べ物(肉・野
菜など)を食べている幼児の割合
９２．８％
６０歳代における咀嚼良好者の割
合 (平成２８年度調査) 69.6%

課題・問題点
乳幼児期は、顎や口腔機能が発
達し、咀嚼機能を獲得する重要な
時期であることから、保護者への
正しい知識の普及啓発が必要で
ある。
成人期及び高齢期においては、
むし歯や歯周疾患で歯を早期に
失わないために、セルフケアとプ
ロフェッショナルケアによる口腔管
理の啓発が必要である。

目標
（2023年度）
３歳児で不正咬合等が認められ
る幼児の割合の減少

主な取組

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

③ 生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上の推
進

団体名

健康増進課

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度
年度別の取組計画

・さいたま市歯科保健推進計画の
進行管理・取組の推進
・広報を活用した歯科健康診査受
診の周知・啓発を実施
・歯科健康診査受診勧奨パンフ
レットの作成、配布
・さいたま市歯科口腔保健推進計
画の進行管理・取組の推進
・事業所広報誌を活用し、年2回歯
科健康診査受診の周知・啓発を実
施

・引き続き、さいたま市歯科口腔保
健推進計画の進行管理・取組の推
噛みごたえのある食べ物(肉・野
進を行う
菜など)を食べている幼児の割合
・歯科口腔保健の啓発のため、歯
増加
科健康診査受診勧奨に関する内
容を掲載したパンフレットの作成。
６０歳代における咀嚼良好者の割
配布を行う
合 (平成２８年度調査) 増加

年度別の取組実績

課題・今後の事業展開

2022年度

2023年度

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組

歯科保健対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

取組内容

介護保険サービスである口腔機
能向上教室に参加し全１０区にお
いて実施する。更に継続の重要
性を理解していただくために受講
者を対象に、フォローアップ教室
を開催する。

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

③ 生活の質の向上に向けた
口腔機能の維持・向上の推進

団体名

さいたま市歯科医師会

スケジュール
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

年度別の取組計画

フォローアップ教室を順次開催区を フォローアップ教室を順次開催区を フォローアップ教室を順次開催区を フォローアップ教室を順次開催区を フォローアップ教室を順次開催区を フォローアップ教室を順次開催区を
フォローアップ教室を６区で開催。
増やす
増やす
増やす
増やす
増やす
増やす
緑区、桜区、北区、見沼区、中央
区、岩槻区。参加者はとても有意
義であるとの感想を頂いている。
年度別の取組実績
フォローアップ教室を9区開催
目標
（2023年度）

課題・問題点

課題・今後の事業展開
参加希望者の増加により予算と
マンパワー不足

引き続き教室の開催を行い、全区
フォローアップ教室を全１０区で開 での開催を目指す。
催

第７次埼玉県地域保健医療計画
圏域別取組
取組内容

歯科保健対策

主な取組

現状
（2017(H29)年度時点）

各区保健センターで開催される生
活習慣病である歯周病予防教室
に参加し、実施。そして個別受信 歯周病予防教室参加者179名、
方式で成人歯科健診を行って、歯 成人歯科健診参加者10,416名
周病に対しての啓蒙・予防・治療
勧奨を実施する。

課題・問題点

「さいたま保健医療圏 圏域別取組」進行管理調書

③ 生活の質の向上に向けた
口腔機能の維持・向上の推進

団体名

さいたま市歯科医師会

スケジュール
2021年度
2022年度
2023年度
年度別の取組計画
・歯科健診の普及啓発の実施
・歯科健診の普及啓発の実施
・歯科健診の普及啓発の実施
・歯科健診の普及啓発の実施
・歯科健診の普及啓発の実施
・歯科健診の普及啓発の実施
・市と連携した歯周病の予防・治療 ・市と連携した歯周病の予防・治療 ・市と連携した歯周病の予防・治療 ・市と連携した歯周病の予防・治療 ・市と連携した歯周病の予防・治療 ・市と連携した歯周病の予防・治療
勧奨の実施
勧奨の実施
勧奨の実施
勧奨の実施
勧奨の実施
勧奨の実施
2018(H30)年度

