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埼玉県南西部地域医療構想調整会議要綱 

 

第１ 設置に関すること 

（設置） 

第１条 南西部保健医療圏（構想区域）における医療法（昭和23年法律第205号）第

30条の 14の規定に基づく、埼玉県地域医療構想（以下「構想」という。）の達成を

推進するために必要な事項について協議を行うことを目的とし、埼玉県南西部地域医

療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。 

（業務） 

第２条 調整会議の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 構想の推進に係る協議に関すること 

 ⑵ その他南西部保健医療圏内の実情に応じ必要な事項 

（組織） 

第３条 調整会議の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者とし、第７条で定

める調整会議事務局の長が選任する。 

 ⑴ 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び病院団体の代表 

 ⑵ 医療保険者の代表 

 ⑶ 各医療機能を有する医療機関の代表 

 ⑷ 市町の職員 

 ⑸ 保健所長 

 ⑹ その他必要と認める者 

２ 前項第６号の選任にあたっては、議事内容に応じて調整会議に出席する特別委員を

選任することができるものとする。 

３ 前２項の規定による委員の選任に際しては、地域的均衡その他地域の実情等を十分

勘案するものとする。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。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 調整会議に、会長及び副会長を置くこととし、委員の互選により選出する。 

２ 会長は会務を総理し、調整会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（調整会議） 

第６条 調整会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 調整会議は、委員（特別委員は含まない）の過半数の出席がなければ開くことがで
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きない。 

３ 調整会議の議事は、出席委員（特別委員は含まない）の過半数で決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。 

４ 委員がやむを得ず調整会議を欠席する場合には、当該委員は代理の者を指名して調

整会議に出席させることができる。 

５ 前項の規定により、調整会議に出席した代理の者については、委員とみなす。 

６ 調整会議の議事に関して、広く周知を図り又は意見を聴く必要がある場合は、説明

会や公聴会を開催することができる。 

（調整会議の庶務） 

第７条 調整会議の庶務は、朝霞保健所に設ける事務局において処理するものとする。 

 

第２ 運営に関すること 

（調整会議の開催回数） 

第８条 調整会議は、原則として年２回開催とする。ただし、病院整備計画の公募実施

等、特別に協議すべき議題がある時は、開催回数を追加することができる。 

（調整会議の公開） 

第９条 調整会議は公開とする。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。  

（資料の事前配布） 

第 10条 事務局は、調整会議の資料を開催日の１週間前までに委員に配布し、事前に委

員が目を通せるように努めるものとする。 

（議事運営） 

第 11条 議長は、調整会議において委員全員が発言できるよう配慮した議事運営を行う

ものとする。 

２ 事務局は、必要に応じ事前に、委員への意見聴取、現場の状況や取組の発表依頼を

行い、調整会議当日の議長の議事運営を補佐する。 

３ 事務局は、資料のペーパレス化及びＷＥＢ方式での調整会議開催に努めるものとす

る。 

（資料等のホームページでの公表） 

第 12条 事務局は、調整会議の資料を調整会議開催後1週間以内に埼玉県ホームページ

で公表する。 

２ 事務局は、調整会議の議事概要を資料公開後速やかに埼玉県ホームページで公表す

る。 
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第３ 協議に関すること 

（協議事項） 

第 13条 調整会議では、第２条各号に規定する構想の推進その他の必要な事項に係る協

議として、次の事項について協議する。 

⑴ 病床の機能分化・連携に関すること 

⑵ 病床機能報告及び定量基準分析に関すること 

⑶ 非稼働病棟に関すること 

⑷ 病床整備に関すること 

⑸ 病床機能の転換に関すること 

⑹ その他別に定めること 

 

第４ その他 

（その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、調整会議について必要な事項は、別に定める。 

 

    附 則 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

２ 第３条の規定による委員の選任及び第７条の規定による調整会議の庶務、その他こ

の要綱の円滑な実施のために必要な措置は、この要綱の施行の日前においても行うこ

とができる。 

３ 埼玉県南西部地域保健医療・地域医療構想協議会設置要綱（平成２９年１月１０日

朝霞保健所長決裁）は、令和４年５月３１日をもって廃止する。 
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５　今後高齢化に伴い増加する疾病対策

６　ジェネリック医薬品の使用促進

第７次埼玉県地域保健医療計画　南西部保健医療圏
重点取組　進捗状況（実績）調書について

資料５

１  小児救急医療及び周産期医療

２　精神保健医療福祉対策

３　健康危機管理体制の整備充実

４　在宅医療の推進

令和3年度
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朝霞地区
医師会

東入間医
師会

朝霞地区
（４市）

志木市

和光市

新座市

富士見市

・慶應大学医学部に小児救急医療寄附講座を設置し、
埼玉病院が小児科医の派遣を受け、朝霞地区の小児
救急医療体制の充実を図っている。
・休日、夜間の小児科を有する二次救急医療施設が輪
番制で行う診療運営に対し負担金を交付予定。（埼玉病
院・イムス富士見総合病院）

新型コロナウイルス感染拡大により、小児救急医療
体制の崩壊が懸念される。

初期救急は、必要性の可否も含め、見直しの時期
にきている。理由は、第1にこの事業を開始してから
15年が経過し、地域の医療環境が改善しているこ
と。第2に当番で会員の医師が診療にあたっている
が高齢化に伴う担い手不足がある。

新型コロナウイルス感染症が終息しないことから、令和2
年8月から引き続き休診。

新型コロナウイルス感染症の拡大により受診者が
大幅に減少。この為、2市1町と協議し、8月13日から
当面の間、休診とする。4月～の患者数は4名。

○小児救急（二次救急）
　 ＴＭＧあさか医療センターの小児二次救急医療へ
の参加を依頼していきたい。

・慶應大学医学部に小児救急医療寄附講座を設置
し、埼玉病院が小児科医の派遣を受け、朝霞地区
の小児救急医療体制の充実を図った。
・休日、夜間の小児科を有する二次救急医療施設
が輪番制で行う診療運営に対し負担金を交付して
いる。（埼玉病院・イムス富士見総合病院）

課題・問題点

令和２年度

取組内容・実績

○小児救急支援事業の協力医師の拡充、対応日の
拡張、参加医師の参加促進
○協力要望の高い日曜、祝日の休日診療へ協力医
の派遣推進
○12月～翌年2月の小児救急繁忙期を強化月間と
し、毎日協力医を派遣

〇新型コロナウイルス感染症拡大の影響があったが、
協力日数が減少したものの協力医師の派遣を継続

〇新規の協力医師の増加
〇新型コロナウイルス感染症拡大の影響により受
診者が減少
〇新型コロナウイルス感染症の影響により実施日
が減少

○小児救急（二次救急）
　日曜休日及び夜間の二次救急医療の運営に対
し、補助金を交付（６市1町）
　（国立病院機構埼玉病院・イムス富士見総合病
院）
○小児科時間外診療
　堀ノ内病院（月２回）、TMGあさか医療センター（週
５回）、新座志木中央総合病院（週２回程度）が自主
的に実施
○小児救急医療寄附講座
　慶応大学病院と協定を締結し、慶応大学病院から
小児科医の派遣（埼玉県、朝霞地区４市）

○小児救急（二次救急）
　休日及び夜間の二次救急医療の運営に対し、補助金
を交付（６市1町）
　（国立病院機構埼玉病院・イムス富士見総合病院）
○小児科時間外診療
　堀ノ内病院（月２回）、TMGあさか医療センター（週５
回）が自主的に実施
○小児救急医療寄附講座
　慶応大学病院と協定を締結し、慶応大学病院から小
児科医の派遣（埼玉県、朝霞地区４市）

第７次埼玉県地域保健医療計画　南西部保健医療圏　重点取組　進捗状況（実績）調書(その１）

小児救急医療及び周産期医療

休日や夜間における急病や事故に遭った子ども及び危険度の高い胎児、新生児が必要な医療を適切に受けられるよう、小児救急医療体制及
び周産期医療体制の整備を進めます。また、子どもの急病に対する保護者の不安を解消するとともに、症状に応じた適切な受診を推進しま
す。

・　休日・夜間における適切な小児救急受診の推進
・　NICUの整備など周産期医療体制の整備・充実

実施主体

重点取組

目標

主な取組

・　小児救急医療体制の充実・強化

医師会、医療機関、消防本部、市町、保健所

主な取組 実施主体

・　小児救急医
療体制の充
実・強化

令和３年度

進捗状況

【保健センター】
・輪番制方式により行う休日及び夜間の第２次救急
施設（小児病院群輪番制病院）の運営に対し、負担
金を交付。（イムス富士見総合病院・埼玉病院）
・県、朝霞地区4市は慶応大学医学部に寄附講座を
設置して埼玉病院へ慶応大学の小児科医の派遣を
受けている。

【保健センター】
・輪番制方式により行う休日及び夜間の第２次救急施設
（小児病院群輪番制病院）の運営に対し、負担金を交
付。（イムス富士見総合病院・埼玉病院）
・県、朝霞地区4市は慶応大学医学部に寄附講座を設
置して埼玉病院へ慶応大学の小児科医の派遣を受けて
いる。

○小児夜間の初期救急医療が必要な方のために、
東入間医師会の医師が当番制で診療を行っていた
が、コロナウイルス感染症の影響もあり、患者数の
減少に伴う診療所の運営体制の見直しのため、8月
17日から休診。

○小児夜間の初期救急医療が必要な方のために、東入
間医師会の医師が当番制で診療を行っていたが、令和
２年８月から診療所の運営体制の見直しのため休診
中。

〇休診の影響などを注視しつつ、今後の運営につ
いて、検討をする必要がある。

○日曜休日及び夜間、朝霞市、志木市、和光市とともに
４市圏域内において、小児科を標榜する病院群が輪番
制方式により二次救急医療を運営している。
○慶應義塾大学に小児救急医療寄附講座を設置し、埼
玉病院へ医師の派遣を行っている。

○日曜休日及び夜間、朝霞市、志木市、和光市とと
もに４市圏域内において、小児科を標榜する病院群
が輪番制方式により二次救急医療を運営した。
○慶應義塾大学に小児救急医療寄附講座及び周
産期医療寄附講座を設置し、埼玉病院へ医師の派
遣を行った。

2 / 25 ページ

通番38



課題・問題点

令和２年度

取組内容・実績
主な取組 実施主体

令和３年度

進捗状況

ふじみ野
市

三芳町

東入間地
区（富士
見市・ふ
じみ野
市・三芳
町）

朝霞保健
所

朝霞地区
医師会

東入間医
師会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

三芳町

朝霞保健
所

○小児夜間の初期救急医療が必要な方のために、
東入間医師会の医師が当番制で診療を行ってい
る。ふじみ野市、富士見市、三芳町で協定を締結
し、東入間医師会に対して補助金を交付している。
※小児時間外救急診療所については、患者数の減
少に伴う診療所の運営体積の見直しと、新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況などを見極め、安全安
心の確保の見地から、令和２年８月１７日から当面
の間、休診している。
なお、休日急患診療所においても、小児科を実施し
ている。
診療日：日曜、祝日、年末年始。
診療時間(小児科）：午前９時～正午、午後１時～４
時。
診療日数：７０日
延べ患者数（内科診療分も含む）：３１０人

小児時間外救急診療所が、患者数の減少に伴う診
療所の運営体制の見直しを図るため、令和２年８月
１７日から当面の間、休診となっているため、東入間
医師会への補助金の支出を含め、初期救急の在り
方等について、検討する必要がある。

○小児救急（二次救急）
　日曜休日及び夜間の二次救急医療の運営に対
し、補助金を交付（６市１町）
　（国立病院機構埼玉病院・イムス富士見総合病
院）
○小児科時間外診療
　イムス富士見総合病院が２４時間対応
〇小児救急医療拠点事業
埼玉医科大学総合医療センター（川越市）
川越地区で1か所の対応

○小児救急（二次救急）
　日曜休日及び夜間の二次救急医療の運営に対し、補
助金を交付（６市１町）
　（国立病院機構埼玉病院・イムス富士見総合病院）
○小児科時間外診療
　イムス富士見総合病院が２４時間対応
〇小児救急医療拠点事業
埼玉医科大学総合医療センター（川越市）
川越地区で1か所の対応

○小児救急（二次救急）
　 ＴＭＧあさか医療センターの小児二次救急医療へ
の参加を依頼していきたい。

初期救急は、必要性の可否も含め、見直しの時期
にきている。理由は、第1にこの事業を開始してから
15年が経過し、地域の医療環境が改善しているこ
と。第2に当番で会員の医師が診療にあたっている
が高齢化に伴う担い手不足がある。

4市広報誌に「休日夜間開局薬局」閲覧用QRコード
を掲載中

　○四市の乳幼児健診で啓発リーフレット、DVD講
習で休日、夜間の適切な受診について周知を依頼
○埼玉病院小児救急支援事業の紹介

・　休日・夜間
における適切
な小児救急受
診の推進

東入間医師会の実施する小児時間外診療が当面
の間休診。休日急患診療は9時～16時（12時～13時
を除く）の対応となり、町内の救急クリニックに依存
している状況である。

○小児夜間の初期救急医療が必要な方のために、東入
間医師会の医師が当番制で診療を行っている。ふじみ
野市、富士見市、三芳町で協定を締結し、東入間医師
会に対して補助金を交付している。
※小児時間外救急診療所については、患者数の減少に
伴う診療所の運営体積の見直しと、新型コロナウイルス
感染症の感染状況などを見極め、安全安心の確保の見
地から、令和２年８月１７日から当面の間、休診してい
る。
なお、休日急患診療所においても、小児科を実施してい
る。
診療日：日曜、祝日、年末年始。
診療時間(小児科）：午前９時～正午、午後１時～４時。
診療日数：７０日（予定）

新型コロナウイルス感染症が終息しないことから、令和2
年8月から引き続き休診。

　○四市の乳幼児健診で啓発リーフレットの配布、DVD
講習で周知してもらっている。
○埼玉病院小児救急支援事業の実施
〇埼玉県の小児救急電話相談（＃８０００）の活用

〇最近では、休日・夜間における小児救急受診につ
いては、顕著な問題は無いが、引き続き啓発活動を
行っていく。

新型コロナウイルス感染症の拡大により受診者が
大幅に減少。この為、2市1町と協議し、8月13日から
当面の間、休診とする。4月～の患者数は4名。

令和２年（令和元年度）度の小児時間外救急診療の
利用者6人
第１休日急患診療所の利用者（内科・小児科）
（昼）23人、（夜）4人

〇継続して左記の内容を実施していく。

○＃７１１９に関する医療整備課作成のポスターを
掲示、マグネットシート等を窓口で配布し、周知を
図った。

○＃７１１９に関する医療整備課作成のポスター掲示、
マグネットシート等を窓口で配布し、周知を図った。

令和3年度の＃７１１９相談件数64,792件、うち翌日
受診30.2％、＃８０００小児救急電話相談80,817件、
うち家庭で対応可能47.2%、翌日受診19.6%であっ
た。電話相談を利用して救急搬送にならなかった件
数を踏まえると、今後も周知が必要。

○埼玉県の小児救急電話相談（＃８０００）、救急電話
相談（＃７１１９）等について、健康応援ガイド、広報、
ホームページ等で市民への周知を行っている。

○広報やホームページ、子育て応援情報モバイル
サイトで周知を実施。

○広報やホームページ、子育て応援情報モバイルサイ
トで周知を実施。

○埼玉県の小児救急電話相談（＃８０００）、救急電
話相談（＃７１１９）等について、健康応援ガイド、広
報、ホームページ等で市民への周知を行った。

○モバイルサイトの登録人数を増やす工夫が必要
である。

【保健センター】
埼玉県の救急電話相談「＃7119」及びAI救急相談
の周知

【保健センター】
埼玉県の救急電話相談「＃7119」及びAI救急相談の周
知

【保健センター】
活用度、効果の把握ができていない

令和２年度の小児救急医療支援事業実績は下記の
とおり（１）埼玉病院　入院2,158人外来6,248人計
8,406人　当番日365日　１当番日当たり23.0人（２）イ
ムス富士見総合病院　入院340人外来821人計
1,161人　当番日107日　1当番日あたり10.9人

令和３年度の小児救急医療支援事業実績は下記のとお
り（１）埼玉病院　入院3,263人外来8,939人計12,202人
当番日365日　１当番日当たり33.4人（２）イムス富士見
総合病院　入院346人外来923人計1,269人　当番日105
日　1当番日あたり12.1人

２病院の尽力、各医師会及び市町の協力により、小
児救急医療体制の充実強化を引き続き図る。

・休日夜間（正月・5月連休含む）開局薬局については随
時集約してホームページ「休日夜間開局薬局」にリストを
掲載している。

○県の小児救急電話相談（♯７１１９）について、保
健センターガイド、広報、ホームページ等で市民へ
の周知を図っている。
○県作成の「子どもの救急ミニガイドブック」を、お誕
生訪問等で配布

○県の小児救急電話相談（♯７１１９）、ＡＩ救急相談につ
いて、保健センターガイド、広報、ホームページ等で市民
への周知を図っている。
○県作成の「子どもの救急ミニガイドブック」を、お誕生
訪問等で配布

○毎年度全戸配布する保健センター事業一覧に
て、埼玉県小児救急電話相談と緊急医療情報案内
を掲載。
〇小児時間外休日診療所・休日急患診療所の情報
を、保健センター事業一覧に掲載。
○三芳町子育て支援のホーム―ページにて日本小
児科学会「子どもの救急」へのリンクを継続してい
る。

引き続き、下記の内容を継続して実施。
○毎年度全戸配布する保健センター事業一覧にて、埼
玉県小児救急電話相談と緊急医療情報案内を掲載。
〇小児時間外休日診療所・休日急患診療所の情報を、
保健センター事業一覧に掲載。
○三芳町子育て支援のホーム―ページにて日本小児科
学会「子どもの救急」へのリンクを継続している。

東入間医師会の実施する小児時間外診療が当面
の間休診。休日急患診療は9時～16時（12時～13時
を除く）の対応となり、町内の救急クリニックに依存
している状況である。

○市報、ホームページ及び健康カレンダーに掲載
し、救急医療体制の周知を行った。
○「子どもの救急ミニガイドブック」を出生届出時に
配布した。

○市報、ホームページ及び健康カレンダーに掲載し、救
急医療体制の周知を行っている。
○「子どもの救急ミニガイドブック」を出生届出時に配布
している。

特になし
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課題・問題点

令和２年度

取組内容・実績
主な取組 実施主体

令和３年度

進捗状況

独立行政
法人国立
病院機構
埼玉病院

朝霞市
（朝霞地
区４市）

志木市

和光市

新座市

朝霞地区
薬剤師会

志木市

埼玉県南西
部消防本部

入間東部地
区事務組合
消防本部

新型コロナウイルス感染症の流行により救急講習
開催が困難となり、開催の延期、中止が多数見受け
られた。
一般市民への応急手当普及率を高めるためにも、
事前のｅラーニングによる座学時間の短縮や参加人
数を減らす等の感染防止対策に努め、安全な救急
講習の実施方法を確立させることが課題である。

【上級救命講習及び普通救命講習Ⅲ】
小児、乳児、新生児を対象として応急手当の必要性
（心停止の予防等の必要性を含む。）の他、心肺蘇
生法（傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこ
れに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し
傷病者を救命するために行われる応急手当をい
う。）及び大出血時の止血法を中心とした普及講習
の啓発活動。

前年度と比較すると１５７名減少したが、５回の開催にあ
たり８５名の参加があったもの。

　これまで新型コロナウイルス感染症発生状況下に
よる一時的な応急手当の普及啓発活動中止期間中
においても、救命講習に関する問い合わせは多く、
一般市民の応急手当に対する関心の高さを感じて
いる。感染拡大防止対策を講じる中での普及啓発
活動再開にあたり、参加希望者への感染拡大防止
目的として様々な制限等を要請しており、このような
中での講習は一般市民による応急手当実施率の低
下に繋がることが懸念される。
　また、本年は救急蘇生法の指針（ＪＲＣ蘇生ガイド
ライン２０１５）も変更が予定されていることもあり、
今後、諸般の事情による制限を設けることが予想さ
れる中で、多くの一般市民へ普及啓発していくかが
課題である。

