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埼玉県保健医療計画の中間見直しを踏まえた、さいたま保健医療圏における圏域別取組の見直しの方向性（案） 

※埼玉県保健医療計画の中間見直しに当たり、修正が行われた箇所に下線を付している。 

分野 埼玉県計画の見直し内容（現状と課題・主な取組） さいたま保健医療圏における圏域別取組の見直し内容（案） 

１ がん医療 

１．がんは、小児・ＡＹＡ世代の病死の主な原因の一つであり、

治療後も長期にわたるケアが必要となることから、小児・ＡＹ

Ａ世代のがん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受

けられるような環境の整備が必要である。 

 → 小児・ＡＹＡ世代のがん患者に対する妊孕性温存療法に関

する支援 

１．小児・ＡＹＡ世代のがん患者に対する妊孕性温存療法に関す

る支援については、圏域別取組には位置付けないが、引き続

き、国や県と連携して支援を実施していく。 

２ 精神疾患医療 

１．自殺者数は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言

の解除後に増加傾向に転じ、令和元年の 1,110 人から 76 人増加

した。このため、自殺の背景にある精神保健上の問題、過労、

生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的

要因に対応する施策を地域と連携し推進するとともに相談支援

体制を整備充実する必要がある。 

 → 多重債務相談窓口、電話やＳＮＳ相談等の相談支援体制の

整備充実、様々な分野でのゲートキーパー育成の支援、イン

ターネットを活用した正しい知識の普及、関係機関との連携

協力体制の確立、市町村への情報提供・支援など埼玉県自殺

対策計画の推進 

２．アルコールやギャンブルに限らずゲーム依存など様々な依存

がみられることから、依存症全体として調和のとれた対策を推

進していく必要がある。 

 → 「埼玉県依存症対策推進計画」に基づいた依存症対策を推

進し、依存症の理解の促進を図るとともに、相談体制の強

化、医療機関をはじめとする関係機関との連携構築、回復・

社会参加に向けた支援を行う。 

１．埼玉県計画の見直しを踏まえ、圏域別取組に①心の健康の項

目を設け、主な取組に本市において既に実施している 

・様々な分野におけるゲートキーパー等支援者の育成 

・インターネット等を活用した相談窓口等に関する情報発信 

・暮らしの困りごとや心の問題に対応する相談会の開催 

を追加する。 

２．埼玉県計画の見直しを踏まえ、圏域別取組の②精神医療対策

の充実と地域ケアの推進の項目の主な取組に、本市において既

に実施している、 

・依存症に関する個別相談会の実施 

・依存症家族教室の実施 

・依存症支援の関係機関に対する助言や技術支援を実施 

を追加する。 
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分野 埼玉県計画の見直し内容（現状と課題・主な取組） さいたま保健医療圏における圏域別取組の見直し内容（案） 

３ 在宅医療 

１．日頃から、患者本人や家族に急な入院に備えた準備を促すと

ともに、入院前・入院初期から入院医療機関と在宅医療に関わ

る医療・介護従事者が情報を共有し、円滑な在宅療養に向けた

支援を行うことが必要である。こうした情報共有等のルールを

定めた入退院支援ルールを地域の実情に応じて策定していくこ

とが求められる。 

 → 患者を支える多職種連携システムの確立 

２．医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた

上で、人生の最終段階における医療やケアについて、本人が家

族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスで

あるＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）を普及・啓発

し、患者本人が意思決定できる体制を整える。 

 → 人生の最終段階における医療提供体制の整備 

１．本市においては、既に入退院支援ルールを策定済であるた

め、圏域別取組の②医療と介護の連携強化の項目の主な取組

に、入退院支援ルールの活用を追加するとともに、課題・今後

の事業展開の入退院支援ルールの「作成」を「活用」に修正す

る。 

２．本市においては、既に医師会等を通じてＡＣＰ（アドバン

ス・ケア・プランニング）の普及・啓発を実施しているため、

圏域別取組の②医療と介護の連携強化の項目の課題、今後の事

業展開に位置付けた「ＡＣＰの取組等を推進」を「ＡＣＰ普

及・啓発の取組等を推進」に修正する。 

４ 健康づくり対策 

１ 高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施

するため、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する必

要がある。 

 → 埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携した市町村における

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の取組の支援 

１ 本市においては、既に高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施を開始しているため、圏域別取組に、④高齢者の保健事業