2019年度

2020年度

年度別の取組実績
健口づくり交流会2回開催98名参加

目標
（2023年度）

課題・今後の事業展開

歯周病予防教室の開催時間が平
更なる参加者の向上を目指し、周
日昼間の為、参加者に偏りがあ 歯周病予防教室及び成人歯科健 知や教室の開催時間や普及啓発
る。成人歯科健診の受診率が低 診の参加者の向上
について検討を行っていく。
い
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資料３

第７次埼玉県地域保健医療計画
さいたま保健医療圏

重点取組に関する取組

１．さいたま市口腔保健支援センターの開設
■ 設置経緯
・平成２３年に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制定されたことに基づき、
本市では、平成２４年に「さいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例」を制定
し、平成２７年には「さいたま市歯科口腔保健推進計画」を策定した。
・本計画は、市民一人ひとりが、家庭、学校、職場及び地域において歯科保健に
取り組むとともに、社会全体として歯科保健を総合的かつ計画的に推進し、生涯
にわたって明るく健康に暮らせる社会の実現を基本理念としており、本計画推進
のため、歯科口腔保健に関する情報の提供や研修の実施等を行う拠点として、
口腔保健支援センターを設置することした。

■ センター概要
名 称
設置年月日

さいたま市口腔保健支援センター
平成31年4月1日

設置場所

保健福祉局保健部健康増進課内

業務内容

・障害者(児)及び要介護高齢者に対する定期的な歯科検診、
歯科医療の推進
・歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発
・定期的に歯科健診を受けること等の勧奨
・歯科疾患の予防のための措置 等

体 制

歯科医師１名、歯科衛生士1名、事務1名

■ 今後の取組

・障害者福祉施設、老人福祉施設職員向け口腔ケア研修の開催
・歯科口腔保健啓発リーフレットの作成、配布
・さいたま市障害者歯科相談医ガイドブック改訂 等

２．受動喫煙防止対策
■ 「健康増進法の一部を改正する法律」の趣旨
望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども・患者に配
慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を
禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたもの。

■ 改正前との比較
・改正前の健康増進法<平成１５年５月１日施行>
施設管理者に対する受動喫煙防止措置実施の努力義務
・改正後の健康増進法<平成３０年７月２５日公布>
施設の類型・場所毎に禁煙措置の実施を義務化
喫煙室がある場合の標識の掲示を義務化
義務違反者への罰則 など

■ 施行スケジュール

■本市の改正法に関わる主な取組
・市報さいたま、催事情報システム、市ホームページにて市民向け周知
・市内飲食店への周知啓発を食品衛生協会と連携して実施
飲食店向けのリーフレットの作成・配布
食品衛生指導員研修会（営業施設の巡回指導を行う食品衛生指導員向け）
での報告
腸内細菌検査（検便）実施時における個別相談窓口を開設予定 等
・オリパラ会場周辺の飲食店事業者に個別訪問による周知 等

参考資料１

埼玉県地域保健医療計画（第７次）の概要
計画の性格

策定の趣旨
○急速な高齢化の進展を見据え地域包括ケアシステムの構築を目指す中、急性期の
医療から在宅医療・介護まで切れ目ないサービスの提供を実現し、良質かつ適切
な医療を効率的に提供していくため、本県の保健医療体制の整備の方向を示す。

○医療法第３０条の４に基づく「医療計画」と高齢者の医療の確保に関する法律第９条
に基づく「医療費適正化計画」を一体化した保健医療に関する総合的な計画

基本理念

計画の期間
○平成３０年度から平成３５年度まで（現行計画が平成２９年度に終了）
※医療と介護の連携の観点から、介護保険事業支援計画（高齢者支援計画）との整合を
図るため計画期間を５年間→６年間に変更