その他

・　NICUの整
備など周産期
医療体制の整
備・充実

慶應大学医学部に周産期医療寄附講座を設置し、
埼玉病院が産科医の派遣を受け、朝霞地区の周産
期医療体制の充実を図った。
※令和2年度で寄附講座は終了

令和2年度を以て、周産期医療に関する寄附講座につ
いては、医療体制が確保できたことにより、埼玉病院の
意向で終了となった。

【保健センター】
県、朝霞地区4市は慶応大学医学部に寄附講座を
設置して埼玉病院へ慶応大学の産科医の派遣を受
けていたが、周産期医療に関する寄附講座につい
て、埼玉病院の意向により終了。体制が確保できた
とのこと。

普通救命講習Ⅲを１１回開催し１２６名が受講。上
級救命講習は新型コロナウイルス感染症対応のた
め開催なし。

普通救命講習Ⅲを１７回開催し１５４名が受講。上級救
命講習は新型コロナウイルス感染症対応のため開催な
しを継続。

平成30年度、令和元年度の2年間を限定に救命救
急医療体制の充実を図るため県と朝霞地区4市で
財政支援を行っていたが、新型コロナウイルス感染
拡症大の影響による医療体制の崩壊を防ぐため、
医師確保の点から令和4年度に救命救急医療寄附
講座を再度設置することとなる。

○独立行政法人国立病院機構埼玉病院が埼玉南
西部を担当する地域周産期センターになっている。

○周産期医療寄附講座
慶応大学病院と協定を締結し、慶応大学病院から
産科医を派遣（埼玉県、朝霞地区４市）

○周産期医療寄附講座
慶応大学病院と協定を締結し、慶応大学病院から産科
医を派遣（埼玉県、朝霞地区４市）

県薬剤師会では、小児の在宅医療について連携体制の
構築事業が始まった。

○慶應義塾大学からの新生児専門医の派遣によ
り、埼玉病院における周産期診療の充実を図った。

○周産期医療寄附講座を実施していたが、令和２年度
をもって埼玉病院の意向により、終了した。

新型コロナウイルス感染拡大により、周産期医療体
制の崩壊が懸念される。

○独立行政法人国立病院機構埼玉病院
　　産科病棟14床、NICU4床で運営
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朝霞地区
医師会

朝霞市

志木市

和光市

○オンライン講習会が多く行われ、うつ病対策・メン
タルヘルス対策、産業医向け講習会の機会は、新
型コロナウイルス流行前と同程度になっている。

新型コロナ感染拡大に伴い、対面での啓発活動が
できないため、保健所や鉄道、警察等と協働で自殺
予防啓発活動が実施できないなど、直接的な活動
が難しい。

【保健センター】
〇市ホームページ上で「こころの体温計（メンタルヘ
ルスチェックシステム）」を展開中。利用率は昨年比
12％減。
〇9月10日～16日の自殺予防週間に合わせて8月
28日～9月23日の期間、和光市図書館において「こ
ころの健康づくり」をテーマにした書籍の展示を行っ
た。
〇市ホームページ上に掲載中の相談機関案内を相
談内容の類型別に整理、追加等、更新し利用促進
をはかっている。
【学校教育課】
〇教育相談員及びさわやか相談員の研修会では、
相談員の役割や管理職及び関係職員との連携の
重要性について確認した。内容については、効果的
であった取組の紹介や適切な声かけや関わり方
等、実践的な内容を取り入れた。
〇不登校対策委員会では、具体的な不登校の事例
についてどのような対策が有効であるか検討を行っ
た。

【保健センター】
〇市ホームページ上で「こころの体温計（メンタルヘ
ルスチェックシステム）」を展開中。利用率は前年同
月比昨年比6％減。
〇9月10日～16日の自殺予防週間に合わせて8月
27日～9月22日の期間、和光市図書館において「こ
ころの健康づくり」をテーマにした書籍の展示を行っ
た。
〇市ホームページ上に掲載中の相談機関案内を相
談内容の類型別に整理、追加等、更新し利用促進
をはかっている。
〇相談窓口を記載したリーフレットを作成し、メンタ
ル相談、育児相談、生活困窮相談窓口等での配布
を行った。
【学校教育課】
○教育相談員及びさわやか相談員については、前
年度同様に毎月研修会を実施し、各校の情報交換
を通して、効果的な取組や声掛けの方法など、スキ
ルアップに努めた。学校で対応に困る例などについ
ては、支援センターの職員が専門的な立場で助言
した。
○不登校対策委員会については、具体的な不登校
の事例についてどのような対策が有効であるか、ま
た新規の不登校児童生徒を出さないよう、未然防
止に係る取組についても話し合った。また、適応指
導教室の職員が学校を訪問し、不登校児童生徒を
教育支援センターにつなぐ方策等について話し合っ
た。

【保健センター】
〇「こころの体温計（メンタルチェックシステム）」は、
セルフチェック後に相談機関案内も画面に出るが、
その利活用状況が把握できない。利用者数の減少
傾向が続いている。令和４年度は事業中止。
【学校教育課】
○教育相談員は毎月の研修会の情報交換を通して
スキルアップに努めているが、新型コロナウイルス
感染症の影響等、様々な要因により家庭を含めた
支援が必要な児童生徒が増加しており、対応に苦
慮している。今後も教育支援センターやスクール
ソーシャルワーカー、その他の機関とも連携しなが
ら対応に当たっていく必要がある。
○不登校対策委員会では、不登校解消に結び付い
た事例や、各校の情報交換を通して、様々な方法
について提案があったが、児童生徒ごとに家庭環
境や不登校になっている要因が多々あり、有効な
手立てが異なるため、関係各課との連携を深めな
がら対応していく必要がある。

○中学１年生対象の「いのちの支え合いを学ぶ授
業」は中止。
〇市内図書館（３か所）で若年を対象としたこころを
テーマの本を展示。「こころの取扱説明書」のカード
を配布。
<うつ病関連>
○広報やチラシだけでなく、LINE、ツイッター、
Facebook、かざす君などデジタル媒体を使用した情
報発信。
〇実施した事業内でゲートキーパーについての講
話を実施。
〇まちなか保健室、産後うつケア推進事業を実施。

○今年度のみ中学１年生及び２年生を対象に「いの
ちの支え合いを学ぶ授業」を実施。
〇若年を対象とした「こころの健康啓発」をテーマに
したクイズラリーを実施。。
<うつ病関連>
○広報やチラシだけでなく、LINE、ツイッター、
Facebook、かざす君などデジタル媒体を使用した情
報発信中。
〇実施した事業内でゲートキーパーについての講
話を実施。
〇まちなか保健室、産後うつケア推進事業は継続
中。

市町、保健所、医師会、医療機関、薬剤師会、福祉機関、教育機関、労働機関、障害福祉サービス事業者、介護保険サービス事業者、保
健衛生団体

目標

主な取組

実施主体

・　心の健康づくり対策の推進

・　認知症ケアの充実
・　退院後支援と地域包括ケア体制の推進

第７次埼玉県地域保健医療計画　南西部保健医療圏　重点取組　進捗状況（実績）調書(その２）

・　心の健康づ
くり対策の推
進

取組内容・実績 進捗状況

精神保健医療福祉対策重点取組

・　精神保健医療福祉の相談支援体制の強化

実施主体
令和２年度

多様な精神疾患に対応するため、地域の関係機関が連携を強化し、必要な時に適切な医療や相談を受けられる支援体制を整備します。ま
た、精神疾患等の悪化や再発を予防しながら、地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしができる地域づくりを推進します。

令和３年度

課題・問題点
主な取組

〇ゲートキーパー研修
（教員向け中止、職員向け67人）
〇メンタルチェックシステム「こころの体温計」の実
施
（アクセス件数17,373件）
〇自殺予防啓発ポスターの掲示
（市内27の公園内トイレ、朝霞駅・朝霞台駅）〇啓発
ポケットティッシュの配布
（庁内窓口、ハローワーク等2,000個）

〇ゲートキーパー研修
〇メンタルチェックシステム「こころの体温計」の実
施
〇自殺予防啓発ポスターの掲示、ウェットティッシュ
の配布

○埼玉県、埼玉県医師会、朝霞地区医師会で開催
されるうつ病対策・メンタルヘルス対策、産業医向
け講習会への参加促進

○新型コロナウイルス感染症の影響により、うつ病
対策・メンタルヘルス対策、産業医向け講習会の開
催の機会が減少
○産業医資格取得の促進
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取組内容・実績 進捗状況
実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点
主な取組

新座市

富士見市

ふじみ野
市

三芳町

朝霞保健
所

○管内市町の自殺予防関連会議に参加
○心の健康づくりの啓発リーフレット、相談窓口の
案内カードを保健所窓口で配布
○志木市「節酒支援プログラム支援者向け講座」開
催協力　１回

進

【自殺予防対策事業】
〔ゲートキーパー養成講座〕
〇職員向け　１回　30名
〇市民・関係者向け　2回　50名
〇アルコール家族教室　2日間　延44名
〇ＳＯＳの出し方に関する教育　2日間　延108名
〔普及啓発事業〕
〇相談窓口周知チラシ全戸配布　78,500枚
〇自殺予防リーフレット作成　836枚
〇図書館特集展示（9月）自殺予防に関する図書や
パネル展示
〇ホームページ・広報・ツイッターによる周知啓発

【自殺予防対策事業】
〔ゲートキーパー養成講座〕
〇職員向け　１回　29名
〇市民・関係者向け　1回　26名
〇ＳＯＳの出し方に関する教育
　8校各2日間　延1,253名
〔普及啓発事業〕
〇自殺予防リーフレット作成　836枚
〇図書館特集展示（9月）自殺予防に関する図書や
パネル展示
〇ホームページ・広報・ツイッターによる周知啓発

ゲートキーパー養成講座は、新型コロナ感染症拡
大防止のため、定員を削減して実施した。
　他課との連携方法や、ＳＯＳの出し方に関する教
育について、市内全小学校にどのように広げていく
かが課題となっている。

○感染状況を考えながら、各世代に合わせたメンタ
ルヘルス事業は必要と考える。

○管内市町の自殺予防関連会議に参加
○心の健康づくりの啓発リーフレット、相談窓口の
案内カードを保健所窓口で配布

〇住民が心の健康づくりに積極的に取り組み、必
要な時に相談できるよう、対象者に合わせた啓発事
業を検討する必要がある。
〇新型コロナウイルス感染症流行下における、生
活様式や仕事環境の変化等にも配慮する必要があ
る。

【精神保健】
○あいサポーター研修・2回/月
【発達障害】
講座「発達障害について知ろう」オンライン配信講
座R3/3/3～3/17　29名73回配信
【自殺対策】
〇職員向けゲートキーパー養成講座2回・計58名
〇市民向けゲートキーパー養成講座1回・計25名
〇セルフメンタルチェックシステム「こころの体温
計」・21,680アクセス/年
〇3月号広報記事掲載
〇東武鉄道と鶴瀬駅にて普及啓発イベント実施（中
止）
〇富士見市自殺対策ネットワーク会議の開催・1回
（東武鉄道と警察、消防、保健所、生活困窮部門と
の協議の場）

【精神保健】
○講座「アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）」3
月講座実施予定
○あいサポーター研修・1回/月
【自殺対策】
〇職員向けゲートキーパー養成講座
〇市民向けゲートキーパー養成講座
〇セルフメンタルチェックシステム「こころの体温計」
〇9月3月号広報記事掲載
〇富士見市自殺対策ネットワーク会議の開催
〇市内踏切及び駅ホームに青色LED設置（未設置3
箇所）

○住民組織との協力で、ソーシャルクラブ
   を週２回開催した。
○町内の小中学校教職員対象に、メンタ
   ルヘルスの講座を開催した。

○町職員対象に、自身のメンタルヘルス及び、住民
の自殺予防に繋がるよう、研修を開催した。

現在のこころの健康に関する問題は複雑多岐に
渡っており、インターネットなどで情報はあふれてい
る。従来どおりの普及啓発の方法で対応ができて
いるか、対応について検討を要する。（一般論・総
論の講座では当てはまらない人が多く、各論の講
座では対象者が少ない。）
また、コロナ禍において、生活の変化や不安からス
トレスを抱え、心身の不調を訴える人の増加が懸念
される。市民に対し、こころの健康の重要性や相談
先の周知の推進、庁内の各種相談窓口業務を行う
関係課職員の意識向上を図る必要がある。

【障がい福祉課】
こころの健康講座を実施
「ストレスマネジメント」（YouTubeにて期間限定で動
画を配信）
総再生回数３５６回（令和３年３月末日現在）

＜自殺対策＞
【保健センター】
〇ゲートキーパー養成研修
　・職員向け
　初級　令和3年2月2日　20名
　      　令和3年2月3日　18名
　中級　令和3年2月5日　20名
〇動画配信　「コロナ禍におけるメンタルヘルスマネ
ジメント」

【障がい福祉課】令和４年３月２日（水）
こころの健康講座を開催予定
「正しく知ろう、こころの病気」

＜自殺対策＞
【保健センター】
○職員向けゲートキーパー養成研修
　初級①　令和3年12月6日　30名
　初級②　令和3年12月24日　22名
　中級（予定）  令和4年2月8日　30名
〇民生委員向けゲートキーパー養成研修
　初級　　令和3年6月11日　38名
〇保健推進委員向けゲートキーパー養成研修
　初級（予定）　令和4年3月1日　人数未定
〇動画配信　「こどものスマホやゲーム、どうしよう」
令和４年３月配信予定

【障がい福祉課】
新型コロナウイルスの感染対策を講じた上での開
催となるため、出席者が通常の半分となる。同時に
オンライン開催も検討している。

＜自殺対策＞
【保健センター】
〇こころの健康増進と自殺対策は、今後も継続的
に実施する必要がある。また、新型コロナウイルス
感染症によるこころへの影響も考慮し、人材育成と
ともに啓発活動を強化していくことが必要である。
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取組内容・実績 進捗状況
実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点
主な取組

朝霞地区
医師会

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

三芳町

【自殺予防全般】
〇他制度・他職種連携は数値での評価はしていな
いが、連携数は増加し、顔の見える連携になってき
ている。
【社会援護課】
北、南、中央、各エリアごとに地域生活支援セン
ターを設置し、地域格差の是正を行うため、未設置
である北エリアへの新規設置を検討した。

○月に１回、精神科医による「こころの健康相談」
を、リモートで開催。
○町内の相談支援専門員の資質向上のために、専
門職を招いて研修を開催した。

○委託相談支援事業所と定期的に情報共有の場
を設け、個々の相談レベルの向上を図った。

○新型コロナウイルス感染拡大予防のために、開
催が難しい部分があった。
　 今後も、個々の相談技術の向上は必要と考え
る。

〇個別相談（面接・家庭訪問・電話）
〇精神保健相談　９回/年（相談者がなかったため、
うち４回中止）　実件数：６件　相談者数１０人
　精神保健相談については、精神科医が相談内容
を聞き、適時助言やサービスに繋げた。

〇個別相談（面接・家庭訪問・電話）
〇精神保健相談　８回/年（相談者がなかったため、
うち３回中止）　実件数：７件　相談者数７人
　精神保健相談については、精神科医が相談内容
を聞き、適時助言やサービスに繋げている。

精神保健相談は、他の社会資源が増えてはいる
が、相談数はやや増加傾向にある。原因として、新
型コロナウイルス感染症流行し、生活環境が変化し
たことによる心身の不調が考えられる。引き続き、
ホームページや広報を通して、相談窓口や精神保
健相談事業の周知啓発を実施していく方針。

○「健診結果に対する医師の意見聴取」の依頼事
業所が増加
○産業医の依頼が増加しているため更なる産業医
資格取得、育成が必要

・　精神保健医
療福祉の相談
支援体制の強
化

○産業医相談会による事業所、労働者の面接指導
を実施
○埼玉県、埼玉県医師会等で開催される産業医研
修会、メンタルヘルス関係の研修会の受講の促進
○ストレスチェック制度に関する情報提供

○産業医相談会による事業所、労働者の面接指導
を実施
〇産業医のいない50人未満の事業所に対する「産
業医相談」「健診結果に対する医師の意見聴取」
「高ストレス者に対する面接相談」を推進

【健康づくり課】
〇精神保健相談
（電話101件、面接22件、訪問等22件）
〇こころの健康相談（14回、25件）

【障害福祉課】
・精神保健福祉担当者会議　１回
・特定相談支援事業所等連絡会　１回
・精神保健福祉担当者会議及び特定相談支援事業
所等連絡会（合同）　１回
・精神保健福祉相談　１８回
・高次脳機能障害地域相談会、講演会への協力　４
回
・障害者相談支援センター（指定管理）の運営
・障害者就労支援センター（指定管理）の運営

【共生社会推進課】
令和２年１０月基幹福祉相談センター開設
・障がい者基幹相談支援センター
相談支援利用人数（精神障害）：１３人（実）
【生活援護課】
・精神疾患を抱える被保護者の支援を健康増進セ
ンター保健師と連携を図り行っている。
【健康増進センター】
<こころの健康全般>
○精神科医または心理カウンセラーによるこころの
相談（面接型）を年８回実施してた。
○精神科医によるこころの相談（訪問型）を年２回
実施した。
○保健師による精神保健相談を随時実施した。
<精神疾患全般>
○自殺予防対策庁内連絡会議を書面開催した。

【共生社会推進課】
・障がい者基幹相談支援センター
相談支援利用人数（精神障害）：３６人（実）
【生活援護課】
・精神疾患を抱える被保護者の支援を健康増進セ
ンター保健師と連携を図り行っている。（訪問同行な
ど）
【健康増進センター】
<こころの健康全般>
〇こころの相談（面接・訪問型）を実施中。
〇保健師による精神保健相談を随時実施中。
<精神疾患全般>
〇自殺予防対策庁内連絡会議を実施し情報共有し
た。

【精神保健全般】
○医師相談日・月1回コロナ中止などあったが、9回
実施25名
○保健師、精神保健福祉士、社会福祉士による相
談・随時
○市内事業所との連絡協議・1回/４か月
○小児科医による児童療育相談・月1回
○協議会・相談支援部会での協議の場・3回/年

【精神保健全般】
○医師相談日・月1回
○保健師、精神保健福祉士、社会福祉士による相
談・随時
○市内事業所との連絡協議・1回/４か月
○小児科医による児童療育相談・月1回
○協議会・相談支援部会での協議の場・3回/年

NPO法人や社会福祉法人等による相談支援事業
が充実してきており、精神科医療機関も市を通さず
に直接民間事業者と地域での支援について協議を
し、退院することが多くなってきた。支援の網を広く
保つために、市内事業者と定期で連絡協議を実施
し、情報の把握が課題となっている。

【健康づくり課】
〇精神保健相談（電話・面接・訪問）
〇こころの健康相談

【障害福祉課】
・精神保健福祉担当者会議　１回
・特定相談支援事業所等連絡会　４回（うちGSV　２
回実施）
・精神保健福祉担当者会議及び特定相談支援事業
所等連絡会（合同）　3回
・精神保健福祉担当者会議及び特定相談支援事業
所連絡会（合同）研修会　1回
・精神保健福祉相談　２４回
・高次脳機能障害地域相談会、講演会への協力　４
回
・障害者相談支援センター（指定管理）の運営

【健康づくり課】〇こころの健康相談はPSWが偶数
月に、精神科医が奇数月に担当しており、相談内
容によってはタイムリーな相談につなげることが難
しい場合がある。

【障害福祉課】
・各関係機関との会議や研修を継続し、相談員の
資質向上に努める。
・各関係機関との連携の強化（顔の見える関係づく
り、ケースの情報や困りごとの共有）。

【自殺予防全般】
〇自殺対策計画に沿って、市役所及び市内各種の
相談機関で相談支援にあたる職員・スタッフの専門
性の向上のための研修を実施。20名が参加。アン
ケート回答者全員が「満足」「ほぼ満足」と回答。
〇相談窓口の記載を含めたメンタルヘルスにかか
るリーフレットを作成し、メンタル相談、育児相談、
生活困窮相談窓口に配置、配布している。
〇メンタル相談の増加に伴い、臨床心理士相談枠
を増やした。
〇自殺対策計画の進捗確認を行い、次年度計画策
定の準備をした。
【社会援護課】
北エリアにおいて、センターを設置するための施設
がなく、継続して検討している。北エリアの担当につ
いては、別センターの相談員を増員して対応してい
る。

