
さいたま保健医療圏

【圏域の基本指標】     [県値] 

人口総数    1,263,979 人 

人口増加率（H22～H27） 3.4％    [ 1.0％]

年齢３区分別人口 

 0～14 歳 164,722 人（13.2％）  [12.6％]

15～64 歳 799,279 人（64.0％）  [62.5％]

65 歳～  284,138 人（22.8％）  [24.8％]

出生率（人口千対）    8.6       [  7.8]

死亡率（人口千対）    7.9       [  8.7]

保健所 さいたま市保健所 

圏 域 

（市町村） 
さいたま市 

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緩和ケア、在宅療養、介

護サービスなどの調整を行い、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、薬剤師会、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〉



さいたま保健医療圏

【圏域の基本指標】     [県値] 

人口総数    1,263,979 人 

人口増加率（H22～H27） 3.4％    [ 1.0％]

年齢３区分別人口 

 0～14 歳 164,722 人（13.2％）  [12.6％]

15～64 歳 799,279 人（64.0％）  [62.5％]

65 歳～  284,138 人（22.8％）  [24.8％]

出生率（人口千対）    8.6       [  7.8]

死亡率（人口千対）    7.9       [  8.7]

保健所 さいたま市保健所 

圏 域 

（市町村） 
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、精神疾患を有する

方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、精神疾患を有

する方も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〉 



さいたま保健医療圏

【圏域の基本指標】     [県値] 

人口総数    1,263,979 人 
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年齢３区分別人口 
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圏 域 
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さいたま市 

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〉 



さいたま保健医療圏

【圏域の基本指標】     [県値] 

人口総数    1,263,979 人 

人口増加率（H22～H27） 3.4％    [ 1.0％]

年齢３区分別人口 

 0～14 歳 164,722 人（13.2％）  [12.6％]

15～64 歳 799,279 人（64.0％）  [62.5％]
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保健所 さいたま市保健所 

圏 域 

（市町村） 
さいたま市 

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〉 



さいたま保健医療圏

【圏域の基本指標】     [県値] 

人口総数    1,263,979 人 

人口増加率（H22～H27） 3.4％    [ 1.0％]

年齢３区分別人口 

 0～14 歳 164,722 人（13.2％）  [12.6％]

15～64 歳 799,279 人（64.0％）  [62.5％]

65 歳～  284,138 人（22.8％）  [24.8％]

出生率（人口千対）    8.6       [  7.8]

死亡率（人口千対）    7.9       [  8.7]

保健所 さいたま市保健所 

圏 域 

（市町村） 
さいたま市 

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〉 