１ 生涯を通じた健康づくり体制の確立
２ 質が高く効率的な医療提供体制の確保と医療・介護サービス連携の強化
３ 安心・安全なくらしを守る健康危機管理体制の構築

１ くらしと健康

施策及び主な取組

第１章 ライフステージに応じた健康づくり
第１節
第２節
第３節
第４節

健康づくり対策
歯科保健対策
親と子の保健対策
青少年の健康対策

第２章 事業ごとの医療提供体制の整備
・食生活、運動、休養等、生活習慣の実践による
健康づくりの推進
・禁煙支援・受動喫煙防止対策の推進など

・地域での歯科保健医療体制の整備など

第２章 疾病・障害とＱＯＬの向上
第１節
第２節
第３節
第４節
第５節
第６節

難病対策
今後高齢化に伴い増加する疾患等対策
人生の最終段階における医療
臓器移植対策
リハビリテーション医療
動物とのふれあいを通じたＱＯＬの向上

・誤嚥性肺炎や転倒による大腿骨頸部骨折等
の予防推進など
・患者本人の意志決定を支援するための情報
提供、普及・啓発

第３章 健康危機管理体制の整備と生活衛生
第１節
第２節
第３節
第４節
第５節

健康危機管理体制の整備充実
保健衛生施設の機能充実
安全で良質な水の供給
衛生的な生活環境の確保
安全な食品の提供

・危機管理対応のための職員等の資質向上
など

・食品等事業者の自主管理の促進とＨＡＣＣＰ
の導入支援など

２ 医療の推進
第１章 疾病ごとの医療提供体制の整備
第１節
第２節
第３節
第４節
第５節
第６節

がん医療
脳卒中医療
心筋梗塞等の心血管疾患医療
糖尿病医療
精神疾患医療
感染症対策

・がん登録などビッグデータの活用による効果
的ながん対策の展開
・がん検診の精度管理向上策の推進など

・急性期脳梗塞治療ネットワークなどの連携体
制の構築など
・医療機関相互の連携や専門医療を提供でき
る体制整備の推進
・認知症対策の推進など

第１節
第２節
第３節
第４節
第５節

救急医療
災害時医療
周産期医療
小児医療
へき地医療

・搬送困難事案受入医療機関の体制充実
・救急医療情報システムの機能強化など
・事業継続計画（ＢＣＰ）未策定病院に対する策定
ノウハウの提供など
・ハイリスク出産への対応など

第３章 在宅医療の推進

・在宅医療を担う訪問看護師の確保・育成
・患者を支える多職種連携システムの確立など

第４章 医療従事者等の確保

・奨学金貸与者などの若手医師が地域医療に貢献
しながら専門医資格を取得できる体制の整備など

第５章 医療の安全の確保
第１節
第２節
第３節
第４節

医療の安全の確保
医薬品等の安全対策
医薬品の適正使用の推進
献血の推進

・医療安全相談体制の充実など

・若年層を中心とした献血者の確保など

３ 地域医療構想
第１章 地域医療構想の概要
第２章 地域医療構想の実現に向けた取組

・地域医療構想調整会議での協議を通じた医療
機能の分化・連携の促進など

４ 医療費適正化計画
第１章
第２章
第３章
第４章

住民の健康の保持の推進
医療の効率的な提供の推進
医療費の見込み
国民健康保険の運営

・ジェネリック医薬品の使用促進
・生活習慣病を予防する健康づくり対策の推進
など

参考資料２
さいたま保健医療圏
【圏域の基本指標】
人口総数

[県値]