【保健センター】
〇メンタル相談の増加により、相談員の負担が今
後どのように変化するか見ていく必要があるので、
今後もクライシスの研修会を実施する。
〇相談員や支援員の業務負担の軽減にもつながる
よう、現状の他制度・他職種連携について、さらに
明確なシステム化を図る必要がある。
〇保健センターに専任の専門職の相談員を配置し
ていく必要がある。
【社会援護課】
各エリアごとの相談支援体制に対する地域格差が
ある。

【障がい福祉課】
新型コロナウイルス感染症予防と事業見直しも兼
ね、隔月開催のケース検討会を中止したため、定
例の研修会は行わず、必要に応じて情報共有等を
行った。

 ＜自殺対策＞
【保健センター】
〇職員対応相談の継続実施。
〇こころの健康個別相談
　毎月１回　（臨床心理士１２回）　計18組

【障がい福祉課】
必要に応じて関係機関と連絡調整及びケース検討
会を実施している
＜自殺対策＞
【保健センター】
〇職員対応相談の継続実施。
〇ZOOMによるこころのオンライン相談
　　実6名、延べ10件
〇こころの健康個別相談
　毎月１回　（臨床心理士１0回、精神科医２回）　計
8組 （R3.12.31現在）

【障がい福祉課】
今後も継続して実施する

＜自殺対策＞
【保健センター】
〇相談支援は今後も継続的に実施する必要があ
る。また、新型コロナウイルス感染症によるこころへ
の影響も考慮し、オンライン相談のさらなる周知が
必要である。
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取組内容・実績 進捗状況
実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点
主な取組

朝霞保健
所

朝霞地区
医師会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

○随時相談の実施
　家庭訪問、面接・電話相談
○ひきこもり専門相談（事例検討含）　５回　利用者
延べ６名
〇ひきこもり支援連絡会　１回　参加者２９名
〇家族教室　２回　参加者延べ１９名
○管内市町で開催する事例検討会への参加
○支援事例に対する情報共有と支援方針の検討
（随時）
○保健所管内精神保健福祉連絡会の開催　１回出
席者２２名

○随時相談の実施
　家庭訪問、面接・電話相談
○ひきこもり専門相談（事例検討含）　2回
〇出張ケースカンファレンス　４回
〇ひきこもり支援連絡会　１回　参加者20名
○管内市町で開催する事例検討会への参加
○支援事例に対する情報共有と支援方針の検討
（随時）
○保健所管内精神保健福祉連絡会の開催　１回

〇ひきこもり支援は、対象者のメンタル的な問題だ
けでなく、家族の問題や、経済的な問題等複合的な
問題を抱えていることが多く、単独機関での対応が
困難であるため、保健、医療、福祉、生活困窮等の
関係機関が連携した支援が重要となる。

退院後の薬物治療の継続の重要性を勘案し,かか
りつけ薬剤師を推奨する

【共生社会推進課】
志木市地域まるごと支援プロジェクト（しきまるプロ
ジェクト・地域移行支援）の開始
・４か月毎を目処に会議を実施
＜実施状況＞
・支援対象者２０名
・地域移行完了者９名
【健康増進センター】
<うつ病関連>
○相談技術指導（スーパーバイズ）は、１回は動画
配信で実施、もう１回は通常の形での実施を予定。

始まって間もない事業で、現在担当している皆の熱
意で保っている部分が否めないので、事業の継続と
体制強化、さらに、制度の活用と実績が求められ
る。

入退院ルールの手引きの周知、及び問題点などに
ついて、地域連携支援室のアンケート等で調査が
行われた。

・プロジェクトで支援した事例についてノウハウを蓄
積し、まとめていく。
・地域生活に移行後、課題等から生活が不安定に
なってしまう例があり、定着支援、緊急時の対応や
受け入れ体制づくりが必要。

・障害者総合支援法による個別支援（計画相談、
サービス支給決定等）
・地域生活支援事業（地域活動支援センター、移動
支援等）
・日常生活のサービス（生活サポート等）
・医療（自立支援医療、精神障害者通院医療費助
成事業）
・社会参加（福祉タクシー利用券の交付等）
・経済的援護（在宅手当等）
・障害者相談支援センター（指定管理）の運営

・　退院後支援
と地域包括ケ
ア体制の推進

【社会援護課】
スムーズに地域における生活に移行できるよう個々
のケースにより、各地域生活支援センターの相談員
が対応し、必要なサービスの提供に努めた。
【長寿あんしん課】
・地域支援事業として、朝霞地区４市で「医療・介護
連携拠点」を医師会に委託した
・朝霞地区４市で協働し、「入退院支援ルール」を策
定

【【社会援護課】
スムーズに地域における生活に移行できるよう個々
のケースにより、各地域生活支援センターの相談員
が対応し、必要なサービスの提供に努めている。
【長寿あんしん課】
・入退院支援ルールの普及啓発のため、市内関係
機関に冊子を送付し、地域包括ケア支援室を中心
とし普及啓発用動画を作成しYouTubeで公開した。
・ICTの活用については進んでいない。

【障がい福祉課】
本年度より精神部会が設立され、精神保健福祉連
絡会にて検討された内容について自立支援協議会
で共有されるようになった。
開催回数：精神保健福祉連絡会　３回（令和３年１２
月末日現在）

【保健センター】
○障がい福祉課、相談支援センター、就労支援セ
ンターとの連携。
○ふじみ野市精神保険福祉連絡会、ケース検討へ
の参加。

○地域包括ケア支援室による往診医の紹介
○医療と介護関係者との情報共有
○在宅医療・介護連携に関する相談支援
○在宅医療・介護連携に関する関連市区町村との
連携
〇入退院支援ルールの整備

○おうちに帰ろうプロジェクト実施
定例会議出席
個別支援検討
・グループホームへの退院者2名
○アウトリーチ支援事業との連携
○精神障害者にも対応した包括ケアシステムの協
議の場の設置（協議会相談支援部会の精神ワーキ
ングチームにて）
○地域生活支援拠点との連動

○おうちに帰ろうプロジェクト実施
定例会議出席
個別支援検討
○おうちに帰ろうプロジェクト協力医療機関2箇所へ
増
○アウトリーチ支援事業との連携1名受診につな
がった
○精神障害者にも対応した包括ケアシステムの協
議の場の設置（協議会相談支援部会の精神ワーキ
ングチームにて）
○地域生活支援拠点との連動・精神障害者1名対
応グループホーム利用

会員薬局に「入退院支援ルールの手引き」を配布
し、情報の共有を推進している。
病院薬剤師を含めた地域医療連携推進委員会で
協議を継続している。

【障がい福祉課】
精神保健福祉連絡会を開催し、地域の課題抽出及
び検討を行った。
開催回数：３回

【保健センター】
○障がい福祉課、相談支援センター、就労支援セ
ンターとの連携。
○ふじみ野市精神保険福祉連絡会、ケース検討へ
の参加。

【社会援護課】
障害者の人数は年々増加しているが、相談員はそ
のペースで増員できないため、相談員一人当たりの
業務負担が増加している。相談員の人数を増やす
だけでなく、相談支援体制の新たな仕組み作りが必
要となっている。
【長寿あんしん課】
・医療・介護連携拠点（地域包括ケア支援室）の相
談業務機能について有効な活用ができていない。
・MCSなどＩＣＴをさらに介護や医療の事業者に普及
する必要がある。

○地域包括ケア支援室の利用促進
　（在宅医療・介護関係職と連携）
○入退院支援ルールの整備
〇地域包括ケア支援室と病院との調整会
　議の開催

【健康増進センター】
<うつ病関連>
○相談技術指導（スーパーバイズ）年２回実施し
た。
　（内１回は動画配信）
保健所や地域の専門職、自殺予防対策庁内連絡
会議の担当者にも声掛けし、自殺予防の共有を
図った。

○新型コロナウイルス感染症の影響により研修会
少なくなったがオンラインによる研修会で対応
〇地域包括ケア支援室と病院との調整会議を定期
的に開催

・障害者総合支援法による個別支援（計画相談、
サービス支給決定等）
・地域生活支援事業（地域活動支援センター、移動
支援等）
・日常生活のサービス（生活サポート等）
・医療（自立支援医療、精神障害者通院医療費助
成事業）
・社会参加（福祉タクシー利用券の交付等）
・経済的援護（在宅手当等）
・障害者相談支援センター（指定管理）の運営

令和４年度７月に、精神障害者にも対応した地域包
括ケアシステム構築に向け、保健・医療・福祉関係
者による協議の場を、障害者自立支援協議会の専
門部会として設置予定。その専門部会で、今年度
実施した地域アセスメントの結果に基づき、地域ビ
ジョンを検討していく。

【障がい福祉課】
会議の場が増えたことにより、地域の実情をより認
識してもらえる状況が作れたが、両会議の役割分
担をより明確にし、有意義なものにする必要があ
る。

【保健センター】
今後も継続した連携が必要である。

【ソーシャルクラブ・シナモン】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止、
7月に再開。22回開催、延40名参加。
・他の社会資源が増え、次のステップに進む卒業生
が増える一方、新規の希望者がないことから、令和
2年度をもって事業を廃止した。
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取組内容・実績 進捗状況
実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点
主な取組

三芳町

朝霞保健
所

朝霞地区
医師会

朝霞地区
薬剤師会

志木市

和光市

新座市

富士見市

○認知症施策推進員の配置５人（各圏域１人）
○認知症施策推進会議の開催（2回・書面報告）
○認知症初期集中支援チーム事業　支援実施１２
件（うち訪問９件）、チーム員会議３回
○認知症サポーター養成講座　開催回数６回、受
講者数２９０人
○オレンジカフェ　５回開催（２か所）、参加者数３３
人
○その他、見守りステッカー配布等

○認知症施策推進会議の開催
○認知症初期集中支援チーム事業実施
○認知症サポーター養成講座
○オレンジカフェ開催
○ケアパス第3版作成
○認知症地域支援推進員会議の実施
○その他
※オレンジカフェや徘徊模擬訓練は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、ほとんどが中止となっ
た。

・認知症地域支援推進員（９人）の配置
・認知症電話相談窓口の設置（認知症カフェの代替
事業）
　→９月から３月まで月１回３事業所で実施
・認知症初期集中支援チームの設置
・認知症高齢者見守り模擬訓練
　→新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
中止
・認知症サポーター養成講座の実施
・認知症サポーター事業所ステッカー交付事業
・高齢者見守りステッカー配布事業
・ひとり歩き高齢者等家族支援サービス事業
・認知症ケアパス（介護予防ガイドブック）の作成及
び周知
・介護サービス事業所職員向け研修
・認知症に関する普及啓発

・認知症地域支援推進員（９人）の配置
・認知症電話相談窓口の設置（認知症カフェの代替
事業）
・認知症初期集中支援チームの設置
・認知症高齢者見守り模擬訓練
　→新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
中止
・認知症サポーター養成講座の実施
・認知症サポーター事業所ステッカー交付事業
・高齢者見守りステッカー配布事業
・ひとり歩き高齢者等家族支援サービス事業
・認知症ケアパス（介護予防ガイドブック）の作成及
び周知
・介護サービス事業所職員向け研修
・認知症に関する普及啓発

【長寿あんしん課】
・認知症ケアパスを作成し令和３年度末に完成予
定。
・認知症地域支援推進会議を設置し、令和4年度の
チームオレンジ発足に向け和光市の認知症にかか
る課題について議論を重ねている。
・コロナ禍で規模は縮小しているが認知症初期集中
支援事業を実施した。
【保健センター】
集団健診の中で、認知症検診の実施

【長寿あんしん課】
・認知症ケアパスの普及啓発
・チームオレンジの発足と認知症地域支援推進会
議との連携体制の整備
・認知症地域支援推進会議と認知症初期集中支援
事業のそれぞれの役割の明確化と連携体制の整
備
【保健センター】
認知症検診の実施方法等についてより効果効率的
に実施するための検討

○徘徊探知機貸与、徘徊高齢者等ステッカー配布
事業の実施
〇認知症ガイドブックの作成（改訂）・配布し
○各高齢者あんしん相談センター（市内５か所）に
認知症地域支援推進員を１人ずつ配置し、月に１回
会議を開催
○認知症初期集中支援チームの活動（月１～２回
程度の会議の開催、圏域ごとのケース対応）
〇認知症サポーター養成講座の開催（１１回、１７１
名養成）
認知症サポーターフォローアップ研修の開催（１回、
２１名）
〇世界アルツハイマーデーに合わせた認知症啓発
活動（駅頭チラシ配布）を実施
○認知症カフェの開催（市内６か所・計３０回）

県薬剤師会が開催した認知症対応力向上研修に、
地区薬剤師の多数が参加した。

今年度も引き続き県にて「認知症高齢者対応力向
上研修」が開催され、地区内からも参加があった。

認知症高齢者の薬剤管理は家族にとっても負荷が
大きい。かかりつけ薬剤師の推進が必要。

〇精神障害者に対応した地域包括ケアシステムの
構築には、関係各機関の役割を明確にし、当事者
や家族が主体となった地域の支援体制の構築が重
要となる。
当事者の状況や市町の特徴にあった地域生活支
援の充実のため、支援担当者間の連携強化と資質
の向上が必須となる。
〇新型コロナウイルス感染症対応のため、退院時
面接が行えない、入院患者が外出・外泊ができない
等の制限があった。感染予防を行いながら、各機関
での可能な支援を模索していく必要がある。

○措置入院者退院後支援事業の実施
・措置入院者に対し、措置解除面接を行い、地域生
活への支援を実施　５１名
・精神障害者支援地域協議会（精神障害者地域支
援体制構築会議）開催１回　２２名出席
○精神障害者を地域で支えるシステム構築事業の
実施
・地域支援体制構築会議（精神障障害者支援地域
協議会）開催１回　２０名出席
・地域精神保健医療福祉推進会議２回
　延べ４４名出席
・地域精神保健医療福祉支える研修会・個別支援
技術研修会（新型コロナウイルス感染症対応のた
め中止）
・おうちへ帰ろうプロジェクト（２医療機関、２市によ
る３プロジェクト）延６回　５４名出席

○措置入院者退院後支援事業の実施
・措置入院者に対し、措置解除面接を行い、地域生
活への支援を実施
・精神障害者支援地域協議会（精神障害者地域支
援体制構築会議）開催１回
○精神障害者を地域で支えるシステム構築事業の
実施
・地域支援体制構築会議（精神障障害者支援地域
協議会）開催１回
・地域精神保健医療福祉推進会議２回
・地域精神保健医療福祉支える研修会・個別支援
技術研修会
おうちへ帰ろうプロジェクト（２医療機関、２市による
３プロジェクト）

○埼玉県で実施している「かかりつけ医認知症対応
力向上研修」「認知症サポート医養成」の参加への
促進

○入院中より、保健所、委託相談支援事業所、医
療、地域包括支援センターとの連携を図り、対応し
た。

○入院中より、医療、介護との連携を図り退院後も
継続的に関わりを持った。

○新型コロナウイルス感染拡大予防のために、入
院中に連携会議の開催が難しい部分があった。
○地域包括ケア体制は、体制整備に向け今後も協
議会で継続的に検討が必要。

新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立た
ず、参集型の事業（認知症カフェ、見守り模擬訓練
等）が実施できない状況が続いている。
新しい生活様式に沿った形で事業の再開を目指し
ていく必要がある。

○埼玉県で実施している「かかりつけ医認知症対応
力向上研修」「認知症サポート医養成」の推進
○埼玉県認知症疾患医療センター（菅野病院）との
連携による認知症患者及び家族への支援体制の
強化

○埼玉県で実施している「かかりつけ医認知症対応
力向上研修」修了者30名
　「認知症サポート医養成」修了者9名

○高齢者等への徘徊探知機貸与事業、徘徊高齢
者等ステッカー配布事業を実施
〇認知症ガイドブックを作成（改訂）・配布した。
○各高齢者あんしん相談センター（市内５か所）に
認知症地域支援推進員を１人ずつ配置し、月に１回
会議を開催
○認知症サポート医、高齢者福祉課及び高齢者あ
んしん相談センターによる認知症初期集中支援
チームとして、月に１～２回程度の会議の開催と、
圏域ごとにケース対応を実施
〇認知症サポーター養成講座の開催（２回、１４
名）。予定していた認知症サポーターフォローアップ
研修は中止とした。
〇アルツハイマーデーに合わせた認知症啓発活動
として電話相談を２日間実施。令和３年３月にも予
定している。予定していた駅頭チラシ配布は中止と
した。
○認知症カフェはコロナの影響で見合わせることが
多く、２回開催された。

・徘徊探知機貸与や徘徊高齢者等ステッカー配布
事業等について、市民及びケアマネジャーをはじめ
とする介護関係者への継続的な周知が必要
・認知症初期集中支援チームへの相談が、認知症
初期の段階ではなく、重症化してからの相談が少な
くないため、支援期間が長期にわたることが多い。
初期のうちに対応していく体制作りが課題
・コロナ禍で、認知症サポーター養成講座や認知症
サポーターフォローアップ研修、認知症カフェなど、
開催を見合わせるものが多かった。今後、感染防
止対策を講じながらどのように開催していくかの検
討が必要

・　認知症ケア
の充実

【長寿あんしん課】
・認知症初期集中支事業などで、対応が困難な方
への支援を行った。感染症拡大期には会議が中止
となったが、ケア会議や個別ケース会議などで対応
した
【保健センター】
集団健診の中で、65歳～74歳の市民を対象に認知
症検診の実施

○認知症初期集中支援チーム事業について、かか
りつけ医含む地域の専門職や住民の認知度が低
い。
○認知症サポート医が市内で一人のみで、かかり
つけ医との連携の困難さを感じることが多い。
○認知症サポーター養成講座において、現役世代
の受講が少なく、サポーターの活用に結び付けるに
あたり課題がある。
○認知機能が低下している高齢者への感染予防対
策の勧奨やワクチン接種、受診支援等、介入の需
要が高まった。（遠方に親族がいるケース等）
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取組内容・実績 進捗状況
実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点
主な取組

ふじみ野
市

朝霞保健
所

朝霞市

志木市

○各市町地域包括支援センター、高齢福祉課と連
携した個別支援の実施
○在宅医療・介護連携会議、及び認知症施策推進
会議へ出席（志木市・東入間地区）

○各市町地域包括支援センター、高齢福祉課と連
携した個別支援の実施
○在宅医療・介護連携会議、及び認知症施策検討
会議へ出席（志木市・新座市）

〇市町の地域生活支援センター等と連携したタイム
リーな支援が必要。

・医療保護入院における市長同意事務　１１人（う
ち、新規７人）R4.3.16現在

・医療保護入院における市長同意事務　９人（うち、
新規４人）

その他

【高齢福祉課】
〇認知症サポーター養成講座の実施
（年度内17回実施、合計1,558人）
〇認知症講座の実施（1回、60人）
〇認知症ケア向上研修（1回、38人）
〇認知症相談（6回、11人）
〇オレンジカフェ（実施事業所16か所）

【保健センター】
○高齢福祉課、高齢者あんしん相談センター、障が
い福祉課との連携を実施。

【高齢福祉課】
〇認知症サポーター養成講座の実施
（年度内　12回実施、合計　711人）
〇認知症講座（未実施）
〇認知症ケア向上研修（1回、13人）
〇認知症相談（４回、９人）
〇オレンジカフェ（実施事業所16か所）
令和４年１月２０日現在

【保健センター】
○高齢福祉課、高齢者あんしん相談センター、障が
い福祉課との連携を実施。

【高齢福祉課】
認知症高齢者が急激に増えていく中、認知症に
なっても地域で暮らし続けるため、市民への普及啓
発や相談体制、介護者への教育はまだ十分とは言
えず、継続が必要。
また引き続きコロナ禍で認知機能が低下した高齢
者への介護保険事業や予防事業での対応が予測
され、介入対象者が増加する恐れがある。

