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栃木県保健医療計画（７期計画）の進捗状況について 

【令和元(2019)年度分】 

令和２(2020)年７月 

 栃木県保健福祉部 

Ⅰ 計画策定の趣旨等 

 １ 趣旨 

 

○県では、昭和 63(1988)年６月に『栃木県保健医療計画（１期計画）』を策定して以来、 

５年毎に計画の見直しを行いながら、「健康づくりと疾病対策の推進」、「安心で良質な医 

療の確保」、「食品の安全と生活衛生の確保」を柱とする各種施策に取り組んできました。 

 

○この間、急速な少子高齢化の進行やがん・心疾患等の生活習慣病の増加など、疾病構造 

 の変化等、本県の保健医療を取り巻く状況は、大きく変化してきましたが、2025 年には 

団塊の世代がすべて 75 歳以上となるなど、今後さらなる医療・介護ニーズの増大が見込 

まれており、質の高い医療を効率的に提供する体制の確保に加え、保健・介護・福祉サ 

ービスとの一体的な提供により、誰もが住み慣れた地域において、健康で安心して暮ら 

すことができる環境づくりが求められています。 

 

○また、医療計画制度においては、急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療 

提供体制の構築や、地域包括ケアシステム強化のための介護保険法の一部改正などを背 

景に、介護保険事業（支援）計画等との整合性の確保などが求められています。 

 

○こうしたことを踏まえ、平成 30（2018）年３月、本県においても、現行の計画を見直し、 

新たに、令和５(2023)年度までの６年間を計画期間とする「栃木県保健医療計画（７期 

計画）」（以下「７期計画」という。）を策定しました。 

 

 ２ 進行管理、計画の評価、見直しについて 

 

○７期計画では、計画・立案(Plan)－実行(Do)－評価(Check)－改善(Action)のサイクルに 

より、数値目標の進捗状況、計画の実施状況等を確認し、次期栃木県保健医療計画に反 

映していくこととしています。 

 

○具体的には、毎年度の実施状況を確認・評価し、その結果を栃木県医療介護総合確保推 

進協議会に報告し、頂いた御意見等を踏まえ、次年度の施策・事業等に反映していくこ 

ととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－１ 

 
Plan 

（計画・立案） 

 
Do 

（実施） 

 
Check 

（評価） 

 
Action 
（改善） 
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Ⅱ 数値目標の状況等 

○７期計画では、目標年度（基本的に令和５(2023)年度）までに達成すべき数値目標を別表 

のとおり設定していますが、各項目の直近の状況は次のとおりです。 

  

＜総括表＞ 

【５疾病】 

区 分 
ベース 

ライン未満 

ベース 

ライン程度 

ベース 

ライン超 

目標値 

以上 

比較困難 

（直近データ

なし） 

①がん（13 項目）  ☺   
☆☆☆ 

☆☆☆ 

②脳卒中（８項目）   
 

 ☆☆ 

③心筋梗塞等の心血管疾患（９

項目） 
    

☆☆☆ 

☆☆☆ 

④糖尿病（７項目）  ☺  ♪ ☆☆ 

⑤精神疾患（13 項目）    
♪♪♪ 

♪♪♪ 
 

 

【５事業】 

区 分 
ベース 

ライン未満 

ベース 

ライン程度 

ベース 

ライン超 

目標値 

以上 

比較困難 

（直近データ

なし） 

①救急医療（５項目）    ♪  

②災害医療（３項目）      

③周産期医療（３項目）  ☺    

④小児救急医療を含む小児医療

（３項目） 

  
 ♪ 

 

 

【在宅医療】 

区 分 
ベース 

ライン未満 

ベース 

ライン程度 

ベース 

ライン超 

目標値 

以上 

比較困難 

（直近データ

なし） 

全４項目    ♪  

 