1,263,979 人

人口増加率（H22〜H27） 3.4％

[ 1.0％]
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取組名 がん医療
【現状と課題】
がん（悪性新生物）は、本圏域においても死亡原因の第１位であり、死亡数
は大きな変動はないものの、高齢者人口の増加に伴い、がんの罹患者数も増加
傾向にあります。がんの早期発見・早期治療につなげ、がんの死亡者をさらに
減少させるために、がん検診の受診率向上が重要です。特に、働く世代の検診
受診を促進するとともに、がんに関する正しい知識を普及する必要があります。
また、検診従事者のスキルアップを促し、各ガイドラインに基づく方法でが
ん検診を実施する等、精度管理の充実を図ることで質の高いがん検診を実施す
る必要があります。
医療体制としては、がん医療の専門的な医療体制を確保するとともに、がん
患者が住み慣れた自宅や地域での療養を選択できる医療体制を構築していくた
めに、がん診療連携拠点病院であるさいたま市立病院やさいたま赤十字病院、
自治医科大学附属さいたま医療センターを中心とした医療連携体制を整備し、
必要な医療を地域全体で切れ目なく提供する必要があります。
さらに、がん患者とその家族の希望を尊重し、可能な限り質の高い療養生活
が送れるよう、在宅医療を推進するとともに全人的な緩和ケアを患者の状態に
応じ、がんと診断された時から治療や在宅医療など様々な場面で切れ目なく提
供し、就労支援を含めた、がん患者の相談支援等の充実を図ることが必要です。

【施策の方向（目標）
】
がんに関する正しい知識の普及や禁煙をはじめとしたがんを予防するための
取組を推進するとともに、がんの早期発見のため、がん検診の普及啓発に努め、
がん検診・精密検査の受診率及び検診の精度管理の向上を図ります。また、が
ん患者とその家族の希望を尊重し、ニーズに合った治療が受けられるよう、が
ん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の充実、強化を図ります。さらに、
がん患者とその家族が質の高い療養生活を送れるように関係機関との連携を図
ります。

【主な取組及び内容】
■がん予防と早期発見の推進
がんに関する正しい知識、適切な生活習慣の獲得・維持の必要性やがん検診
の有効性を市民に理解してもらうための普及啓発を進めるとともに、効果的な
受診勧奨を行い、がん検診の受診率の向上を図ります。また、検診の精度管理
に取り組みます。
〈実施主体：市、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関等〉

■がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進
圏域内に３か所ある、がん診療連携拠点病院において、専門的ながん医療を
提供するとともに、早期から退院後の生活を見据えた調整を行い、病病連携、
病診連携、薬薬連携を進め、地域全体で切れ目のない医療を提供します。
〈実施主体：医師会、歯科医師会、医療機関〉

■がん患者とその家族の療養生活の質の向上
安心して療養生活が送れるよう、がん患者とその家族が抱えている、身体・
精神・社会・心理的苦痛を和らげるよう、相談支援を進めていくとともに、療
養生活の質を向上するよう医療・福祉・介護との連携を図ります。
〈実施主体：医師会、薬剤師会、医療機関、社会福祉協議会、介護保険事業者〉
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さいたま市

取組名 精神疾患医療
【現状と課題】
全国の精神疾患患者数は近年増加しており、本圏域でも例外ではありません。
主な原因として、社会環境の複雑多様化により、精神的ストレスを増大させる
とともに、様々な心の健康問題も生じています。また、働き盛り世代における
うつ病の増加や、高齢化による認知症患者の増加などがあげられ、精神疾患は
市民に広く関わる疾患となっています。
このため、精神疾患になっても住み慣れた地域での生活を続けられるよう、
精神疾患に対する知識の普及や、小児期・思春期・青年期・壮年期・高齢期な
どのライフステージに応じた精神保健医療資源を充実させ、精神障害者も地域
で包括的に支援する体制を整備することが必要です。
また、認知症患者については、今後の高齢化の進展により、ますます増加す
ることが予想され、患者本人と介護する家族の負担軽減が必要であるとともに、
認知症患者の早期発見と対応、医療と介護の連携強化による在宅生活の支援が
急務といえます。
さらに、精神疾患と身体疾患を同時に有する方への対応の充実についても全
国的に課題となっており、双方の医療の連携強化や、精神科併設医療機関の整
備についても、本圏域における課題といえます。