【保健センター】
今後も継続した連携が必要である。

今年度より市単独で節酒プログラムを開催。
１回目市民公開講座、２、３回目を対象者向け講座
としアルコール専門医による講義行った。また、関
係職員を対象に支援者向け講座も開催した。

対象者向け講座全２回（連続講座）を開催。アル
コール専門医による講義と保健師がファシリテー
ターとなりグループワークを実施した。

関係機関より、個別に勧誘しているも参加にはつな
がっていない状況であるため、飲酒問題のリスクの
ある方々へのアプローチを検討していく。
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朝霞地区
医師会

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

三芳町

【保健センター】
〇和光市災害医療連絡協議会（市危機管理室、保
健福祉部、朝霞地区医師会和光支部）をR2.10.8実
施
【危機管理室】
新型コロナウイルス感染症対策型の避難所開設運
営訓練を年５回実施（R2.8.4総合体育館、8.19新倉
小学校、8/21大和中学校、8/25白子小学校、12/5
下新倉小学校）
実施目的：避難所内での新型コロナウイルス感染
症予防対策として、避難所内での３密回避及び新
型コロナウイルス感染症の感染者・濃厚接触者、体
調不良者などと一般避難者を区別したスペースへ
誘導するなど新たな避難所運営の手法を学び実災
害に備える。

【保健センター】
〇和光市災害医療連絡協議会に代えて、朝霞地区
医師会和光支部災害医療対策班に保健センターが
参画しWEB会議を数回実施した。

【保健センター】
〇避難所での専門職の確保の方法について、ボラ
ンティア活用等の実施要領を定める必要がある。
（さらに感染症対策の視点を加える）

医師会、歯科医師会、薬剤師会、警察署、消防署、市町、保健所

○新型コロナウイルス感染症の影響により埼玉県
新型インフルエンザ等対策訓練が中止となったた
め、未実施。

令和２年度 令和３年度

実施主体

保健所、埼玉病院との連携確立。他の地域基幹病
院との連携強化。当該患者の治療についての協
定。他の機関病院及び医師会との連携強化。

朝霞地区４市の病院歯科と災害発生時の口腔疾患
患者の受け入れについての連携構築

新型コロナウィルス感染症の影響で連携会議未開
催で具体的なシステムはまだ出来ていない

実施主体

COVID-19 の状況下において災害対策委員会を設
置。ワクチン調整などへの積極的参加体制を構築
した。
地域内の学校の保健衛生を担う学校薬剤師のため
に、消毒や換気等新しい情報を会のホームページ
等で提供した。

重点取組

目標

主な取組

・　健康危機管理関係機関の連携体制の構築

・　健康危機管理情報の収集、分析及び提供体制の充実

・　自主管理体制整備の推進

健康危機発生に備え、平常時から医療機関・検査機関・消防・警察・市など関係機関等と連携体制を強化し、健康危機発生予防のための
普及啓発に努めます。また、健康危機発生時には、迅速かつ的確な情報収集、分析及び情報提供体制の充実を図ります。

第７次埼玉県地域保健医療計画　南西部保健医療圏　重点取組　進捗状況（実績）調書(その３）

・　健康危機管
理関係機関の
連携体制の構
築

取組内容・実績 進捗状況

健康危機管理体制の整備充実

主な取組

・朝霞、和光、新座市におけるワクチン集団接種に
主には薬剤調整のために参加。
・5月～11月まで、毎月のべ100名以上の薬剤師を
派遣した。

薬局でコロナ感染の無料検査が開始された。対象
は無症状者ではあるが、現実的には陽性者も出
る。オミクロン株の流行で、薬局でどのように対応し
ていけるか課題。

課題・問題点

○新型コロナウイルス感染症拡大による医療従事
者等へにワクチン接種体制の構築
〇朝霞地区PCRセンター事業の実施
○朝霞地区災害医療連絡協議会を開催し、医師
会、四市担当課（防災危機管理部門、健康管理部
門）、消防、保健所等災害医療関係講演会及び情
報収集、連携強化を図る

○新型コロナウイルス感染症等に関して
・新型コロナウイルス対策本部会議等の開催

○新型コロナウイルス感染症等に関して
・新型コロナウイルス対策本部会議等の開催

○新型コロナウイルス感染症の影響により埼玉県
新型インフルエンザ等対策訓練が中止となったた
め、未実施

〇想定通りにいかないことも多く、様々な問題が出
てくるため、対応に追われ予防活動が十分にできて
いない。

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、対策
本部を設置し、必要時には連絡調整を行い、関係
機関と連携をとりながら対応をした。

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、対策
本部を設置し、必要時には連絡調整を行い、関係
機関と連携をとりながら対応をしている。

○新型コロナウイルス感染症拡大に伴い迅速な新
型コロナワクチン接種体制（個別・集団）の構築、円
滑な実施運営
○朝霞地区PCRセンター事業の実施運営
○集団接種会場への医師・看護師の派遣

○四市行政と新型コロナワクチン追加接種（3回目
接種）、小児への接種体制の構築・推進
○病院の新型コロナウイルス感染症患者対応の支
援
○在宅療養者対応医療機関への支援

○災害発生時に避難所を開設する市職員、町内会
等と合同で、新型コロナウイルス感染症避難所開
設・運営訓練を実施（R2.7.29）
○福祉避難所となる福祉施設で、施設職員、埼玉
県、市の３者合同で、埼玉県内初の災害発生時に
おける福祉避難所設置・運営訓練を実施(R2.11.2)

○14箇所で、避難所を開設する市職員、町内会等
と合同で、新型コロナウイルス感染症避難所開設・
運営訓練を実施（R3.5～6）
○要配慮者も感染症対策を万全にしながら参加し
た福祉避難所開設・運営訓練を実施（R3.7.29）
○災害発生時における濃厚接触者の情報提供に
ついて、朝霞保健所と協議し連絡体制の構築

○福祉避難所においては、ダンボールベッドの配備
等が課題として挙げられた。
○濃厚接触者の情報提供については、災害の規模
に応じて、情報提供できるタイミングが定かではな
いことや、陽性者専用の避難所の確保が課題。

町内の新型コロナウィルス感染症予防対策を検討
すべく、新型コロナウィルス感染症対策本部会議を
行った（令和2年度は21回実施）

引き続き、新型コロナウィルス感染症対策本部会議
を18回（R4.3.9時点・持回り含）を実施。関係機関と
連携し、対策を協議し実施した。

小規模自治体のため、マンパワーが不十分であ
る。担当課だけでなく、町全体での連携体制の構築
について再考が必要。

11 / 25 ページ

通番47



令和２年度 令和３年度
実施主体

取組内容・実績 進捗状況
主な取組

課題・問題点

入間東部地
区事務組合
消防本部

朝霞保健所

朝霞地区
医師会

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

志木市

和光市

新座市

ふじみ野
市

〇新型コロナウイルス感染症対策物品の購入
〇救急用品の整備
〇熱中症対策物品の購入

〇新型コロナウイルス感染症対策物品の購入
〇救急用品の整備
〇熱中症対策物品の購入

令和２年度に引き続き歯科医師会内での感染症対
策委員会を随時Webにて開催、マニュアルを作成
し、朝霞地区４市内での会員および医療従事者の
感染発症時に迅速に対応出来る体制強化を行っ
た。

新型コロナウイルス感染症に関し、医師会、医療機
関等の関係機関と情報共有（WEB会議）を実施し
た。

　新型コロナウイルス感染症に関し、医師会、
医療機関等の関係機関と情報共有（WEB会
議）を実施した。
　新型コロナウイルスワクチン接種体制につ
き、管内医師会、市町及び医療機関と情報共
有、連絡調整を行った。
　南西部保健医療圏における健康危機管理訓
練及び研修会を令和4年1月20日に開催予定
であったが、新型コロナウイルス感染拡大のた
め中止した。令和4年度以降、再度開催予定。

　感染症流行下で、関係機関との更なる連携が必
要だが、一堂に会することが困難。今後もWEB会議
等の活用に努める。

薬局の偏在があり、志木市での対応力が弱い。

・　自主管理体
制整備の推進

○新型コロナウイルス感染症物品の購入
○新型コロナワクチン接種体制に検討
○朝霞地区医師会ホームページを活用した安否確
認、通信訓練の実施の検討

○新型コロナワクチン接種（医療従事者等）及び住
民接種について、四市担当課と連携推進
○新型コロナウイルス感染症、ワクチン関連情報に
ついて、迅速な情報提供体制の構築

【保健センター】
〇新型インフルエンザ業務継続計画、新型コロナウ
イルスワクチン接種計画の策定中

【保健センター】
〇新型コロナウイルスワクチン住民接種関連の情
報発信
【危機管理室】
災害時における初動対応（一時避難所）訓練を実
施。（市内小中学校と総合体育館の計13か所）
対象者：各施設の初動要員

・埼玉県薬剤師会より要請があり「薬剤師災害リー
ダー研修」に2名参加
・災害委員会の中にワクチン対応委員会を設置

・今年度も「薬剤師災害リーダー養成研修」に2名参
加
・災害委員会が中心となって体制を構築する。
・ワクチン対応委員会が中心となり、安心安全なワ
クチン供給についての手順検討や情報共有を行っ
た。

【保健センター】
〇新型コロナウイルスワクチン対応により、新型イ
ンフルエンザ業務継続計画の策定が滞っている。

○新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）、小児
への接種体制の構築・推進の情報提供
○病院の新型コロナウイルス感染症患者対応の支
援、情報交換
○在宅療養者対応医療機関への支援、情報交換

歯科医師会COVIT19対策委員会を組織し、患者の
受け入れ及び医療関係者発症時のマニュアル作
成。

防災訓練の実施；11月8日(日）
全庁職員（新型コロナ感染拡大のため机上訓練含
む）
医療救護班；主に消防と合同でブラインド訓練実施
（感染者の被災を考慮して実施）

〇新型コロナウイルス対策に係る住民接種体制の
構築。

〇新型コロナワクチン住民接種を実施。

【令和２年度第９回ふじみ野市総合防災訓練】
今般の新型コロナウイルス感染症患者発生状況下
において、管轄地域内で震度６弱の地震が発生。
市内全域にわたり家屋の全半壊等、大きな被害が
ふじみ野市発生したため、避難時の負傷等、住民
に対する応急処置を保健センター医療救護班と連
携して実施したもの。

　訓練想定を３想定設定し、共通点は発熱症状及
び震災前のＰＣＲ検査実施で検査結果については
結果待ち状態とした。保健センターにおいては、救
護所において検温及び問診の実施することで、疑
い者と接触防止観点から待機場所や搬入導線の検
討がされていた。また、保健センター医療救護班に
おいては救護所開設とともに、標準予防策の徹底
を図る。
　消防本部との連携では、１１９番通報時に傷病者
に対する口頭によって行われる応急手当について、
適切な手当とともに感染防止対策を指導するかを
本訓練主眼する。

防災訓練の実施；11月14日（日）
医師会・歯科医師会・薬剤師会
消防・警察・自衛隊・自治会
全庁職員
医療救護班；主に医師会・歯科医師会・薬剤師会と
避難所開設訓練実施

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による避難
所運営の検討が必要。

　今般のような感染症流行下では、通常の感染防
止対策に加えた対策が必要となり、行動や動きに
制限が生じた。避難所という不特定多数が集まる場
所においては、適切かつ定期的な消毒が必要と
なってくるため、通常より時間及び人員の確保が課
題であった。
　世界的な流行による感染防止対策資器材の確保
困難も保健センター運営関係者から課題である意
見があった。
　また、感染対策による季節的な環境の影響につい
ても検討する必要がある。

〇新型インフルエンザ等対策に関する庁内危機管
理実進体制（会議体）を見直し、会議体を集約した。

○令和２年度の見直し結果を庁内に周知した。
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令和２年度 令和３年度
実施主体

取組内容・実績 進捗状況
主な取組

課題・問題点

朝霞地区
医師会

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

三芳町

朝霞保健
所

志木市

新座市

埼玉県南西
部消防本部

朝霞保健所

○新型コロナウイルス感染症対策及びワクチン接
種、在宅診療にに関する病院、保健所、在宅診療
所との情報交換を定期的に実施

○感染者増加時の病院、在宅診療体制に関する
ルール作り、迅速な情報交換及び情報提供の実施

災害時小児周産期医療提供体制のためのマニュア
ル等を埼玉病院の協力により検討した。

災害時小児周産期医療提供体制のための研修会
を埼玉病院の協力により開催し、関係機関との連
携を図った。マニュアル等を作成し、関係機関に配
布した。

今後も小児周産期医療機関及び関係機関の連携
を進めていく。

コロナで翻弄された1年となってしまったが、今後は
地震や水害時などの対応をより進める必要がある。

新型コロナウイルス感染症対策
・新型コロナウイルス感染症拡大予防のための啓
発活動を実施
○インフルエンザ等感染症の予防啓発
・インフルエンザや感染症予防について、市民への
啓発活動を実施
・必要物品、消耗品の準備
○熱中症対策
・熱中症について、市民への啓発活動を実施
・クールオアシスの設置及び熱中症対策物品の配
備
○蚊媒介感染症対策
・蚊媒介感染症について、市民への啓発活動及び
関係部局との調整を実施

新型コロナウイルス感染症対策
・新型コロナウイルス感染症拡大予防のための啓
発活動を実施
○インフルエンザ等感染症の予防啓発
・インフルエンザや感染症予防について、市民への
啓発活動を実施
・必要物品、消耗品の準備
○熱中症対策
・熱中症について、市民への啓発活動を実施
・クールオアシスの設置及び熱中症対策物品の配
備
○蚊媒介感染症対策
・蚊媒介感染症について、市民への啓発活動及び
関係部局との調整を実施

他組織からの情報収集強化と共に歯科医師会内の
情報伝達体制の強化徹底

○新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症
に関する情報を速やかにホームページに掲載

・今年度もホームページを利用した発信を継続して
いる。
・ワクチン支援薬剤師の募集もホームページで行
い、多くの支援があった。

・　健康危機管
理情報の収
集、分析及び
提供体制の充
実

歯科医師会内の情報伝達システムを活用し災害発
生時の安否確認等、会員の歯科医療提供体制の
把握できるシステム整えるとともに日本歯科医師
会、埼玉県歯科医師会からの情報を行った。

新型コロナウィルスに関する情報は情報量が多く、
情報の選定を行わないと却って混乱する可能性が
ある。

【保健センター】
〇新型コロナウイルスワクチン住民接種関連の情
報発信（広報・ホームページ・ポスター・チラシ等）。

【保健センター】
〇新型コロナウイルスワクチンに関する情報が随時
変更されるため、市民からの問い合わせに対応す
るため、内部での情報共有を徹底する必要がある。

○新型コロナウイルス感染症対策に関して、国、埼
玉県、四市行政と連携、情報交換
○四市行政と新型コロナワクチン接種体制の円滑
な実施に向けた体制構築

地域医療の最前線で、医療提供体制確保のために
新型コロナウイルス感染拡大防止の取組をしてい
る医療機関・薬局等の支援を目的として、支援金を
交付した。

〇インフルエンザや感染症に関する情報をホーム
ページや広報へ随時掲載している。
〇公共施設にポスターやチラシを設置している。

〇インフルエンザや感染症に関する情報をホーム
ページや広報へ随時掲載している。
〇公共施設にポスターやチラシを設置している。

一般や会員向けにCOVID-19 関連に情報を出来る
だけ早くホームページ上に掲載するように努めた。

〇令和２年度も継続して情報提供を行った。 〇令和３年度も継続して情報提供を行っている。

【保健センター】
〇インフルエンザや新型コロナウイルス等感染症に
関する情報を随時ホームページや広報、ポスター
掲示等で周知した。

〇災害時活動マニュアル（医療班編）の作成が未着
手

〇災害時活動マニュアル（医療班編）の作成が未着
手

○新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症
に関する情報を速やかにホームページに掲載

　新型コロナウイルス感染症に関する県民への情
報をホームページに掲載した。

〇新型コロナウイルス感染症の予防のため、保健
所をはじめとする関係機関と連携をとりながら、情
報収集を行い、ホームページや広報で情報提供を
実施しています。

その他

〇すべての市民に対し、タイムリーに情報を提供す
ることができていない

新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症に
関する情報をホームページや広報に掲載した。

引き続き、新型コロナウイルス感染症をはじめとす
る感染症に関する情報をホームページや広報に掲
載する。

「熱中症対策」として、ホームページ等で予防対策
や応急手当について掲載し、注意を呼びかけた。

「熱中症対策」として、ホームページ等で予防対策
や応急手当について掲載を継続している。

　新型コロナウイルス感染症に関する最新情報を
ホームページに掲載した。

　新型コロナ自宅療養証明書についてホームペー
ジに掲載し、多くの方に周知した。代表メールへの
問い合わせも増えた。

〇新型コロナウイルス感染症の予防のため、保健
所をはじめとする関係機関と連携をとりながら、情
報収集を行い、ホームページや広報で情報提供を
実施しています。
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朝霞地区
医師会

東入間医
師会

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

第７次埼玉県地域保健医療計画　南西部保健医療圏　重点取組　進捗状況（実績）調書(その４）

医療機関と在宅の連携体制が不充分な中での体制
構築の為、合意形成に時間を要する

主な取組
・　患者を支える多職種連携システムの確立

地域包括ケア支援室との連携強化
入退院ルール作成会議への参加
朝霞地区在宅歯科医療推進窓口の強化

・在宅歯科推進拠点を中心とした連携の構築
・病院アセスメントへ参加する会員の増加を通じて
の連携体制の構築
・入退院支援ルール作成への参画、手引きの会員
への配布
・推進窓口への依頼は増加した

重点取組 在宅医療の推進

目標
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
常生活を支える在宅医療を推進します。

・　在宅医療関係機関の連携体制の構築

・　在宅医療に関わる医療や介護の人材育成

実施主体 医師会、歯科医師会、薬剤師会、市町、保健所

主な取組

2市1町内の9医療機関の協力を得て、支援ベットを
登録医が患者の短期入院のために利用。
2市1町の行政や地域内の介護関係者等と医療と介
護連携の会を開催。MSCを利用した医療と介護の
連携を推進。

実施主体
取組内容・実績 進捗状況

令和２年度 令和３年度

課題・問題点

支援ベットの継続と行政と入退院ルールの制度化に
向けての会議の開催

〇入退院支援ルールの構築
〇各市在宅医療関係の会議研修会へ参加
○朝霞地区小児在宅医療提供（ASZ）システムのマ
ニュアルの県内、都内の主要病院へ周知

○在宅医療・介護連携代表者会議の開催（ZOOM）
○医療介護連携お助けガイドの配布
○朝霞地区入退院支援の手引きの配布（朝霞地区
地域包括ケア支援室（医師会）、朝霞地区4市）

集合しての協議ができなかった。コロナ対策の為、
アセスメントを休止する病院が多かった。

〇朝霞地区在宅医療介護連携推進会議を開催し、
朝霞地区四市の医療介護連携に係る共通課題を協
議した。（年4回）
〇地域包括ケア支援室・朝霞地区四市担当者連絡
会議（月１回の定期開催）
〇訪問看護ステーション推進メンバーの会の実施
（隔月開催）

〇朝霞地区在宅医療介護連携推進会議の活性化

・H30年度作成の「在宅医療支援薬局リスト」を定期
的に更新し、薬剤師会ホームページに掲載している
・「朝霞地区入退院支援の手引き」を配布し周知を
図る

・地域連携薬局は在宅の実績が求められる。
・「朝霞地区入退院支援の手引き」の周知徹底
・連携ツール（MCN等）の検討

・外来（かかりつけ薬剤師）➔入院➔在宅の連携の
在り方

○入退院支援の手引き（ルール）を年度当初に配布
しているが活用している機関は少ない。連携の一つ
のツールとしての活用の推進と評価をどのように進
めていくかが今後の課題
○ケアカフェ等、医療・介護職の交流の機会を通し
て実際の連携がスムーズにできていたケースも多
かったが、コロナ禍で困難になっている。
○医療（特に病院医師）との連携が困難と感じてい
る介護職が多い（志木市ニーズ調査より）