と介護予防の一体的な実施の項目を設け、主な取組に新たに、

生活習慣病重症化予防事業、糖尿病性腎症重症化予防事業継続

支援事業等の必要な事業を位置付け、課題、今後の事業展開に

「高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実

施するため、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する

必要がある」を追加する。 

５ 歯科保健対策 埼玉県計画の見直しは行われていない。 



埼玉県地域保健医療計画(第７次)
「さいたま保健医療圏 圏域別取組」

圏域別取組見直し（案）

別紙２

※下線部が埼玉県地域保健医療計画の見直しに伴う修正箇所になります。

資料２－２

（その他の字句修正は、下線波線となります。）



１．がん医療

①がん予防と早期発見の推進

②がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の推進

③がん患者とその家族の療養生活の質の向上

■課題、今後の事業展開
・新型コロナウイルス感染症の影響から令和２年度は
受診率が低下した。
・がんは早期に発見し治療につなげることが重要である
ため、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した受
診勧奨を実施する。

■進行管理取組団体
市、医師会、歯科医師会、薬剤師会

■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 等

■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
・がんになっても安心して暮らせる地域社会の構築を目指し、引き続き、若年の末期が
ん患者の在宅療養生活を支援していく。

■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）

■主な取組
・市立病院での緩和ケアチームによる活動、緩和ケア外来等の実施、入退院支援連携
強化の取組、各種相談対応、研修会の実施 等

令和元年 令和２年

胃がん
92,658
（24.1%）

78,014
（19.8%）

肺がん
127,878
（33.2%）

112,546
（28.5%）

大腸がん
113,094
（29.4%）

99,049
（25.1%）

乳がん
23,205
（22.5%）

23,815
（19.1%）

子宮がん
45,332
（28.0%）

43,663
（26.7%）

単位：人

がん検診受診者数と受診率

■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）

■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
緩和ケア研修会、意見交換会、勉強会の開催 等

■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。
・患者家族向け情報コーナーを充実させ、患者家族が積極的に情報収集できるように
するとともに疑問点等に適宜対応できる窓口機能の強化が急務である。
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２．精神疾患医療

■課題、今後の事業展開
・高齢、身体疾患、知的障害等の多問題を
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。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、
精神疾患の急増が懸念される。
・アルコールや薬物、ギャンブルに加え、ゲー
ム依存など様々な依存症への対応が求め
られることから、更なる依存症対策の推進
が必要となっている。

■進行管理取組団体
市、医師会

■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）事業の実施、
精神科救急情報センター運営、精神科ガイドブックの作成・配布、各種研修会の
実施、依存症に関する個別相談会や家族教室の実施、依存症支援の関係機関
に対する助言や技術支援を実施 等

②精神医療対策の充実と地域ケアの推進

①心の健康

■主な取組
・自殺対策医療連携事業、様々な分野におけるゲートキーパー等支援者の育成、
インターネットを活用した相談窓口等に関する情報発信、暮らしの困りごとや心の
問題に対応する相談会の開催

■進行管理取組団体
市

■課題、今後の事業展開
・ライフステージに応じた心の健康づくりが必要である。
・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、自殺者数の増加がみられ、今後も自殺の
リスクの高い社会的状況が続くことが懸念される。うつ病や過労、生活困窮、育児や
介護疲れ、いじめや孤立など自殺につながりうる様々な社会的要因に対応する取組
や相談支援体制の充実が必要である。

30,960 30,524
33,471 32,649

38,200

精神保健福祉相談

さいたま市相談件数
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■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、もの忘れ検診の推進、在宅医療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
・「認知症施策推進大綱」において、医療従事者等の認知症対応力向上の促進が掲げ
られたことから、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。
・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認知症疾患対策

２．精神疾患医療
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３．在宅医療

■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利用数が減少した。今後は、
新型コロナウイルス感染症影響下における開放病床
の利用方法を検討する必要がある。
・在宅医療を行う訪問医が少ない。

■進行管理取組団体
市、医師会、薬剤師会、社会福祉協議会

■主な取組
・医療従事者向け研修会、退院調整カンファレンス、
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、在宅医療連携拠点の周知 等
・入退院支援連携強化に向けた検討

■課題、今後の事業展開
・市内共通の入退院支援ルールの活用や、ACP（アド
バンス・ケア・プランニング）普及・啓発の取組等を推
進していくため、多職種の医療・介護関係者による会
議や研修を開催し、切れ目のない在宅医療と介護の
提供体制の構築を推進していく。
・関係機関や職種を超えた連携の強化を図る。

■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

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

②医療と介護の連携強化

■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、入退院支援
ルールの活用 等

ケアマネジャー
歯科医師

薬剤師

訪問看護師

地域包括支援セ
ンター

医師

多職種連携体制
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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

②子どもの健康づくり対策

③積極的な身体活動と運動習慣の形成

■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は、40歳 ～50歳の若年層の受診率が低い状況が続いて
いる。ＡＩや行動経済学を利用した勧奨を行う等、引き続きの取組が必要である。