【施策の方向（目標）
】
心の健康問題を早期に発見し、適時適切に必要な医療や相談につなぐことが
できるよう、精神疾患に対する正しい知識の普及や、相談・訪問支援体制の充
実を図ります。また、必要な時にいつでも適切な精神科医療が受けられるよう、
精神科医療体制の充実や連携強化を図ります。
認知症患者については、その家族の負担を軽減するため、医療と介護の連携
体制の強化を図ります。また、認知症の予防、早期診断、早期対応はもとより、
地域における医療と介護・福祉の連携体制の整備充実を図ります。さらに、精
神疾患と身体疾患を同時に有する方の対応は、総合病院への精神科病床設置を
含めた検討を行います。

【主な取組及び内容】
■精神医療対策の充実と地域ケアの推進
精神科救急医療体制整備事業のさらなる強化を図るとともに、精神障害者が
地域社会の一員として安心して自分らしい生活を送ることができる体制の構築
を推進します。
〈実施主体：市、教育委員会、医師会、医療機関〉
■認知症疾患対策
認知症の予防、早期診断、早期対応を推進するとともに、認知症患者が住み
慣れた地域で生活できるよう、また、患者本人と介護する家族の負担を軽減さ
せるため、地域における医療と介護・福祉の連携体制の強化を推進します。
〈実施主体：市、医師会、歯科医師会、薬剤師会、地域包括支援センター〉
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取組名 在宅医療
【現状と課題】
本圏域の高齢化率は、２０１７年（平成２９年）の２２．６％から２０２０
年（平成３２年）に２３．２％、２０２５年（平成３７年）には２３．８％と
なることが予想されます。このように高齢化が進む中、特別養護老人施設や有
料老人ホームなどの施設での看取りが増えていくことが予想される一方で、疾
病や障害を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしい生活を送りたいと考える
方が増加しており、在宅医療のニーズは高まっています。
在宅医療は、最期まで住み慣れた自宅等で自分らしい生活を続けられるよう、
入院医療や外来医療、介護、福祉サービスと相互に補完しながら、患者の日常
生活を支える医療であり、地域包括ケアシステムの深化・推進には不可欠な要
素です。
悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病（慢性疾患）が死
因の上位を占めるという疾病構造の変化や高齢化の進展に伴い、要介護認定者
や認知症患者は増加しています。こうした中、医療と介護の両方を必要とする
状態の高齢者も増加することが見込まれることから、包括的かつ継続的な在宅
医療・介護を提供していく必要があります。このため、地域における病院、診
療所、薬局、訪問看護ステーション、居宅介護サービス事業所などの連携体制
の構築が必要です。

【施策の方向（目標）
】
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連
携して切れ目のない在宅医療・介護を提供できるよう連携体制を強化します。
また、在宅療養している患者の状態変化に対応するため、市内病院における
病床機能の分化・連携を推進するなど、地域全体で医療を提供するとともに、
地域において在宅療養を支援する連携体制を強化します。
さらに、医師会と緊密に連携し、在宅医療・介護関係者に関する相談支援と
して、在宅医療連携拠点を中心に医療・介護関係者の連携を支援します。