【表の見方】

　比較結果欄には、ベースライン及び目標値と比較した直近値の状況を表示しています。

　なお※印について、ベースライン以降の直近値が未定であるものは、比較結果を未記入としています。

１　５疾病 注　直近値がないものは※としている。

疾病名 ベースライン 直近値 目標値 比較結果 備考

胃がん 43.2% ※ 50％以上

大腸がん 44.3% ※ 50％以上

肺がん 51.9% ※ 60％以上

乳がん 48.2% ※ 60％以上

子宮頸がん 44.0% ※ 60％以上

（2016年） （2023年）

胃がん 81.5% 75.0% 90％以上

大腸がん 70.5% 69.3% 90％以上

肺がん 81.1% 83.6% 90％以上

乳がん 85.4% 89.0% 90％以上

子宮頸がん 84.5% 73.1% 90％以上

（2016年度） （2019年度） （2023年度）

0市町 0市町 全ての市町

（2015年度） （2019年度） （2023年度）

272人 291人 500人以上

（2017年度） （2019年度） （2023年度）

25.9% 50％以上

※

（2016年度） （2023年度）

特定健康診査 48.1% 51.4% 70%以上

特定保健指導 19.0% 22.5% 45%以上

（2015年度） (2017年度) （2023年度）

37.5% 35.7% 50％以上

（2016年） (2018年) （2023年）

58.1% 60.4% 65％以上

（2014年） (2017年) （2023年）

66.0% 71.7% 75％以上

（2016年） (2018年) （2023年）

22.9% 22.3% 20％以下

（2016年） (2018年) （2023年）

男性 49.1 ※ 全国値以下

女性 28.5 ※ 全国値以下

（2015年） （2023年）

特定健康診査 48.1% 51.4% 70%以上

特定保健指導 19.0% 22.5% 45%以上

（2015年度） (2017年度) （2023年度）

94.9% 93.0% 100%

（2014年） (2017年) （2023年）

急性心筋梗塞

男性 19.7 ※ 全国値以下

女性 8.2 ※ 全国値以下

（2015年） （2023年）

大動脈瘤及び解離

男性 7.8 ※ 全国値以下

女性 4.1 ※ 全国値以下

（2015年） （2023年）

心不全

男性 13.2 ※ 9.9以下

女性 9.6 ※ 7.0以下

（2015年） （2023年）

（別表）７期計画における数値目標の状況　（令和２（2020）年３月31日現在）

⑤

③

④
発症後3日以内にリハビリテー
ションを実施した患者の割合

⑥
脳血管疾患の年齢調整死亡率
（人口10万対）

脳卒中で在宅等生活の場に復帰
した患者の割合

(1)がん

③

個別検診実施機関に関する事業
評価の実施市町数
（胃がん、大腸がん、肺がん、
乳がん、子宮頸がん）

緩和ケア研修会修了者数
（拠点病院等以外の施設の医
師・歯科医師）

④

がんの治療等のために通院しな
がら働き続けられる環境にある
と思う県民の割合

(2)脳卒中

発症後3時間以内に受診した患者
の割合

脳卒中発症登録に占める再発者
の割合

①
特定健診・特定保健指導の実施
率

②

目標項目

① がん検診の受診率（注）

（注）胃がん、大腸が
ん、肺がん、乳がんは
40-69歳、子宮頸がん
は20-69歳

② 精密検査の受診率（注）

（注）胃がん、大腸が
ん、肺がん、乳がんは
40-69歳、子宮頸がん
は20-69歳
ベースラインの数値
は、「H28（2016）年度
栃木県健康診査実施
状況調査」からH26
（2014）年度の受診率
を設定

②
虚血性心疾患で在宅等生活の場
に復帰した患者の割合

①
特定健診・特定保健指導の実施
率

③

⑤

心筋梗塞等の心血管疾患の年齢
調整死亡率（人口10万対）

(2)①再掲
(3)心筋梗塞等
の心血管疾患

目標値以上 ベースライン超 ベースライン程度 ベースライン未満
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疾病名 ベースライン 直近値 目標値 比較結果 備考