・地域課題について、すべての関係団体が把握して
いるわけではなく、課題の共有に至っていない。
・多職種研修会については、すべての関係職種に案
内しているところであるが、一部の職種の参加率が
低いのが現状である。周知方法や開催時間等の工
夫が必要である。

・　在宅医療関
係機関の連携
体制の構築

○在宅医療・介護連携推進会議の開催（年1回）
○在宅医療・介護連携推進事業に係る研修会及び
情報交換会（年1回）
○在宅医療・介護連携推進事業に係るケアマネ
ジャー向け研修会の開催（年2回）

○在宅医療・介護連携推進会議の開催（年２回）
○在宅医療・介護連携推進事業に係る研修会（年1
回）
○在宅医療・介護連携推進事業に係る多職種合同
研修及び意見交換会（年1回）
○在宅医療・介護連携推進事業に係るケアマネ
ジャー向け研修会（年1回）

・顔の見える関係はできてきたが、実際の連携には
つながっていないこと。
・日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、看
取りの4つの場面における目標を設定し、共通認識
を持って事業を進めていくこと。

○在宅医療・介護連携代表者会議の開催（３回う
ち、２回は書面）
○医療介護連携お助けガイドの更新
○入退院支援ルールの作成

（郡市医師会を同じくする二市一町共同で事業実
施）
〇在宅医療と介護に携わる各関係機関による会議
を年２回（うち１回はオンライン形式）開催。
〇在宅医療及び介護関係者の連携推進と、支援体
制の構築に向けた多職種研修会をオンライン形式
で２回開催し、グループワークも行った。
〇医療機関及び介護事業所の所在地等を取りまと
めた『在宅医療と介護ガイドブック』の改訂に向け
て、掲載されている情報の確認と修正を行った。

（郡市医師会を同じくする二市一町共同で事業実
施）
〇在宅医療と介護に携わる各関係機関による会議
を年３回（オンライン形式）開催。
〇在宅医療及び介護関係者の連携推進と、支援体
制の構築に向けた多職種研修会をオンライン形式
で２回開催し、うち１回はグループワークも行った。
〇医療機関及び介護事業所の所在地等を取りまと
めた『在宅医療と介護ガイドブック』の改訂を行った。

【長寿あんしん課】
・地域支援事業として、朝霞地区４市で「医療・介護
連携拠点」を医師会に委託した
・朝霞地区４市で協働し、「入退院支援ルール」を策
定

【長寿あんしん課】
・入退院支援ルールの普及啓発のため、市内関係
機関に冊子を送付し、地域包括ケア支援室を中心と
し普及啓発用動画を作成しYouTubeで公開した
・ICTの活用については進んでいない

【長寿あんしん課】
・医療・介護連携拠点（地域包括ケア支援室）の相
談業務機能について有効な活用ができていない。
・ＩＣＴをさらに介護や医療の事業者に普及する必要
があった。

・医療介護資源マップの作成
・朝霞地区地域包括ケア支援室及び朝霞地区４市
担当者会議の開催
・朝霞地区入退院支援ルール完成
・市内在宅医療介護連携推進会議（書面）
・お薬手帳ワーキンググループ

・市内地域包括支援センターでのＭＣＳ運用開始
・市内医療・介護資源リスト作成に向けた取組
・朝霞地区地域包括ケア支援室及び朝霞地区４市
担当者会議の開催
・朝霞地区入退院支援ルールの普及に向けた取組

・コロナ禍の中で在宅医療機関連携の必要性が高
まっている現状がある。
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地域住民、医療、介護に関わる相談。MCSの活用。
相談窓口の継続。多職種、コメディカルのMCS活用
が増加。

医師会員以外の在宅診療を実施している医師との
連携。

MCSへの参加推進
地域ケア会議への参加
・オンラインによる患者情報の共有
・介護施設での定期的口腔ケアチェック、指導

地域ケア会議の開催方法が一定でなく、対面、オン
ライン、書面となっている。連携構築には対面が必
須である

○在宅緩和ケア連携構築事業の検討
  （緩和病棟、薬剤師、栄養士、訪問看護師、地域包
括支援センター、居宅介護事業所等の連携）
○朝霞地区小児在宅医療提供システム（ＡＳＺシス
テム） による小児の在宅医療体制を実施保健所、
各市関連担当課、医師会の年1回の会合による連
携強化

〇入退院支援ルール構築後のアンケート調査実
施。（医・歯・薬・訪問看護ST・地域包括支援セン
ター・居宅介護支援事業所・介護サービス事業所）
795箇所へ実施。
〇在宅緩和ケア研修会の実施

〇朝霞地区入退院支援ルール定着のための普及
啓発方法が課題
〇在宅緩和ケアにおける連携の課題

・「朝霞地区入退院支援の手引き」を配布し周知を
図る
「地域ケア会議」専門職アドバイザーとしての参加
・地域包括ケアシステムへの薬局の参画

○多職種連携の会議を定期的に開催（年3回、
WEB）
○入退院支援ルール策定・構築に向けた会議を8回
開催（うち4回はＷＥＢ,2回は年度内実施予定）
○顔の見える関係づくりのため、多職種連携の研修
（グループワーク）をＷＥＢで実施（年2回）
〇入退院支援ルールを周知・定着のため、介護支
援専門員に対する研修会を開催（２回）
○緩和ケア研修会をＷＥＢで実施予定（1回、医師会
主催）
○在宅医療と介護ガイドブック（情報ツール）を関係
機関に配布済み。

・　患者を支え
る多職種連携
システムの確
立

○医療職、介護職の地域包括ケア支援室に対する
認知度が低く、活用されていない。

○情報連携に向けた作業部会の開催（年5回）
○入退院支援ルール作成会議（朝霞地区合同　年7
回）

○情報連携に向けた作業部会の開催（年６回）
○医療機関及び地域包括支援センターによる譲歩
連携シートの試験的運用（約3か月間）

○多職種連携の会議を定期的に開催（年2回、1回
はコロナ禍で中止）
○入退院支援ルール策定・構築に向けた会議を4回
開催（うち2回はＷＥＢ）
○顔の見える関係づくりのため、多職種連携の研修
（グループワーク）をＷＥＢで実施（年2回）
○緩和ケア研修会をＷＥＢで実施（1回、医師会主
催）
○在宅医療と介護ガイドブック（情報ツール）の内容
を見直し。

医療介護連携や入退院支援ルールの策定はコロナ
禍において益々重要であるため、会議・研修は中止
とせず、新しい生活様式や感染対策を取って継続し
て実施。
多職種連携研修では、参加者が固定化してきている
ので、新規参加者を増やしていくことが必要。

・試験的運用後の評価を実施し、改善点等を作業部
会で確認した後、来年度再度試験的に実施予定
・紙媒体になるため、シート作成の意図や目的につ
いて普及啓発が必須

健康サポート薬局、地域連携薬局には健康サポート
薬剤師研修修了者の配置が必須要件となってい
る。研修の多くは、地域連携、多職種連携について
であり、薬剤師は地域や多職種との繋ぎの役割と位
置づいている。

・健康サポート薬剤師の養成。
・地域連携薬局の増加

○在宅医療・介護連携代表者会議３回開催
○朝霞地区医師会への委託による地域包括ケア支
援室の設置

○在宅医療・介護連携代表者会議の開催
○朝霞地区地域包括ケア支援室の設置・運営

・朝霞地区全体での取組を、４市それぞれの取組と
連動しながら行っていく必要がある.

【長寿あんしん課】
・朝霞地区医師会への委託による地域包括ケア支
援室の設置運営
・入退院支援ルールの策定

【長寿あんしん課】
・朝霞地区医師会への委託による地域包括ケア支
援室の設置運営
・入退院支援ルールの普及啓発

・朝霞地区地域包括ケア支援室の設置運営
・市内在宅医療・介護連携推進会議（書面）
・朝霞地区医師会医療・介護連携部会の開催

・朝霞地区地域包括ケア支援室の設置運営
・市内在宅医療・介護連携推進会議については、朝
霞地区地域包括ケア支援室が主催している朝霞地
区在宅医療・介護連携推進会議に拡大移行。

郡医師会、歯科医師会、薬剤師会、リハビリサポー
トセンター、ケアマネジャー、地域包括支援センター
等の医療・介護関係者による、医療と介護連携会議
を年2回実施。

郡医師会、歯科医師会、薬剤師会、リハビリサポー
トセンター、ケアマネジャー、地域包括支援センター
等の医療・介護関係者による、医療と介護連携会議
を年3回実施。

新型コロナ流行時の利用者や家族への対応方法や
濃厚接触者への支援など。

（郡市医師会を同じくする二市一町共同で事業実
施）
〇地域医療・介護相談室（在宅医療連携拠点）の作
成した入退院支援シートの素案を基に、東入間地区
の病院管理者、東入間医師会、地域医療・介護相
談室、行政担当者で会議を開催し、入退院支援
ルール策定に向けた方向性を確認。その後、入退
院支援シートの運用やルール策定のための継続的
な会議を実施した。

全ての医療機関及び介護事業所において、足並み
をそろえた運用が行えるまでには、まだ時間を要す
と思われる。

○ＭＣＳ（連携ツール）に市として加入し、圏域の医
療介護のやり取りを把握。

○ＭＣＳ（連携ツール）に市として加入し、圏域の医
療介護のやり取りを把握。
〇入退院連携ガイド（案）を作成し、関係機関等への
周知を図る。（介護支援専門員向け研修会２回、病
院への出前講座２回）

在宅医療を行う医師が増えない。在宅医療の担い
手を増やす必要がある。
入退院支援ルールの確立に向けて、関係者への周
知・協力・理解を求めていく。

（郡市医師会を同じくする二市一町共同で事業実
施）
〇昨年度から検討している入退院時連絡シートの素
案を含めた入退院時連携ガイドの素案を作成し、東
入間地区の医療関係者及び介護関係者双方でワー
キングチームを立ち上げ検討を行った。現在は試行
的に運用を開始している。

【長寿あんしん課】
・MCSなどICTの活用した連携システムの検討

今後も関係機関の会議等に参加して情報共有を図
る。

医師会主催の地域包括ケアに関する会議及び研修
会に保健所として参加。

医師会主催の地域包括ケアに関する会議及び研修
会に保健所として参加。

ＩＣＴを活用した連携システムとして、ＭＣＳを活用。 ＩＣＴを活用した連携システムとして、ＭＣＳを活用。 MCSの利用促進。
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○市内介護保険事業所の職員を対象に、自立支援
に関するＷＥＢ研修会を開催（１回、56人参加）

埼玉県薬剤師会で継続して実施されている「在宅
STEP UP研修」で要介護高齢者へのアプローチ方
法や終末期医療、がん緩和ケアなどについても学
び、地区の薬剤師の多くが継続的に参加している。
在宅医療に関する冊子も配布されている。

・県薬剤師会主催「令和3年度在宅ステップアップ6
研修」2020.10.3　終末期ケアへの関わり
・県薬剤師会において、終末期在宅と緩和医療に係
る冊子作成中
・在宅医療・介護連携推進会議や医療・介護者向け
研修会及び情報交換会等への参加

○人生の最終段階における医療・介護を担う人材育
成の為、スタッフ研修会、映画上映会の開催⇒新型
コロナ流行のため中止
○Web研修への参加
・NPO全国連携実務者ネットワーク主催：医師会が
進める在宅医療・介護連携推進事業を考える会
・埼玉県在宅医療連携拠点協議会第２回研修会

〇人生の最終段階における医療・介護の研修会
（WEBによる映画上映会）を開催
〇ACP普及啓発講師人材バンク登録事業実施
〇新型コロナウイルス感染症に対応するための訪
問看護研修会の開催
〇Web研修参加
・NPO全国連携実務者ネットワーク主催：医師会が
進める在宅医療・介護連携推進事業を考える会
・日本在宅医療連合学会
・埼玉県在宅医療連携拠点協議会第３回研修会

引き続き、人材育成を図る。

その他

・　在宅医療に
関わる医療や
介護の人材育
成

オンラインによる研修会の開催
オンラインでの研修は研修方法としては優れている
が、対面に比べると多職種の連携構築がしにくい。

○介護の担い手入門的研修の実施（訪問型サービ
スAの担い手を養成（22人）
○認知症ケア向上に向けた介護保険事業所職員に
対する研修を実施。（1回、38人参加）
○市内介護保険事業所の職員を対象に、自立支援
に関するＷＥＢ研修会を開催（１回、25人参加）

・受講者の就労にもなかなか結びつかないので、担
い手の発掘・養成の方法も引き続き検討が必要
・医療側、介護側の相互理解が不十分で、退院時の
医療と介護の連携が上手くいっていない。

小児在宅医療についての研修会の実施

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
講演会等は中止。
○広報にフレイル予防についての記事を掲載。自身
の健康状態に関する注意喚起やかかりつけ医への
相談を呼びかけ。

○ACP普及啓発座談会の開催（年1回）
・ACPの必要性や統一した伝達内容の整理が必要
なこと
・広く周知するために人材の育成等が必要なこと

・在宅に係る薬局（指標として：在宅調剤加算）や地
域連携薬局の増加

〇介護職員初任者研修の実施
研修最終日に市内介護事業者による合同説明会を
予定していたが、新型コロナウイルス感染による緊
急事態宣言期間中であったため開催できず、資料
のみ修了生に配布した。

○朝霞地区医師会への委託による地域包括ケア支
援支援室の設置（朝霞市・志木市・新座市・和光市
の協定により委託）

市民向けACP普及啓発講話の開催（予定）

【長寿あんしん課】
・ACP普及啓発人材バンク登録制度に則り、専門職
向けに１回、市民向けに２回講座を実施する
・地域包括ケア支援室と共に4市で介護・医療職向
けの在宅緩和研修会、コロナに対応するための介
護職向け研修会、訪問看護職向け研修会を実施
・市民向けの介護に関する入門的研修を実施

【長寿あんしん課】
・ACPの概念を幅広く普及啓発するため、地域の中
で核となる人を発掘し、事業展開を検討する
・介護人材の募集・育成

・市内包括圏域の各地区においてＡＣＰの普及啓発
を目的とした出前講座を実施。

・市民のエンディングノート等、ＡＣＰに対しての関心
が高く、引き続き普及啓発継続の必要あり。

医療と介護多職種研修会を年2回実施。 医療と介護多職種研修会を年2回実施。
研修会参加者の偏りを解消するための参加しやす
い研修会の開催方法。

・市内居宅介護支援事業所及び地域包括支援セン
ター職員を対象にＡＣＰに関する動画を視聴する研
修を実施。

・市内の医療・介護関係者を対象に切れ目のない入
退院支援をスムーズに行うことを目的とした参集型
の研修会を実施。

・入退院時の医療機関と居宅介護支援事業所の迅
速かつ適切な連携が十分にできているとは言えない
状況がある。

〇自立支援型地域ケア会議５回開催、地域ケアエリ
ア会議１９回開催　※それぞれOJTの機会としても
活用
○自立支援型地域ケア会議スキルアップ研修の開
催（対象：ケアマネジャー）　３２人参加

○介護職向けACP研修（予定）
○自立支援型地域ケア会議スキルアップ研修の開
催
〇自立支援型地域ケア会議、地域ケアエリア会議
の開催　※それぞれOJTの機会としても活用

人材育成につながる事業への主体的な参加者は固
定化している。

【長寿あんしん課】
・感染症防止のため、研修会等は実施できず。

・市内ワーキンググループにより新座市版エンディン
グノートを作成。

○朝霞地区医師会への委託による地域包括ケア支
援支援室の設置（朝霞市・志木市・新座市・和光市
の協定により委託）

・地区で統一した内容等の整理や相談機能の充実
を図っていくこと

○市民を対象とした在宅医療に関する啓発講座を
実施。（1回、31人）

○市民を対象とした在宅医療に関する啓発講座を
実施。（1回、65人）
○市報11月号にACP特集記事を掲載した。

市民に対して在宅医療やACPに関する周知・理解
がますます必要になるため、普及啓発を継続実施。

〇介護職員初任者研修の実施
〇介護に関する入門的研修の実施
今年度の介護職員初任者研修（２４名修了予定）、
及び入門的研修（１９名修了）の修了生だけでなく、
過年度の研修修了者も対象とした、市内介護事業
者による合同説明会を開催することとしており、人材
の育成に努めている。

・研修申し込み者をいかにして増やしていくか、ま
た、研修修了者の就職率をいかにしてあげていく
か、が課題となっている。
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 リーフレット作成 リーフレット作成 健康教室等での啓発活動が出来なかった

第７次埼玉県地域保健医療計画　南西部保健医療圏　重点取組　進捗状況（実績）調書(その５）

取組内容・実績 進捗状況

今後高齢化に伴い増加する疾病対策

健康で自立した生活を送る期間をできる限り伸ばすよう、生涯を通じた生活習慣病対策を推進します。職域保健と連携し、生きがいを持っ
て暮らす高齢者が地域に増えることを目指します。また、生活習慣病予防、高齢者対策の観点から歯や口腔の健康状態を保持増進する取
組を促進します。

主な取組 実施主体

同左の会議を03/11/9に開催し、特定健康診査、診
療情報提供事業、各種がん検診等の実施状況につ
いて、意見交換をした。

診療情報提供事業なども含め、更なる受診率の向
上対策。

主な取組

・　生活習慣病予防など健康づくり対策の推進

重点取組

目標

実施主体

【健康づくり課】
○各種健康診査
・受診率の向上を図るため、受診勧奨の実施。周知方法等の検討
○各種保健指導
・実施率の向上、指導成果を上げるための内容や手法の検討、指導後の評
価の実施
○各種健康教育
・対象者に興味をもってもらえる企画・立案
・市民と協働した事業の企画・運営
・働く世代の参加を促す取組について検討
・教室等の保健事業への参加のみでなく、自主的に取組める体制づくり
○各種がん検診
・受診しやすい環境（体制）づくり
・要精密検査判定者への受診勧奨
・受診率の向上
○たばこ対策
・喫煙率を指標とした評価の実施
・受動喫煙に関する情報提供、知識の普及啓発
○健康手帳・健康ファイルの交付
・有効に活用してもらえるような交付の仕方の工夫
・事業等での活用
○あさか健康プラン21（第2次）
・国の健康日本21（第2次）と、県の健康埼玉21と整合を図り策定
・目標達成に向けた事業展開及び進捗管理

【保険年金課】
〇コロナ禍の影響で、集団健診の申込者が大幅に減少し、個別健診へ移行
している状況がみられる。
〇特定保健指導実施率は、市町村平均以下の状況が続いている。

健康サポート薬局（県内170ヵ所　朝霞地区8ヵ所）
地域連携薬局（県内10ヵ所　朝霞地区5ヵ所）
健康の拠点、地域連携の拠点として十分な数に
至っていない。

〇新型コロナウイルス感染症により受診率減
少
〇生活習慣病重症化予防対策事業の協力医
療機関を増やして、事業の推進をする
〇実施医療機関に四市の特定健診等の実施
状況を周知

・　糖尿病対策の推進

実施主体：市町、医師会、歯科医師会、歯科衛生士会、医療機関、保険者、保健所、事業所、商工会、健康づくり関係団体

・　歯・口腔の健康の維持・向上のための取組の推進

・　地域・職域保健の連携推進
・　介護予防の推進

H29年度、H30年度はポリファーマシー対策事業（埼
玉県委託事業）を実施した。R2年度は県薬剤師会
で事業の継続が予定されていたが、諸事情により
実施されなかった。

・埼玉県薬剤師会主導によるポリファーマシー事業
への参加
・健康サポート薬局を中心にした健康相談事業
・高齢者へのかかりつけ薬剤師推進
・地域連携薬局における地域包括ケアへの参画

令和２年度

○四市特定健診受診率向上キャンぺー ンへの協
力
○特定健診の連続受診者の医療費が抑えられてい
る結果から、引き続き実施率 の向上対策を推進
○医療機関にも連続受診者の医療費が抑えられて
いる結果を周知することにより実施率向上対策を推
進

令和３年度

課題・問題点

〇新型コロナウイルス感染症の影響により受診率
が大幅に低下。
〇生活習慣病重症化予防対策事業の協力医療機
関の増加していない。
〇特定健診等の未受診者、継続受診者の医療費
等の状況を実施医療機関に周知し更なる事業の協
力、受診率の向上を図る。