【主な取組及び内容】
■地域において在宅療養を支援する多職種連携体制の構築
可能な限り住み慣れた地域で暮らせるよう、退院支援、日常の療養支援、急
変時の対応、看取り等、様々な局面で患者の医療・介護のニーズに合った、在
宅医療と介護サービスの一体的な提供体制の整備を図ります。
〈実施主体：市、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関、
社会福祉協議会、介護保険事業者等〉
■医療と介護の連携強化
在宅医療・介護関係者に関する相談支援として、在宅医療連携拠点にコーディ
ネーターを配置し、医療・介護関係者の連携を支援する相談窓口の設置、運営
を行います。
〈実施主体：市、医師会、薬剤師会、医療機関、社会福祉協議会、
介護保険事業者、地域包括支援センター等〉
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取組名 健康づくり対策
【現状と課題】
高齢化が進展する中、誰もが住み慣れた地域で、健康で生きがいを持ち自立
した生活を送ることができるよう、健康寿命の延伸と生活の質の向上はますま
す重要になっています。
本圏域の人口構成割合をみると、６０歳中盤のいわゆる団塊世代と、それを
上回る４０歳代の団塊ジュニアと呼ばれる世代が多くなっているのが特徴です。
高齢化率では、２０１４年（平成２６年）の２１．４％から２０１７年（平成
２９年）に２２．６％、２０２５年（平成３７年に）は２３．８％に達すると
見込まれ、さらに、６５歳以上の高齢者のうち７５歳以上の後期高齢者の占め
る割合が増加していくと予測されます。
本圏域の主な死因としては、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患といった生活
習慣病が全体の５割以上を占めており、今後も生活習慣病の予防や介護予防が
重要な課題となります。
このような現状を踏まえると、若い世代から高齢者に至るまで、一人ひとり
が自らの健康づくりを意識した生活スタイルの獲得に向けた一次予防、二次予
防の取組みの推進が必要です。
また、個人の健康づくりを支えるには、地域のコミュニティとの連携や、健
康づくりに必要な情報提供等の環境を整えることも必要となります。

【施策の方向（目標）
】
若い世代から高齢者に至るまで、一人ひとりが自らの健康づくりを意識した
生活習慣を身につけられるよう、生活習慣病の予防や介護予防などの、ライフ
ステージに応じた取組を推進します。
また、個人が主体的に取組む健康づくりや地域で取組む健康づくりを総合的
に支援する体制を整備します。

【主な取組及び内容】
■生活習慣病を予防する健康づくり対策
健康診査の受診勧奨を行うとともに、受診しやすい環境づくりに努めます。
また、喫煙、飲酒の健康への影響や、望ましい食習慣等について普及啓発に努
めます。
〈実施主体：市、医師会、薬剤師会、医療機関等〉
■子どもの健康づくり対策
乳幼児健康診査や生活習慣病予防学校検診を実施するとともに、喫煙防止、
薬物乱用防止、生活習慣病予防等の指導を行います。また、子育て世代に対し
て望ましい食習慣の普及啓発を行うとともに、いざという時のための医療機関
の情報発信の充実を図ります。
〈実施主体：市、教育委員会、医師会、薬剤師会等〉
■積極的な身体活動と運動習慣の形成
市民が主体的に取組む健康づくりや地域で取組む健康づくりを総合的に支援
する体制を構築するとともに、高齢者の健康づくり活動を支援する介護予防事
業を推進します。
〈実施主体：市〉
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取組名 歯科保健対策
【現状と課題】
歯・口腔の健康は全身の健康と密接な関係があるといわれており、生活の質
の向上を図るために重要な要素です。超高齢社会においては、生活の質を向上
するうえで、自分の歯を多く保持することに加えて、
「食べる機能」や「話す機
能」としての歯科口腔機能の維持・向上は重要な役割を果たします。しかし、
現状では多くの人がむし歯や歯周病に罹患し、60 歳代から歯を失う傾向が大き
くなっています。20 歳以降は歯周病の急増する時期であり、特に 40 歳以降の抜
歯原因の 40〜50%が歯周病です。このことから、若いうちからの歯周病対策が重
要となります。
児童・生徒のむし歯の有病者率は減少していますが、引き続き、むし歯予防
等を妊娠期や乳幼児期から取り組んでいくことが必要です。
また、歯と口腔の健康は、生活の質に深く関わっていることから、ライフス
テージに応じた歯科健康診査（歯科検診）、歯科保健指導の充実を図ることが必
要です。また、セルフケアとプロフェッショナルケアの必要性について、幅広
い普及啓発を行う必要があります。早い時期から、かかりつけ歯科医を持ち、
歯科疾患の予防に取り組むことが求められています。
また、障害者（児）や要介護高齢者の口腔内の状態は一般的に健常者に比べ
未処置が多く認められることから、障害者（児）や要介護高齢者の歯科保健医
療対策を推進する必要があります。