■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

■主な取組
・健康マイレージ、体組成測定会の実施、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 等

■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を増やしていく。
・居宅で過ごす時間の増えた高齢者のフレイル対策が課題。関係
機関等と連携し、地域の評価や必要な支援を検討した上で、通
いの場の再構築を目指す予定である。

■進行管理取組団体
市

■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、地域リハビリテーション活動支援事業派遣 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

■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、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

■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。
・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性が高い。
・子どもの健康づくりに対して、あらゆる面から支えていく体制、仕組みを作る。
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④高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

■主な取組
・ 生活習慣病重症化予防事業、糖尿病性腎症重症化予防継続支援事業、
低栄養防止指導事業、医療未受診・介護サービス未利用者への個別支援事業
通いの場等での健康教育・健康相談等の実施 等

■進行管理取組団体
市

■課題、今後の事業展開
・高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、
高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する必要がある。

４．健康づくり対策
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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

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

③生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上の推進

■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を
実施する。

■進行管理取組団体
市、歯科医師会

■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、
医療機関を始めとした関係機関と連携し、歯科口腔に関する
普及啓発の実施 等

■課題、今後の事業展開
・歯科口腔保健の啓発のため、各ライフステージに応じた歯科保健に関する内容を
掲載したパンフレットの作成、配布を行う。
・新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったフォローアップ教室や健口づくり
交流会についても引き続き実施し、参加者の向上を目指す。

■進行管理取組団体
市、教育委員会、歯科医師会

■主な取組
・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、歯科健康診査受診の
周知・啓発の実施 等

■進行管理取組団体
市、歯科医師会

■主な取組
・さいたま市障害者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

■課題、今後の事業展開
・さいたま市障害者歯科相談医ガイドブックの配布を行う。
・新型コロナウイルス感染症を考慮した、障害者(児)福祉施設、
高齢者福祉施設職員向け口腔ケア研修会を開催する。

87.1
87.6

88.5

90.5 90.8

３歳児歯科健康診査で

むし歯のない幼児の割合

（単位：％）
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〈保健・医療確保計画抜粋〉

〈さいたま圏域独自の取組〉

①市民に対する感染防止の普及・啓発の実施
　・チラシやポスター、啓発品の配布や掲示に加え、市報やＳＮＳ、駅のデジタルサイネージ等、
　　様々な媒体を活用し、感染状況に応じた普及啓発を実施。
　・陽性者や濃厚接触者等に感染対策を指導。

②ワクチン接種体制の整備
　・希望する市民が円滑にワクチン接種を受けられるような体制を整備

③衛生研究所の体制整備・検査体制の構築
　・検査機器や試薬等を備え、新型コロナウイルス感染症を始めとした感染症の検査体制を整備

新型コロナウイルス感染症に関わる追加事項

フェーズ２ フェーズ３



令和３年１１月５日現在

（任期：令和２年７月１日～令和４年６月３０日）

番号 氏　　名 団　体　名 役 職 名 備　考

1 登坂　英明
さいたま市４医師会連絡協議会
〔（一社）浦和医師会　会長〕

議長

2 金子　久章 さいたま市歯科医師会 副会長

3 堀野　忠夫 （一社）さいたま市薬剤師会 会長

4 三塩　操 （一社）埼玉県訪問看護ステーション協会 会長

5 山﨑　秀雄 （社福）さいたま市社会福祉協議会 副会長

6 草刈　澄 さいたま市食生活改善推進員協議会 会長

7 片山　篤美 さいたま市保健愛育会 会長

8 山中 富美代
埼玉県看護協会代表
（さいたま市民医療センター　看護部長）

9 小森　大成 全国健康保険協会埼玉支部 企画総務部長

10 田中　兼一
埼玉県保険者協議会代表
（さいたま市　国民健康保険課長）

11 金子　賢治 公募委員

12 原田　直樹 公募委員

さいたま地域保健医療協議会委員名簿

参考資料２



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 。

 計画の試案の作成及び推進に関すること。

 関係団体の協力の確保に関すること。

 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。

 医師会代表

 歯科医師会代表

 薬剤師会代表

 看護協会代表

 医療保険者代表

 訪問看護ステーショ ン協会代表

 社会福祉協議会代表

 食生活改善推進員協議会代表

 保健愛育会代表

 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。

参考資料３



 （ 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１ ０ 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２ ２ 年４月１ 日から施行する。  

附 則

 この要綱は、 平成２ ４ 年４月１ 日から施行する。

   附 則

 この要綱は、 平成２ ６ 年４月１ 日から施行する。

   附 則

 この要綱は、 平成２ ８ 年７月１ 日から施行する。

   附 則

 この要綱は、 平成２ ９ 年４月３ 日から施行する。