【健康づくり課】
○成人健康診査（生活保護受給者・30代ヘルスチェック）（267人・192人）
○30代へるす☆アップセミナー（0人）
○骨粗しょう症予防事業（検診・セミナー）（592人・0人）
○健康マイレージ事業（加入者1,855人）
○生活習慣病予防教室（2回･25人）
○各種がん検診、肝炎ウイルス検診
・胃がん
・子宮がん
・乳がん
・肺がん
・大腸がん
・前立腺がん
〇肝炎ウイルス検診（175人）
○健康相談（随時27人、業態者18人、その他0人）
○たばこ対策
○あさか健康プラン21推進事業（広報、健康づくりガイドブック）（広報へるす
☆アップ年4回）
○健康づくり講演会「「コロナうつ」にならないためのセルフケア」21人）
○健康ファイル・手帳交付事業（交付数390冊）

【保険年金課】
〇特定健康診査・特定保健指導　個別健診の実施　集団健診は中止
受診勧奨　勧奨通知は2回/年送付
特定保健指導は委託にて実施

【健康づくり課】
○成人健康診査（生活保護受給者・30代ヘルスチェック）（260人・318人）
○30代へるす☆アップセミナー（318人）
○骨粗しょう症予防事業（検診・セミナー）（914人・914人）
○健康マイレージ事業（令和4年3月1日時点加入者2,404人）
○生活習慣病予防教室（3回･48人）
○各種がん検診、肝炎ウイルス検診
・胃がん
・子宮がん
・乳がん
・肺がん
・大腸がん
・前立腺がん
〇肝炎ウイルス検診（150人）
○健康相談（随時72人、業態者0人、その他0人）
○たばこ対策
○あさか健康プラン21推進事業（広報「へるす☆アップ」年4回、健康づくりガ
イドブック）
○健康づくり講演会「今から始める熱中症対策～熱中症からカラダを守ろう
～」24人）
○健康ファイル・手帳交付事業（交付数762冊）

【保険年金課】
〇集団健診は、感染予防対策を講じて実施したが、申込人数の減により、実
施回数を5回から3回へ減らして実施した。
〇受診勧奨通知は2回/年送付
〇特定保健指導は令和３年度に初めて集団健診の場で同時に実施した。

富士見市、ふじみ野市及び三芳町と医師会役員と
の地域医療連携会議（02/11/10）を開催し、特定健
診の受診率などの情報を共有し、各種検診の受診
率向上促進に取り組んだ。令和元年度から県内で
は最初に緑内障検診を開始した。（ふじみ野市）

【健康政策課・健康増進センター】
○特定健康診査（個別・集団）
○特定保健指導
○集団健診結果説明会の実施
○各種がん検診（胃・肺・乳・大腸・前立腺・子宮頸がん・子
宮頸がんHPV）
○いろは健康ポイント事業
○地域の「しょく（食・職）場づくり」担い手育成による食育推
進事業（緊急事態宣言下ではオンラインで実施）
○健康Step　up講座
【生活援護課】
○被保護者健康管理支援事業として、健康診査の受診勧
奨を年4回保護だより（せせらぎ）にて行った。
○被保護者健康管理支援会議を関係機関（健康政策課・
健康増進センター）と年６回開催し、生活習慣病などで生活
の改善が必要な被保護者に対して栄養指導などの支援を
行った。（個別支援実施人数14人）

【健康政策課・健康増進センター】
○特定健康診査（個別・集団）
○特定保健指導
○集団健診結果説明会の実施
○各種がん検診（胃・肺・乳・大腸・前立腺・子宮頸
がん・子宮頸がんHPV）
○いろは健康ポイント事業
○ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全
国大会の代替イベント「それぞれウォーキング」開
催
○地域の「しょく（食・職）場づくり」担い手育成による
食育推進事業（緊急事態宣言下ではオンラインで
実施）
○健康Step　up講座
【生活援護課】
○被保護者健康管理支援事業として、健康診査の
受診勧奨を年６回保護だより（せせらぎ）にて行っ
た。
○被保護者健康管理支援会議を関係機関（健康政
策課・健康増進センター）と開催し、生活習慣病など
で生活の改善が必要な被保護者に対して栄養指導
などの支援を行った。

コロナ禍により、健（検）診の受診控えが見られ、ま
た各種健康づくり事業も中止・縮小となっていること
から、健康二次被害が懸念される。
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取組内容・実績 進捗状況
主な取組 実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点

和光市

新座市

富士見市

○特定健康診査
○特定保健指導
○特定保健指導未利用者対策（電話による勧奨）
○ヘルスチェック
○各種がん検診（胃がん、乳がん、子宮頸がん、肺がん、
大腸がん、前立腺がん）
○健康診査
○健康教育　生活習慣病予防教室
○健康相談
○健康マイレージ事業

〇コロナウイルス感染拡大防止のため、人数制限や実施
を延期・中止したりと対応した。今後についても、状況をみ
ながら実施方法など考えていく必要がある。

・　生活習慣病
予防など健康
づくり対策の
推進

【保健センター】
○個別健診と集団健診、国保集団健診を実施。
〇集団健診において、認知症検診を実施。
○集団健診実施日当日に特定保健指導分割実施を行い、
保健指導参加者の底上げを図った。
〇集団健診結果説明会を実施し、特定保健指導の分割実
施２回目及び新規対象者への特定保健指導の初回面談を
実施。
○小グループによる生活習慣病予防指導を行い、希望者
には同日に保健師や管理栄養士等による個別健康相談を
実施。
○集団健診結果説明会で、特定保健指導対象者には保健
センターの会場で参加勧奨をし、当日の参加が難しい場合
には後日委託事業者から特定保健指導参加勧奨通知を配
布。
○主に集団健診において、経年での健診結果をグラフ化し
て掲載し、検査数値の変化を理解しやすいよう工夫した。
〇Aiを活用し対象者の特性に合わせた受診勧奨通知を個
別送付。
○全委託の特定保健指導参加者特典として、健診の経年
検査結果をグラフ化した書式を見せながら特定保健指導を
実施。
○特定保健指導は1業者に委託し、健診時の特定保健指
導分割実施は健診業者に健診と保健指導分割実施を一括
して委託。
○健康相談員を配置し、脳梗塞、心筋梗塞での入院履○
健康相談員を配置し、脳梗塞、心筋梗塞での入院履歴の
ある方から対象者を抽出し、入院再発予防のための文書・
電話・面談による保健指導を実施。
○健康教育（運動中心の教室1コース）を実施。
〇埼玉県コバトン健康マイレージに共同参加し、市独自ポ
イント制度を付加したわこう健康マイレージ事業を実施。
○わこう食育推進店の登録を実施し、市内スーパー等で市
独自の基準で健康に配慮した商品やメニューを認定・推
奨。

【保健センター】
○個別健診と集団健診、国保集団健診を実施している。
〇集団健診において、認知症検診を実施している。
○集団健診実施日当日に特定保健指導分割実施を行い、
保健指導参加者の底上げを図る。
〇集団健診結果説明会を実施し、特定保健指導の分割実
施２回目及び新規対象者への特定保健指導の初回面談を
実施している。
○小グループによる生活習慣病予防指導を行い、希望者
には同日に保健師や管理栄養士等による個別健康相談を
実施している。
○集団健診結果説明会で、特定保健指導対象者には保健
センターの会場で参加勧奨をし、当日の参加が難しい場合
には後日委託事業者から特定保健指導参加勧奨通知を配
布している。
○集団健診受診者に対して、健診の経年検査結果をグラ
フ化して健診結果に記載して配布。
〇Aiを活用し対象者の特性に合わせた受診勧奨通知を個
別送付。
○特定保健指導は1業者に委託し、健診時の特定保健指
導分割実施は健診業者に健診と保健指導分割実施を一括
して委託している。
全委託による特定保健指導では、通知・電話・メール等で
の２回以上の参加勧奨を実施。
○脳梗塞、心筋梗塞の入院履歴のある方、健診結果で複
数の基準超えの数値がある方を対象に、疾病の発症・再
発予防のための情報提供、保健指導を実施。
〇埼玉県コバトン健康マイレージに共同参加し、市独自ポ
イント制度を付加したわこう健康マイレージ事業を実施。
○わこう食育推進店の登録を開始。市独自の基準で健康
に配慮した商品やメニューを認定・推奨している。
○ヘルスサポーターの養成（全5日間の講座1コース）。

【保健センター】
○コロナ禍での集団健診実施は２年目となり定員を
削減して、予約時間枠も細かく設定し実施した。新
型コロナウイルス感染予防を講じ、密集・密接・密
閉とならず多くの希望者が健診を受診できるよう体
制の整備が求められる。特定健診受診者数は減
少。また、個別健診の受診者数の減少が見られ、
かかりつけ医への対象者の受診勧奨への協力依
頼が必要。
〇かかりつけ医を持つ対象者を含むまだら受診や
連続未受診の当該年度未受診者の健診受診への
意識を高めるための受診勧奨方法をさらに検討。
〇特定保健指導の全委託により、主に個別健診受
診者の更なる終了率向上が課題。

○特定健康診査
○特定保健指導（積極的支援24人、動機づけ支援相当1
人、動機付け支援127人）
○特定保健指導未利用者対策（連絡先不明者宅への訪
問、電話による勧奨）
○ヘルスチェック
○各種がん検診（胃がん、乳がん、子宮頸がん、肺がん、
大腸がん、前立腺がん）
○健康診査
○健康教育
　　生活習慣病予防教室
　　　　　（ヘルスセミナー　2回62人、
　　　　　　歯周病予防講座　1回8人、
　　　　　　運動講座　　　　6回49人、
　　　　　　ヘルスアップ教室  1回10人
　　　　　　私づくり教室　2回16人）
○健康相談（53回53人）
○健康マイレージ事業（参加者　2,336人）

〇がん検診は、国の指針どおりの種類、対象年齢、受診間
隔とし、実施（胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸が
ん）。自己負担については、引き続き無料にて実施。(個別・
集団)
〇肝炎ウイルス検診の実施(個別)
〇骨粗しょう症検診の実施(集団)
〇成人歯科検診の実施(個別)
〇財政非常事態宣言のため、３０代のからだチェックは中
止。
○健康づくり推進協議会の開催　年１回。
○第2次計画「第２次いきいき新座２１プラン」（第２次新座
市健康づくり行動計画・新座市食育推進計画・新座市歯科
口腔保健推進計画）の推進。
○健康手帳の交付、ダウンロードによる入手方法の周知
〇特定健康診査
　４０歳以上７５歳未満の国民健康保険被保険者を対象
に、自己負担金無料で特定健康診査を実施
〇特定保健指導
　特定健診受診者のうち、積極的支援と動機付け支援に該
当になった者を対象に実施
〇電話相談随時

〇がん検診は、更なる受診率向上を図るため、受診勧奨
の実施や周知方法等の検討。
〇特定健康診査
 受診率は36.6％で実施計画の目標値
（50％）に届いていない。
〇特定保健指導
　終了率は28.4％で実施計画の目標値（39％）に届いてい
ない。
〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と財政非常
事態宣言のため、事業を中止、縮小せざるを得ない

〇がん検診は、国の指針どおりの種類、対象年齢、受診間
隔とし、実施（胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸が
ん）。自己負担については、無料。
〇肝炎ウイルス検診の実施
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集団検診
（がん検診、骨粗しょう症検診、３０代のからだチェック）は
中止とし、がん検診及び成人歯科検診は個別検診のみ実
施した。
○健康づくり推進協議会を年１回実施。
○第2次計画「第２次いきいき新座２１プラン」（第２次新座
市健康づくり行動計画・新座市食育推進計画・新座市歯科
口腔保健推進計画）の推進。
○健康手帳の交付、ダウンロードによる入手方法の周知
〇特定健康診査
　４０歳以上７５歳未満の国民健康保険被保険者を対象
に、自己負担金無料で特定健康診査を実施
〇特定保健指導
　特定健診受診者のうち、積極的支援と動機付け支援に該
当になった者を対象に実施
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取組内容・実績 進捗状況
主な取組 実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点

ふじみ野
市

三芳町

朝霞保健
所

朝霞地区
医師会

東入間医
師会

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

志木市

首長との地域医療連携会議で、糖尿病重症化予防
対策事業の実施状況について情報の共有化を図っ
た。
「受診勧奨」富士見市100名、ふじみ野市60名、三
芳町33名、「保健指導修了者数」富士見市18名、ふ
じみ野市12名、三芳町5名

同左の会議を03/11/9に開催し、特定健康診査、診
療情報提供事業、各種がん検診等の実施状況につ
いて、意見交換をした。
「受診勧奨」富士見市102名、ふじみ野市82名、三
芳町37名

・研修会の開催
・糖尿病対応登録医療機関の増加

研修会の開催

糖尿病性腎症重症化予防対策プログラムに参加
し、患者から指名を受けた薬局は継続的に相談支
援に取り組んでいる。

○管内市町の健康課題に合わせた生活習慣病予
防対策の検討
○無関心層へのアプローチ
○コロナ禍における健康づくりへの意識向上と推進
方法

【保健センター】
〇元気・健康マイレージ事業
参加者数：4,874人
〇健康診査の実施：東入間医師会に委託
・生活保護受給者
〇がん検診
《個別検診》：東入間医師会に委託
・肺がん
・大腸がん
・子宮頚がん
・胃がん（内視鏡検査）
・乳がん
・胃がんリスク
《集団検診》
・乳がん
・胃がん（バリウム検査）
・前立腺がん
〇健康教育
・健康生活セミナー
〇成人健康相談
〇特定保健指導
〇腎機能に焦点を当てた重症化予防事業
・市民講演会
・個別相談会
・訪問・電話指導
〇フレイル健康相談
【保険・年金課】
〇健康診査の実施：東入間医師会に委託
・国民健康保険及び後期高齢者医療

集合しての開催はできず、DVDやオンライ
ン研修会となった

健康サポート薬局（県内170ヵ所　朝霞地区8ヵ所）
地域連携薬局（県内10ヵ所　朝霞地区5ヵ所）
健康の拠点、地域連携の拠点として十分な数に
至っていない。

○当地区における糖尿病性腎症重症化予防
対策事業について、医療機関向け研修会の実
施

○毎月、糖尿病勉強会を開催し、情報収集、
能力向上を図っている。
○埼玉県、朝霞地区の糖尿病性腎症重症化
予防対事業の研修会を実施

【保険年金課】
〇朝霞地区医師会を通して、本事業の説明や
事業報告会の実施を行い、相互理解を深めて
いる。

【保険年金課】
〇医師会の協力を得て、協力医療機関数は年々増
加しているが、まだ4割の参加率のため、医療機関
が限定されることから参加者が少ない。
〇協力医療機関外で抽出されている対象者につい
ては、状況確認ができていない。
〇保健指導参加者が少ないことから、事業効果に
おいても評価が難しい。

・糖尿病腎症重症化予防プログラムへの参加
・かかりつけ薬剤師による情報の一元化と見守りの
推進
・健康サポート薬局を中心とした、食事指導や健康
意識の向上

〇新型コロナウイルス感染症の影響によ
 り十分な研修会ができていないが、オン
　ライン講習により徐々に増えている。
〇生活習慣病重症化予防対策事業の協
　力医療機関の増加していない。

【保健センター】
〇市民の健康づくりを支援することを目的に元気・健康マイ
レージ事業を実施
参加者数：4,531人
〇健康診査の実施
・生活保護受給者：受診者84人　受診率6.1％
〇がん検診
《個別検診》
・肺がん：受診者11,364人　受診率16.4％
・大腸がん：受診者9,525人　受診率13.8％
・子宮頸がん：受診者3,416人　受診率7.2％
・胃がん（内視鏡検査）：704人　受診率1.4％
・胃がんリスク：受診者224人　受診率14.0％
《個別および集団検診》
・乳がん：受診者1,678人　受診率4.0％
《集団検診》
・胃がん（バリウム検査）：受診者334人　受診率0.5％
・前立腺がん：受診者327人　受診者1.4％
※受診率は今年度から新算出方法に変更
〇健康教育
・健康生活セミナー：新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止
〇成人健康相談：46回　263人
〇特定保健指導：実施者175人　実施率23.1％
〇腎機能に焦点を当てた重症化予防事業
・市民講演会及び個別相談会：新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策のため中止
・電話相談：実施者数106人
〇フレイル健康相談51人
【保険・年金課】
〇健康診査の実施
・国民健康保険：受診者6,149人　受診率42.2％
・後期高齢者医療：受診者6,463人　受診率44.2％

○各市町への健康づくり会議等への参画
○健康長寿サポーターの育成（1回6人）
○管内地域活動栄養士会への支援（6回）

○各市町への健康づくり会議等への参画
○管内地域活動栄養士会への支援（３回）

・健康診査、がん検診等の実施において、対象者が受診し
やすい体制づくりをする。受診率向上のために、周知・啓発
により一層努めていく必要がある。

・地域の健康課題の把握に努め、生活習慣病予防事業を
計画していく必要がある。

・コロナ禍において、感染予防に留意しながら健康づくりを
推進する必要がある。

【保険年金課】
○生活習慣病重症化予防対策事業（県共同事
業に参加）
・受診中断者に対する医療の受診勧奨（後期
高齢者）及び個別介入。

○糖尿性腎症重症化予防対策事業（県との共
同事業）
〇国保運動教室
○メタボ予防健診
○みんなの食生活講座

○糖尿性腎症重症化予防対策事業では受診
勧奨、保健指導、継続支援のほか、歯科受診
勧奨事業を実施
〇国保運動教室では、健診結果より血糖値の
高い方を抽出し、３か月間の運動教室を実施。
○メタボ予防健診は年12回の集団健診時に実
施。
○みんなの食生活講座(全６回)の第１回目に
「withコロナの血糖コントロール」をテーマに講
義を実施。

○糖尿病性腎症重症化予防対策事業は協力
医療機関が少なく、参加者が少ないため、事
業効果の評価が難しい。協力医療機関を増や
していくことが課題である。

ウォーキング講座等の実施 参加者の高齢化、新規参加者の参加率の低さウォーキング講座等の実施
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取組内容・実績 進捗状況
主な取組 実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

三芳町

朝霞保健
所

朝霞地区
医師会

東入間医
師会

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

実施会場、事業所の拡充

○県内各市町村における糖尿病対策を含めた
健康づくり関連事業の実施状況を書面にて情
報共有（3月）

○県内各市町村における糖尿病対策を含めた
健康づくり関連事業の実施状況を書面にて情
報共有（3月）

○若年層からの糖尿病予防に関する知識普
及
○予防の段階からの医療との連携

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と財政非常
事態宣言のため、事業を中止、縮小せざるを得ない
〇糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施
・費用対効果の評価が難しい。

新型コロナウイルス感染症拡大の為、延期又
は中止

・働き方改革の推進や時間外労働への世論の厳し
さを背景としたニーズの増大があり、　学校医や在
宅医療など負担が増大する中での医師の確保策。
・産業医の職務の範囲が増大。責任が重くなる中で
報酬額の増や保険の付保など産業医の執務条件
の見直し。

・　糖尿病対策
の推進

〇地域包括ケア支援室の活用により、医療関
係者、介護関係者、行政担当者との連携強化
を図っている。
〇年2回の産業医研修会をとおして、産業医を
育成、情報収集、能力向上を図っている。
〇年々、長時間労働面接、健診結果に対する
医師の意見聴取で利用事業所が増加してい
る。

〇地域包括ケア支援室と在宅診療医療機関、
訪問看護ステーション、行政との研修会等を実
施、連携強化を図っている。
〇年2回の産業医研修会を実施、産業医の資
格取得促進と人材育成を行う。
〇地域産業保健支援センター事業の活用を推
進。

【保健センター】
○埼玉県生活習慣病重症化予防対策事業を実施。糖尿病
の重症化リスクの高い未受診者及び受診中断者への通知
や電話等での受診勧奨を実施し、糖尿病性腎症に対する
透析治療の重症化予防を主たる目的とした約６カ月間の訪
問及び電話等による保健指導を実施。
○健診結果説明会で実施するヘルスアップ相談や電話・
来庁による相談を実施。
○特定健診・特定保健指導で血糖の高い対象者に具体的
な生活習慣改善をアドバイス。
○ヘルスアップ相談として、高血糖を含むマルチリスク者に
対し、説明会での保健指導や文書・電話での生活習慣改
善を実施。
○医師会主催の糖尿病性腎症予防化プログラムを考える
会で朝霞地区４市糖尿病性腎症重症化予防対策事業の紹
介及び参加勧奨等を2回実施。