【施策の方向（目標）
】
ライフステージに応じた歯科疾患の予防、生活の質の向上に向けた口腔機能
の維持・向上に向けた取り組みを推進します。
また、定期的に歯科健康診査（歯科検診）または歯科医療を受けることが困
難な方に対する歯科口腔保健を推進するとともに、そのために必要な社会環境
の整備に努めます。

【主な取組及び内容】
■ライフステージに応じた歯科疾患予防の推進
ライフステージに応じた歯科健康診査（歯科検診）、歯科保健指導の充実や、
セルフケアとプロフェッショナルケアの必要性について普及啓発を図ります。
また、歯周病と歯の喪失の予防、健全な口腔状態の維持、歯科健康診査（歯
科検診）の必要性や正しい口腔機能維持、正しいブラッシングなどの習慣づけ
を推進します。
さらに、かかりつけ歯科医を推進し、歯の喪失の防止等の普及啓発を図りま
す。
〈実施主体：市、歯科医師会、薬剤師会、医療機関等〉
■定期的に歯科健康診査（歯科検診）
・歯科医療を受けることが困難な方に対す
る歯科口腔保健の充実
障害者（児）や在宅要介護高齢者へ歯科治療が可能な医療機関情報を提供す
るとともに、訪問歯科健康診査・歯科保健指導を行います。社会福祉施設や居
宅サービス事業者等の職員対象に研修会を実施し、歯科口腔保健に関して普及
啓発を行います。
〈実施主体：市、教育委員会、歯科医師会、薬剤師会等〉
■生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上の推進
乳幼児期から発達段階に応じて、楽しくおいしく食べられるよう支援します。
望ましい食習慣について、特に若い世代や子育て世代に対し積極的に普及啓発
を進めます。
むし歯や歯周病を予防する正しい生活習慣を身につけられるよう、普及啓発、
情報提供を行います。
〈実施主体：市〉

参考資料 ３
さいたま地域保健医療協議会設置要綱

（趣旨）
第１条 埼玉県の二次保健医療圏であるさいたま保健医療圏（以下「保健医療圏」という。
）
における埼玉県地域保健医療計画を推進するため、さいたま地域保健医療協議会（以下「協
議会」という。
）を設置する。
（業務）
第２条 協議会は、さいたま地域保健医療協議会設置運営事業委託契約書に基づき、保健医療
圏における次の事項について、関係団体等と協議し、必要な連絡調整を行う。
（１）計画の試案の作成及び推進に関すること
（２）関係団体の協力の確保に関すること
（３）その他保健医療圏内の実情に応じ必要な事項
（構成員）
第３条 協議会の委員は、次に掲げるさいたま市域の関係者で構成する。
（１）医師会代表
（２）歯科医師会代表
（３）薬剤師会代表
（４）看護協会代表
（５）医療保険者代表
（６）訪問看護ステーション協会代表
（７）社会福祉協議会代表
（８）食生活改善推進員協議会代表
（９）保健愛育会代表
（10）公募に応じた市民
（委員の任期）
第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任は妨げない。
２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会長及び副会長）
第５条 協議会に、会長を置くこととし、委員の互選により定める。
２ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
３ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を
代理する。
（会議）
第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

（会議の公開）
第７条 協議会の会議は公開する。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数で議決したと
きは、公開しないことができる。
（専門部会）
第８条 協議会は、特定の事項を検討するため、専門部会を設置することができる。
２ 専門部会の委員は、協議会の委員の一部をもってこれに充てる。なお、特に必要がある
場合は、協議会の議決により、協議会の委員以外の者をもって、専門部会の委員に加える
ことができる。
３ 専門部会には部会長を置くこととし、部会長は、会議を招集し、その議長となる。
４ 前項の部会長は、協議会の委員の中から、協議会の議決によって決するものとする。
５ 部会長は、部会終了後、速やかにその内容を会長に報告するものとする。
（協議会の庶務）
第９条 協議会の庶務は、保健福祉局保健部健康増進課において処理するものとする。
（その他）
第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

附

則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
附

則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。
附

則

この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。