【保健センター】
○埼玉県糖尿病性腎症重症化予防対策事業を実施。糖尿
病の重症化リスクの高い未受診者及び受診中断者への通
知や電話等での受診勧奨を実施し、糖尿病性腎症に対す
る透析治療の重症化予防を主たる目的とした約4～６カ月
間の訪問及び電話等による保健指導を実施。
〇保健指導協力医療機関に埼玉病院が参加。保健指導参
加勧奨は、委託事業者から電話勧奨を複数回実施し、必
要性を説明。
○健診結果説明会で実施するヘルスアップ相談や電話・
来庁による相談を実施。
○特定健診・特定保健指導で血糖の高い対象者に具体的
な生活習慣改善をアドバイス。
○ヘルスアップ相談では、高血糖を含むマルチリスク者に
対し、説明会での保健指導や文書・電話での生活習慣改
善を実施

【保健センター】
○参加勧奨はしているが、生活習慣病重症化予防対策事
業に不参加の医療機関が一定する存在すること。
〇都内かかりつけ医を持つリスク者が半数程度おり、事業
の対象外となってしまうこと。
○医師の自薦及び他薦による対象者が、「既に医者にか
かっており自己管理できるから」等の理由での事業参加に
結びつかないケースが見られる。
○血糖高値に加えて、脂質や血圧の高値を併せ持つマル
チリスク者が一定数存在すること。
〇コロナ禍により参加辞退及び日程変更等への対応といっ
た状況を注視しながらの対応が必要となったこと。

・自立支援型地域ケア会議への参加

・地域連携薬局、健康サポート薬局は地域との
連携作りが認定要件となっている

地域ケア会議は書面会議も多くなっており顔の
見える連携の場が減っている。

参加者の高齢化、新規参加者の参加率の低さ

○糖尿病性腎症重症化予防プログラム

○コロナ禍による、糖尿病患者の病識が高まってい
る背景をもとに、糖尿病の重症化予防は感染症の
重症化予防につながることを知識として理解しても
らう。理解してもらうためにも面談実施率を上げる。

【保健センター】
〇糖尿病性腎症重症化予防事業（県共同事業）の
実施
・受診勧奨：実施者数60人
・保健指導：修了者数12人
・継続支援：修了者数5人
〇糖尿病重症化予防事業（市独自）の実施
健診結果でＨｂＡ１ｃが高値の人に電話による相談
を実施：実施者数152人
○自主糖尿病コントロールの会支援：5回　実施者
数のべ26人

【保健センター】
〇糖尿病性腎症重症化予防プログラム（県共同事
業）の実施
・受診勧奨
・保健指導
・継続支援
〇糖尿病重症化予防事業（市独自）の実施
○自主糖尿病コントロールの会支援

【保健センター】
〇糖尿病性腎症重症化予防プログラム（県共同事
業）への参加者の確保
○自主グループの高齢化、コロナ禍における交流
機会の減少

糖尿病性腎症重症化予防事業の実施 糖尿病性腎症重症化予防事業の実施

○糖尿病性腎症重症化予防プログラム
(保健指導参加者18人)

○健康手帳の交付、ダウンロードによる入手方法の周知
○メタボ予防料理教室は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため休止
○一日健康教室、ニコ筋半日教室、すこやか広場健康相
談、すこやか広場栄養相談は、廃止
〇医師講演会（国民健康保険加入者対象）
国民健康保険加入の４０歳以上の方を対象に、糖尿病及
びCKDについての講演会を実施。新型コロナウイルス感染
症拡大予防のため、定員を縮小して実施し、講演会の模様
を市の公式YouTubeにて期間限定配信した。
〇糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施
県の共同事業として、医療機関未受診者及び受診中断者
への受診勧奨と、通院中のハイリスク者に保健指導を実
施。また、以前保健指導に参加された方に継続支援を実施
した。

○健康手帳の交付、ダウンロードによる入手方法の周知
○メタボ予防料理教室は、１回実施（新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止のため１回休止）
〇医師講演会（国民健康保険加入者対象）
国民健康保険加入の４０歳以上の方を対象に、糖尿病及
びCKDについての講演会を実施。新型コロナウイルス感染
症拡大予防のため、定員を縮小して実施し、講演会の模様
を市の公式YouTubeにて期間限定配信した。
〇糖尿病性腎症重症化予防対策事業の実施
県の共同事業として、医療機関未受診者及び受診中断者
への受診勧奨と、通院中のハイリスク者に保健指導を実
施。また、以前保健指導に参加された方に継続支援を実施
した。

〇在宅医療を担う医療機関が少ない為、今
後、訪問看護ステーション等の連携の強化が
必要。　　　　　　　　　　〇新型コロナウイルス
感染症の影響により研修会が実施できていな
い。
〇地域産業保健支援センター事業の周知を図
り利用事業所の増加を図る。

地域包括ケアシステムにおける「自立支援型
地域ケア会議」に4市とも薬剤師が専門職アド
バイザーとして参加している。その中で、薬剤
師は医療的観点から介護予防・自立支援にむ
けたアドバイスを行っている。特に、フレイル防
止に向けては、薬局の日常的な活動の中で栄
養指導を行っている健康サポート薬局も増えて
いる。

協会けんぽ健診での歯科健診指導実施
・協会けんぽ特定健診会場での歯科健診指導
の実施（１会場）
・事業所歯科健診の実施

新型コロナウイルス感染症拡大の為、延期又
は中止
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取組内容・実績 進捗状況
主な取組 実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

朝霞保健
所

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

・　地域・職域
保健の連携推
進

地域包括ケアシステムにおける「自立支援型地域
ケア会議」に4市とも薬剤師が専門職アドバイザーと
して参加している。その中で、薬剤師は医療的観点
から介護予防・自立支援にむけたアドバイスを行っ
ている。特に、フレイル防止に向けては、薬局の日
常的な活動の中で栄養指導を行っている健康サ
ポート薬局も増えている。

・健康サポート薬局において、フレイル対策は重要な課題
と認識されている。健康相談や住民向け勉強会なども開催
し知識の向上に努めている

【健康づくり課】
〇地域参加型介護予防事業（4ヶ所）
・幸町（0回）
・根岸台（22回、参加者延べ265人）
・宮戸（2回、参加者延べ54人）

【長寿はつらつ課】
〇一般介護予防事業（６５歳以上の高齢者を対象とした事
業）※新型コロナウイルス感染症対策のため、縮小実施。
・体操教室4か所（4か所で3事業者に委託）　272回実施、
延べ4176人参加
・栄養改善指導（市内２か所で開催、１事業者に委託）　48
回実施、延べ448人参加
・朝霞市社会福祉協議会委託事業（ノルディックウォーク、
自力整体等）　通年実施、延べ2137人
・地域参加型介護予防事業（市内５か所の住民主体の介
護予防活動に保健師等専門職を派遣。健康づくり課実施）
〇介護予防・日常生活支援総合事業（要支援者及び事業
対象者を対象とした事業
・通所型サービスＣ（マシンを使った筋力トレーニング等、２
か所で２事業者に委託して実施）78回　延べ414人
・訪問型サービスＣ（運動機能・栄養指導・歯科口腔をそれ
ぞれ委託して実施）延べ327人

○健康づくり市民推進協議会 ２回開催予定
　　1回目：6月開催（集合形式）
　  2回目：2月開催予定（書面形式）
○地域医療連絡協議会 ２回開催予定
　　1回目：6月開催（書面形式）
　  2回目：2月開催予定（書面形式）

○新型コロナウイルス感染症の影響により、計
画通りの開催が困難。

○健康づくり推進協議会
　市民の健康づくりの推進及び普及啓発を図
るため、関係機関との連携を図る。

【保健センター】
○おとどけ講座
○協会けんぽ埼玉支部の特定健診と市の女性特
有のがん検診の同時実施
○地域職域連携推進会議への参加
〇保健事業と介護予防の一体化の実施

○健康づくり市民推進協議会 ２回（内１回は書
面開催）
○地域医療連絡協議会 ２回（内１回は書面開
催）

コロナ感染が落ち着き、健康相談なども再開さ
れるようになっては来たが、機会はかなり少な
い。

○健康づくり推進協議会（中止）
○健康まつり（中止）
○健康づくり関連の自主グループ支援
○お届け講座、外部健康教育の実施

○健康づくり推進協議会（中止）
○健康まつり（中止）
○健康づくり関連の自主グループ支援
○お届け講座、外部健康教育の実施

自立支援型地域ケア会議への参加

○地域健康相談（中止）
・町会と協働で実施するほか、市内小売店店頭にて
実施
○健康づくり料理講習会（中止）
〇広報に健康レシピの掲載（7回）及び公共施設に
おいて健康レシピの配布（7施設7回、計2,450枚）
○健康まつり（中止）
○富士見市健康づくり審議会（3回44人）

○広報に健康レシピの掲載及び公共施設において
健康レシピの配布
○富士見市健康づくり審議会

【保健センター】
○協会けんぽの特定健診と市のがん検診の予約
枠の調整に事務量と時間を要する。
〇コロナ禍によりおとどけ講座の中止を余儀なくさ
れ、必要としている対象者への情報提供の機会・方
法の検討が必要。

【健康づくり課】
〇地域参加型介護予防事業（4ヶ所）
・幸町（0回）
・根岸台（26回、参加者延べ246人）
・宮戸（2回、参加者延べ56人）

【長寿はつらつ課】
〇一般介護予防事業（６５歳以上の高齢者を対象とした事
業）※新型コロナウイルス感染症対策のため、縮小実施。
・体操教室4か所（4か所で3事業者に委託）　224回実施、
延べ2646人参加
・栄養改善指導（市内２か所で開催、１事業者に委託）　20
回実施、延べ137人参加
・朝霞市社会福祉協議会委託事業（ノルディックウォーク、
自力整体等）　通年実施、延べ5915人
・介護予防把握事業(要介護認定者及び要支援でサービス
利用者を除く75歳以上の方にアンケート送付）　10598人へ
送付
・地域参加型介護予防事業（市内５か所の住民主体の介
護予防活動に保健師等専門職を派遣。健康づくり課実施）
〇介護予防・日常生活支援総合事業（要支援者及び事業
対象者を対象とした事業
・通所型サービスＣ（マシンを使った筋力トレーニング等、２
か所で２事業者に委託して実施）60回　延べ437人
・訪問型サービスＣ（運動機能・栄養指導・歯科口腔をそれ
ぞれ委託して実施）延べ248人

【健康づくり課】
〇地域参加型介護予防事業（4ヶ所）
・各地域の自主的な活動の支援。参加者・支援者の高齢
化、新規参加者や男性の参加が少ない状況がある。

【長寿はつらつ課】
〇一般介護予防事業
・教室等の実施会場の地域住民の参加が多いことや、毎
年同じ方が参加されている状況がみられる。
・閉じこもり気味の市民への支援が不十分。
〇介護予防・日常生活支援総合事業
・事業対象者の判別が鮮明でないこと。
・実施人数が少ない。
・サービス終了後の支援が不十分。

【保健センター】
○市民まつりにおける健康フェアは中止
○おとどけ講座
○協会けんぽ埼玉支部の特定健診と市の女性特
有のがん検診の同時実施
○地域職域連携推進会議への参加
〇保健事業と介護予防の一体化の実施

○管内市町村特定健診・特定保健指導担当課等へのヒア
リングを書面にて実施、状況やニーズを把握（9～10月）
○県内各市町村における健康づくり関連事業の実施状況
を書面にて情報共有（3月）
○働き盛り世代の健康管理研修会をYouTubeを活用した
動画配信にて実施（11～12月）
○管内給食施設に受動喫煙防止対策等に関する情報提
供を書面にて実施（6月）

○管内市町村特定健診・特定保健指導担当課等へのヒア
リングを書面にて実施、状況やニーズを把握（9～10月）
○県内各市町村における健康づくり関連事業の実施状況
を書面にて情報共有（3月）
〇管内給食施設に受動喫煙防止対策等に関する情報提
供を書面にて実施（6月）
〇働き盛り世代の健康管理研修会をYouTubeを活用した
動画配信にて実施（12月）

【高齢福祉課】
会議をオンラインまたはハイブリット開催にすること
で、ほぼ計画通り会議は実施できている。
○地域ケア推進会議（中止1回、実施済1回、実施
予定1回）
○自立支援型地域ケア会議（R4.1.21時点24回）

会議自体の開催が縮小された。自立支援型地域ケア会議への参加

○食生活における生活習慣病予防としての市内の
公民館等での料理講習会は、３回実施（新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止のため３回中止）
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、健康まつり中止
〇野菜を使ったレシピの紹介は農産物直売所に掲
示

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と財
政非常事態宣言のため、事業を中止、縮小せざる
を得ない

〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期・
中止したり、内容を変更して実施した。今後につい
ても、状況をみながら実施方法など考えていく必要
がある。

【高齢福祉課】
オンライン会議により会議の招集がしやすくなった
一方、ICTスキルの格差で会議の参加や連携に困
難感を感じている人も存在する。
○コロナ禍をふまえた連携の方法
○地域包括ケアシステム構築へ向けた、多分野と
の連携
○自立支援に関する多職種への普及啓発

【高齢福祉課】
コロナ禍で会議を中止、書面に切り替えて開催した
回があった。
○地域ケア推進会議の開催（対面1回、書面1回）
○自立支援型地域ケア会議の開催（25回）

○職域のニーズ把握や連携が困難。
○企業健康保険組合や健康管理室、事業所の総
務・人事部門の参加が依然として少なく、意識の向
上にむけた取組が必要。
○好事例を他事業所へ展開することが難しく、管内
全域への広がりが困難。

○食生活における生活習慣病予防としての市内の
公民館等での料理講習会は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため休止
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、健康まつり中止
〇野菜を使ったレシピの紹介は農産物直売所に掲
示
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取組内容・実績 進捗状況
主な取組 実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

三芳町

朝霞地区
歯科医師
会

オーラルフレイルについての啓発・リーフ
    レット作成

○通いの場の休止や外出自粛による高齢者の心身機能低
下の予防
○百歳体操やサロン等の休止により、活動していたボラン
ティアのモチベーションや体力の低下
○介護予防と感染予防の両立に向けた支援
○教室形式の介護予防事業に関しては参加者が固定化傾
向にある。
○教室終了後のセルフケアの継続
○短期集中予防サービスの周知と利用促進

成人健診及び７５歳８０歳対象健康長寿歯科
健診での健診と指導の実施

・介護予防教室の実施（個別リハビリ相談、フ
レイル予防講座等）
・介護予防、感染予防啓発チラシの作成、配
布。

○介護予防教室
・はつらつ教室生活機能アップコース（34回338人）
・はつらつ教室オーラルフレイル予防コース（4回53
人）
・ノルディック・ウォーキング教室（5回137人）
○フレイルチェック事業
（フレイルサポーター養成14人、チェック測定会3回
34人）
○ふじみパワーアップ体操の普及（56クラブ953人）
○健康相談（17回96人）・健康講座（10回171人）
○介護支援ボランティアポイント事業（175人）

・　介護予防の
推進

〇一般介護予防の実施（シニア体操教室・脳リフレッシュ
教室・からだづくり教室・通所トレーニング・訪問事業（栄
養・口腔））　利用者（実）１９４人
〇住民主体による通いの場支援（いろは百歳体操）通いの
場　２２か所
〇いろは百歳体操サポーター情報交換会開催（コロナ禍で
の通いの場運営について）　３回開催　４１人参加
〇短期集中予防サービスCの実施（身体機能・栄養・口腔
機能）　利用者（実）７６人
○フレイルサポーター養成研修開催（富士見市・鶴ヶ島市
合同）１２人参加
○フレイルチェック実施　３回　３１人参加
○フレイル予防講演会開催　２回　９９人参加
○シニアボランティアスタンプ制度　登録者２２５人

【長寿あんしん課】
・介護予防については、介護保険の事業計画に基づき実
施している。
〇一般介護予防事業（20事業）
958回実施、延7,638人参加
（このうち、介護予防拠点は５カ所で、696回実施、5,449人
参加）
感染症拡大防止のため２回（R2.3.3～R2.6.30、R2.12.22～
R3.3.7）介護予防事業を中止とした。中止期間中は、委託
事業者より電話や郵送物での安否確認やセルフトレーニン
グの提案、を行った。
〇介護予防・日常生活支援事業（19事業）
415回実施、延2,267人参加
・感染症拡大防止のため介護予防サポーターの活動を休
止した

【長寿あんしん課】
・担い手である介護予防サポーターの減少と高齢化が進ん
でいる。今後、理念に共通するところがあるヘルスサポー
ターとの統合を視野に入れ活動を検討する。
・介護予防事業の中止に伴い高齢者の心身機能の低下が
みられている。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、以下のとおりと
した。
【継続実施】
・健康長寿ポイント事業
　ボランティア活動へのポイント付与の追加
・介護予防ウォーキング教室
・にいざ元気アップウォーキング
・介護予防講演会
・ウォーキングカレンダー・筋力トレーニングのリーフレット
の配布
・介護予防ガイドブックの作成
・元気アップトレーニング実施グループへの立上げ支援
・運動プログラム集の配布
・体操動画の掲載
・体操ＤＶＤの配布
・市報で筋力トレーニング記事を掲載

【新規実施】
・オンライン介護予防教室
・体力測定会

【中止】
・にいざ元気アップ広場
・介護予防ボランティア（にいざの元気推進員）の養成
・ボランティアフォローアップ講座
・ほっと茶や事業

【高齢福祉課】
コロナ禍で、事業を縮小したり、またはオンラインや郵送、
動画配信などを事業の開催方法を工夫しながら実施。
コロナ禍で縮小・工夫して実施した事業
○通いの場・自主グループの活動支援、専門職の派遣
○介護予防講座
○ふじみんぴんしゃん体操普及啓発
○ぴんしゃんサポーター養成講座、フォローアップ講座
○ぴんしゃんサポーター派遣事業
○介護支援ボランティア制度
○介護予防センター事業
○大井総合福祉センター介護予防教室
○介護予防手帳の交付
○自立支援型地域ケア会議の開催
○はつらつ健康チェック調査票の郵送調査
コロナ禍でも感染対策を取って通常どおり実施した事業
○訪問型サービスＣ
○通所型サービスＣ

【高齢福祉課】
感染状況に応じて、実施時期の変更をしつつも、当初の計
画通りの事業を実施できている。

コロナ禍で縮小して実施した事業
○通いの場・自主グループの活動支援、専門職の派遣
○ふじみんぴんしゃん体操普及啓発
○ぴんしゃんサポーター派遣事業
○介護支援ボランティア制度
○介護予防センター事業
○大井総合福祉センター介護予防教室
○自立支援型地域ケア会議の開催

コロナ禍でも感染対策や工夫しながら通常どおり実施した
事業
○訪問型サービスＣ
○通所型サービスＣ
○はつらつ健康チェック調査票の郵送調査
○介護予防手帳の交付
○ぴんしゃんサポーター養成講座、フォローアップ講座
○介護予防講座

〇一般介護予防の実施（シニア体操教室・脳リフレッシュ
教室・からだづくり教室・通所トレーニング）
〇住民主体による通いの場支援（いろは百歳体操）
〇短期集中予防サービスCの実施（身体機能・栄養・口腔
機能）
○訪問支援事業（一般介護予防）の実施（栄養改善・口腔
機能向上）
○シニアボランティアスタンプ制度の実施
○保健事業と介護予防の一体的実施
〇フレイルサポーター養成研修の開催
〇フレイルチェック事業の実施
〇フレイル予防講演会の開催

【高齢福祉課】
○通いの場の参加者、担い手の高齢化
○通いの場の会場確保が難しい
○長引くコロナ禍で生活不活発、フレイルによる要
介護リスクのある高齢者が増加している。
○度重なる緊急事態宣言やまん延防止法などの発
令のなか、一度再開した通いの場を再び休止させ
ずに活動を継続させる難しさ。

【長寿あんしん課】
・感染症拡大防止のためR3.8.25～R3.9.30の期間は一般介
護予防事業を中止とした。中止期間中は左記と同様の対
応をとった。
・介護予防サポーターの活動を休止していたため、活動継
続意思の確認を行った。今後の幅広い活動を見据え、介
護予防サポーターにヘルスサポーターの養成講座の案内
を送付し、新たに4名が参加した。
・従来、ヘルパーのみを対象としていた介護予防講習会を
全介護職種に広げて実施した。

受診率の向上

・新型コロナウイルスの影響により中止となっ
ている、住民主体の通いの場の再開。

○新しい生活様式に沿った事業の実施、新規参加
者の獲得、介護予防について無関心な層に対して
のアプローチ方法の検討

○介護予防教室
・はつらつ教室フレイル予防コース
・はつらつ教室オーラルフレイル予防コース
・ノルディックウォーキング教室
○ふじみパワーアップ体操の普及
○フレイルチェック事業
○健康相談・健康講座
○介護支援ボランティアポイント事業

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、以下のとおりと
した。
【継続実施】
・健康長寿ポイント事業(通年・55人)
・ウォーキングカレンダーの配布（101部）
・筋力トレーニングのリーフレットの配布(174部)
・介護予防ガイドブックの作成（20,000部）
・ボランティアフォローアップ講座（オンライン実施）（6回・66
人）
・元気アップトレーニング実施グループへの立上げ支援回
数（1回）

【新規実施】
・運動プログラム集の作成・配布（87,500部作成）
・体操ＤＶＤの配布（41枚）
・体操動画の作成（21本）
・市報で筋力トレーニング記事を掲載

【中止】
・にいざ元気アップ広場
・介護予防ウォーキング教室
・にいざ元気アップウォーキング
・介護予防講演会
・介護予防ボランティア（にいざの元気推進員）の養成
・ほっと茶や事業

・介護予防教室の実施（個別リハビリ相談、フ
レイル予防講座等）
・介護予防、感染予防啓発チラシの作成、配
布。

〇コロナ禍において、高齢者サロンが再開できない
ことや体操クラブでも参加者数が減少傾向にある。
通いの場の再開へ向けた支援や継続するための支
援を強化していく必要がある。

22 / 25 ページ

通番58



取組内容・実績 進捗状況
主な取組 実施主体

令和２年度 令和３年度

課題・問題点

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

三芳町

朝霞保健
所

その他 志木市

・　歯・口腔の
健康の維持・
向上のための
取組の推進

【健康づくり課】
○健康まつりにおける歯科保健事業（中止）
○歯科保健事業担当者会議（書面開催）

【保険年金課】
〇今年度対象者として挙がったリストを介護保険主管課と
連携し、支援状況を把握後、支援を実施。

【健康づくり課】
○各種保健指導、健康教育等
・むし歯のない者の割合の増加
・口腔機能の維持、向上
○歯科保健事業担当者会議
・関係機関との連携により、地域における歯科保健医療体
制の整備を図る。

【保険年金課】
〇健診を受け、且つ歯科健診も受けた方が選定基準のた
め、かなり少ない人数である。昨年度の支援状況からも、
ほぼ元気な高齢者が多かった。本来であれば、健診や歯
科健診未受診者の方がリスクがあると考えるが把握できな
い状況である。

歯科医師会と連携し、薬局店頭における口腔フレイ
ル予防の活動を実施している。(口腔フレイルに関
係する薬剤についての情報を提供する）

口腔ケア製品の販売を充実させるとともに、口腔ケ
アの重要性や、口腔フレイルなどについても指導で
きる体制を作る。

○各市町における歯科口腔保健を含めた健康増進
計画策定会議等に参画
○書面による歯科口腔保健連携会議の開催（1～3
月）

○各市町における歯科口腔保健を含めた健康増進
計画策定会議等に参画
○歯科口腔保健連携会議（新型コロナ感染対策の
ため書面）

コロナ禍における研修機会の減少。

○庁内関係機関との連携及び調整

高齢福祉課】
○口腔機能・栄養改善教室（年2回・15人）
○「口から始める健口講座」（介護予防センター事業）
○ふじみんお口ぴんしゃん体操普及啓発
○介護予防サポーター養成講座内での口腔機能向上のプ
ログラムを実施
○後期高齢者医療広域連合の歯科健診結果を活用したフ
レイル対策該当者に対する口腔機能改善教室への参加勧
奨

【保健センター】
〇歯科口腔保健計画第２次（ふじみ野市元気・健康プラン）
の進捗管理
〇成人歯科健康診査受診者数：２２７人
〇成人歯科相談：２１回延べ３４人
〇歯と口の健康づくり講演会：１回　１７人
〇歯科医師によるオーラルフレイルを題材にした口腔啓発
コラムを市報へ掲載（市報ふじみ野１１月号）
〇オーラルフレイル予防啓発事業（啓発チラシの送付）：９
５１人
〇東入間地区在宅歯科医療支援窓口の周知

【高齢福祉課】
○市民、支援者共にオーラルフレイルについての関
心を高めていく必要がある。

【保健センター】
〇健康診査受診率の低下。（コロナ禍の影響があ
るか否か）周知方法の見直しが必要。

○普及啓発や関係者間の情報共有を図る機会が
少ない。
○全ライフステージを通した歯科保健担当者の連
携強化が困難。

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施庁
内連携会議　６回開催予定
○７５歳以上健康状態不明者把握（保健事業と介
護予防の一体的実施）

○特定保健指導・生活習慣病予防教室等の中で、
歯周病予防講座を実施予定。
○成人歯科健診
・市内歯科医療機関で６月から翌年２月までの期
間、２０歳以上の市民と妊娠中及び産後１年未満の
市民を対象に実施。
自己負担５００円。妊産婦は無料。

〇コロナウイルス感染拡大防止のため、人数制限
や実施を延期・中止したりと対応した。今後につい
ても、状況をみながら実施方法など考えていく必要
がある。

・介護予防教室の実施（フレイル予防講座等）

○歯や口腔機能に関しては、ケアマネジャー
等介護職がしっかりとアセスメントできていない
ことが多く、事業にもつながりにくい
○コロナ禍により、受診や健（検）診を控える方
が多くなっていることが予測され、また各種健
康づくり事業も中止になっていることから、健康
二次被害が懸念される。

【健康づくり課】
○健康まつりにおける歯科保健事業（中止）
○歯科保健事業担当者会議（書面開催）

【保険年金課】
○健康長寿歯科健診（後期高齢者）・・結果よりフレイルの
ハイリスク者訪問指導（コロナ禍のため、電話での相談支
援とした）

・参加者の高齢化、新規参加者の参加率の低
さ

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施庁
内連携会議　４回
○７５歳以上健康状態不明者把握（保健事業と介
護予防の一体的実施）　抽出者１５７人　把握者７３
人

・介護予防教室の実施（フレイル予防講座等）

【パパママ学級】
　新型コロナ感染リスクを鑑み、年間12回開催予定のうち、
３回中止。8回開催した。前年同様、希望者に、歯の衛生に
関する内容を含むテキストを郵送した.

〇短期集中予防サービスC（口腔機能向上）の
実施　　（実人員）５人
○訪問支援事業（一般介護予防）の実施（口腔
機能向上）（実人員）２人
○市民公開講座「お口からの感染予防」

○歯と口の健康フェア（中止）
・歯科健診　フッ化物塗布　フッ化物洗口　歯科相談　口臭
チェック ブラッシング指導　口腔がん検診
○８０２０よい歯のコンクール（中止）
○健康まつり（中止）
○生活習慣病予防教室（1回8人、再掲）等の中で、歯周病
予防講座を実施。
〇災害時に備える講座の中で、災害時の口腔ケアについ
て講義を中止。
○介護予防教室の中で、歯科健診を中止、歯科衛生士に
よる指導を中止。
○成人歯科健診
・市内歯科医療機関で７月から翌年２月までの期間、２０歳
以上の市民と妊娠中及び産後１年未満の市民を対象に実
施。自己負担５００円。妊産婦は無料。
（成人歯科健診　167人　妊産婦歯科健診　176人）

【パパママ学級】新型コロナ感染リスクを鑑み、年間１２回
開催予定を、８回中止。プログラムの変更や感染対策を講
じたうえで、４回開催した。代替として、学級内容の一部を
動画配信。希望者に、歯の衛生に関する内容を含むテキス
トを郵送した。

〇新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じたうえ
で、効果的な周知啓発方法をどのように実施していくかが
課題。

【高齢福祉課】
○口腔機能・栄養改善教室はコロナ禍による緊急事態宣
言を受け開催を中止。
○「口から始める健口講座」（介護予防センター事業）
○ふじみんお口ぴんしゃん体操普及啓発
○介護予防サポーター養成講座内での口腔機能向上のプ
ログラムを実施。
○後期高齢者医療広域連合の歯科健診結果を活用したフ
レイル対策該当者に対する口腔機能改善教室への参加勧
奨
【保健センター】
〇歯科口腔保健計画第２次（ふじみ野市元気・健康プラン）
の進捗管理
〇成人歯科健康診査受診者数：２６３人
〇成人歯科相談：１７回　延べ２４人
〇東入間地区在宅歯科医療支援窓口の周知
〇歯科医師による口腔衛生啓発コラムを市報へ掲載（市報
ふじみ野１１月号）

〇短期集中予防サービスC（口腔機能向上）の
実施
○訪問支援事業（一般介護予防）の実施（口腔
機能向上）
○市民公開講座「健口から健康になる裏ワザ
SP」
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朝霞地区
医師会

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

三芳町

朝霞保健
所

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

ジェネリック医薬品の認知度を高めるためには継続
した啓発が必要であると考えられるので、今後も広
報活動を行っていく。

医療機関にジェネリック医薬品の使用促進について
のポスターを掲示。

引き続き医療機関にジェネリック医薬品の使用促進
についてのポスターを掲示し、患者さんへ周知促進
を図る。

医療費が高額な方は、後発への変更による費用負
荷の軽減を強く実感している方も多い。供給の混乱
については十分な説明が求められる。

特にがんや難病等での高額な薬剤については、欠
品させないことが望ましいが困難な状況も多い。

・　広報活動の推進

国保加入時、更新分保険証郵送時のジェネリック医
薬品希望カードシールの配付
保険証更新同封通知にジェネリックの通知同封

国保加入時、更新分保険証郵送時のジェネリック医
薬品希望カードシールの配付
保険証更新同封通知にジェネリックの通知同封

ポスター、リーフレット等による啓発 ポスター、リーフレット等による啓発

課題・問題点

第７次埼玉県地域保健医療計画　南西部保健医療圏　重点取組　進捗状況（実績）調書(その６）

重点取組 ジェネリック医薬品の使用促進

目標
県民が安心してジェネリック医薬品を使用できるよう、行政、医療従事者、関係団体、保険者等が協働して普及啓発や環境整備に努め、ジェ
ネリック医薬品の使用促進を図ります。

主な取組
・　患者サポートの実施
・　医療従事者間の情報共有の促進
・　ジェネリック医薬品利用差額通知等の活用

実施主体 医師会、歯科医師会、薬剤師会、保険者、市町、保健所

主な取組 実施主体
令和２年度 令和３年度

広報活動の推
進

患者サポート
の実施

市報11月号にジェネリック医薬品の利用を推奨する
記事を掲載した。

特になし
国保担当課にて新規加入の際と、保険証一斉更新
の際にジェネリック医薬品希望シールを同封し、配
布した。

○前年度と同内容を実施

市報11月号にジェネリック医薬品の利用を推奨する
記事を掲載した。

お薬手帳の活用 お薬手帳の活用

取組内容・実績 進捗状況

薬局店頭において、ジェネリック医薬品使用に関す
る広報活動を実施、継続している。
県や協会けんぽなどが作成したパンフレットやチラ
シの配布やポスターの利用など

令和3年3月の段階で、4市とも80％を達成している。
埼玉県の平均は83％であり、朝霞市、志木市が若
干届いていない。

供給の混乱が続いており、早急な改善は難しい中、
薬局は在庫管理、患者への説明など負荷が非常に
重くなっている。

ポスター等の掲示
医院でのポスター掲示、患者向けリーフレットの利
用

〇新型コロナウイルス感染症の影響により啓発機
会が減少しているため、普及啓発の方法を検討する
必要あり。
○啓発の効果、医療費適正化への影響を把握でき
ていない。

〇令和２年度のジェネリック医薬品の数量シェア（平
均）は８０．７％であり、目標値８０％以上を達成して
いるが、取組内容が成果にどれだけ反映されている
かが分かりにくく、評価が難しい。

【国保】
ジェネリック医薬品について、市ホームページで周
知を図るとともに、国保加入者へジェネリック医薬品
希望シールを配布し、広報している。
【ネウボラ課】
○乳幼児・子ども医療費の新規登録申請や子ども
医療費助成受給者証発送時にジェネリック医薬品
使用促進について記載してあるチラシを同封した。
乳幼児・子ども医療費については適正受診について
広報・ホームページへの掲載。

【国保】
ジェネリック医薬品について、市ホームページで周
知を図るとともに、国保加入者へジェネリック医薬品
希望シールを配布し、広報している。
【ネウボラ課】
〇令和２年度と同様の取り組み

【国保】
ジェネリックに関する周知をしているが、使用率があ
まり伸びない。施設によって、使用率の差がある。
【ネウボラ課】
ジェネリック医薬品について広報を行っているが、実
際に活用しているか、医療費適正にどの程度効果
があるのかわかる手段がない。

広報による周知をしていない点

〇毎年８月の保険証更新時において、保険証送付
用封筒にジェネリック医薬品希望シールを同封した
（約２３，０００枚）
〇国保加入手続時にジェネリック医薬品希望シール
を配布した。
〇国保窓口にジェネリック医薬品希望シールを常時
設置し、希望する方が持ち帰れるようにしている。

〇毎年８月の保険証更新時において、保険証送付
用封筒にジェネリック医薬品希望シールを同封して
いる（約２２，０００枚）
〇国保加入手続時にジェネリック医薬品希望シール
を配布している。
〇国保窓口にジェネリック医薬品希望シールを常時
設置し、希望する方が持ち帰れるようにしている。

○国民健康保険被保険証の全世帯一斉更新時に
被保険者証やお薬手帳に貼付するジェネリック医薬
品希望シールを同封、また同じく同封しているガイド
ブック中に利用勧奨の内容を掲載
○市ホームページにおいて「上手な医療の受け方～
医療費を大切に～」の項目において、ジェネリック医
薬品利用勧奨の記事を掲載

○令和２年度と同様に、国民健康保険被保険証の
全世帯一斉更新時に被保険者証やお薬手帳に貼
付するジェネリック医薬品希望シールを同封、また
同じく同封しているガイドブック中に利用勧奨の内容
を掲載
○市ホームページにおいても令和２年度と同様に
ジェネリック医薬品利用勧奨の記事を掲載

〇ジェネリック医薬品のシェア率は年々上昇し、令
和2年12月審査分において始めて目標の80％に届く
ことできた。しかしながら、市町村平均で比較すると
本市は下回っている状況から、更なる取組が必要で
ある。

〇被保険者の一斉更新時にジェネリック医薬品希
望シール（約１０，０００枚）を同封して郵送した。ま
た、窓口でも随時配布。
○集団健（検）診及び結果説明、健康づくり事業開
催時、市内の全小学校入学式等で、啓発用のウェッ
トティッシュを配布した。
【生活援護課】・年1回保護だより（せせらぎ）にてジェ
ネリック医薬品の使用について記載した。

〇被保険者の一斉更新時にジェネリック医薬品希
望シールを同封して郵送している。また、窓口でも随
時配布。
○集団健（検）診及び結果説明、健康づくり事業開
催時等で、啓発用のウェットティッシュを配布してい
る。
【生活援護課】・年1回保護だより（せせらぎ）にてジェ
ネリック医薬品の使用について記載した。
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朝霞保健
所

朝霞地区
歯科医師
会

朝霞地区
薬剤師会

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野
市

三芳町

その他 志木市

前年度と同内容を実施

くすりの相談対応（県庁薬務課薬事相談室） くすりの相談対応（県庁薬務課薬事相談室）

〇ジェネリック医薬品へ変更した場合の本人自己負
担額軽減の目安としてもらうため、後発代替品のあ
る慢性疾患に係る薬剤について、レセプトデータを
基に差額通知書を作成し、自己負担額で３００円以
上の削減効果が見込めるものを対象として被保険
者へ年２回（約870件）通知した。

ジェネリック利用差額通知発送年2回
（9・3月）毎回130通ほど発送

ジェネリック利用差額通知発送年2回
（9・3月）毎回110通ほど発送

自己負担額300円以上の削減効果が見込める際に
だけ発送しているため件数が少ない点

ジェネリック差額通知を年２回個別通知している。
（主に500円以上の差額が出る人を対象）

お薬手帳の活用、多職種勉強会の開催
歯科医師会会員向けにジェネリック薬品使用の促進
啓蒙

年６回、ジェネリック医薬品利用差額通知を送付し
た。
（令和２年度送付数（合計）2709通）

医療従事者間
の情報共有の
促進

ジェネリック医
薬品利用差額
通知書等の活
用

朝霞地区内における地域フォーミュラリの構築に向
けて、病院薬剤師と協力し研修会を開催した。

朝霞地区医学会において、院内フォーミュラリの実
践について報告した。
地域連携委員会においても、今後、地域フォーミュラ
リに向けた活動を考えている。

〇志木市地域医療連絡協議会に、埼玉県薬務課の
職員にご出席いただき、ジェネリック医薬品の利用
促進普及啓発事業の状況について現在の情勢など
をご説明いただく予定であったが、コロナウイルスの
関係で中止。

〇志木市地域医療連絡協議会において、ジェネリッ
ク医薬品の利用促進普及啓発事業の現在の状況を
書面により協議した。

〇年に2回、ジェネリック医薬品の差額利用通知を
送付し、ジェネリック医薬品への切替えを推奨した
（１回当たり約５００件）

〇年に2回、ジェネリック医薬品の差額利用通知を
送付し、ジェネリック医薬品への切替えを推奨してい
る（１回当たり約５００件）

〇令和２年度のジェネリック医薬品の数量シェア（平
均）は８０．７％であり、目標値８０％以上を達成して
いるが、利用差額通知の対象者が必ずしもジェネ
リックを希望していない方も多くクレームにつながり
やすい。

6月、８月、10月、12月、2月の年5回ジェネリック差額
通知を送付した。
【送付数】
6月：608通
8月：400通
10月：285通
12月：276通
2月：192通
令和2年度の合計送付数：1,761通

6月、８月、10月、12月の年4回ジェネリック差額通知
を送付した。
【送付数】
6月：683通
8月：367通
10月：307通
12月：219通
令和3年度の合計送付数：1,576通

受け取った人がジェネリック医薬品に切り替えるよう
な通知の作成に努める。

〇ジェネリック医薬品へ変更した場合の本人自己負
担額軽減の目安としてもらうため、後発代替品のあ
る慢性疾患に係る薬剤について、レセプトデータを
基に差額通知書を作成し、自己負担額で３００円以
上の削減効果が見込めるものを対象として被保険
者へ年２回通知を継続している。

フォーミュラリは有効性、安全性、経済性の観点から
の、標準的な薬物治療の使用指針である。医師の
処方権を侵すものではなく、認識を共有ながら推進
することで、メリットも大きい。

ジェネリック差額通知を年２回個別通知している。
（主に500円以上の差額が出る人を対象）

○ジェネリック医薬品差額通知は、生活習慣病（高
血圧、脂質異常症、糖尿病）に関する薬剤を服用し
ている方がジェネリック医薬品に切り替えた場合、自
己負担額が300円以上の削減効果が見込める者に
対して年1回（10月）送付。

○令和２年度と同様にジェネリック医薬品差額通知
を年1回(10月)へ送付。

〇切替率は令和元年度10.7％、令和２年度14.5％と
上昇傾向である。

ジェネリックに関する周知をしているが、使用率があ
まり伸びない。施設によって、使用率の差がある。

特になし
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