特定健康診査 48.1% 51.4% 70%以上

特定保健指導 19.0% 22.5% 45%以上

（2015年度） (2017年度) （2023年度）

55,000人 55,000人 65,000人以下

（2014年） （2017年） （2022年）

67.8% ※ 100%

（2016年度） （2022年度）

HbA1c(NGSP値) 8.4%
以上の者 0.5%

※
HbA1c(NGSP値) 8.4%
以上の者 0.5%以下

（2016年度） （2022年度）

284人 258人 230人以下

（2016年） （2018年） （2022年）

8保険者 25保険者 保険者の半数以上

（2016年度） （2018年度） （2023年度）

674人 649人 686人

2014年度 2019年度 2020年度

693人

2024年度

593人 552人 613人

2014年度 2019年度 2020年度

616人

2024年度

3,344人 2,718人 3,029人

2014年度 2019年度 2020年度

2,395人

2024年度

1,728人 1,544人 1,738人

2014年度 2019年度 2020年度

1,439人

2024年度

1,616人 1,174人 1,291人

2014年度 2019年度 2020年度

956人

2024年度

4,611人 3,919人 4,328人

2014年度 2019年度 2020年度

3,704人

2024年度

－ 626人 401人

2019年度 2020年度

1,057人

2024年度

－ 184人 210人

2019年度 2020年度

552人

2024年度

－ 442人 191人

2019年度 2020年度

505人

2024年度

63% 68% 69%

2014年度 2017年度 2020年度

82% 79% 84%

2014年度 2017年度 2020年度

89% 87% 90%

2014年度 2017年度 2020年度

19.5 16.9 14.6

2015年 2018年度 2022年

③
治療を継続している糖尿病患者
の割合

⑤
糖尿病腎症による年間透析導入
患者数

(5)精神疾患

地域移行に伴う基盤整備量
(65歳未満利用者数）

⑫
精神病床における入院後１年時
点の退院率

②
精神病床における回復期（３か
月以上１年未満）入院需要（患
者数）

② 糖尿病患者数

精神病床における急性期（３か
月未満）入院需要（患者数）

⑪

精神病床における慢性期（１年
以上）入院需要（患者数）

⑦
地域移行に伴う基盤整備量
(利用者数）

④
精神病床における慢性期入院需
要(65歳以上患者数）

④ 血糖コントロール不良者の割合

自殺死亡率
（人口10万人当たりの自殺者
数）

⑤
精神病床における慢性期入院需
要(65歳未満患者数）

⑥

③におけるベースライ
ンから直近値の減少
分＝地域移行された
者

④におけるベースライ
ンから直近値の減少
分＝地域移行された
者

⑤におけるベースライ
ンから直近値の減少
分＝地域移行された
者

平成28（2016）年度の
栃木県保険者協議会
構成保険者数は42
糖尿病重症化予防プ
ログラムのうち保健指
導に取り組む保険者
数を計上

⑥

⑬

①

③

①
特定健診・特定保健指導の実施
率

(2)①再掲

地域移行に伴う基盤整備量
(65歳以上利用者数）

⑨

かかりつけ医と連携した糖尿病
重症化予防に取り組む保険者数

精神病床における入院後３か月
時点の退院率

⑩

(4)糖尿病

目標項目

精神病床における入院後６か月
時点の退院率

精神病床における入院需要(患者
数）

⑧
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２　５事業

事業名 ベースライン 直近値 目標値 比較結果 備考

40.6分 41.8分 全国平均以下

① （全国：39.3分） （全国：39.5分）

(2016年) (2018年) (2023年)

19,673件 24,009件 前年度より増加 23,266件

（2016年度） （2019年度） （毎年度） （2018年度）

24.7% 25.8% 30.0%

（2016年度） （2018年度） (2023年度)

30.9% 32.1% 35.0%

（2016年度） （2018年度） (2023年度)

15.3% 19.3% 20.0%

（2016年度） （2018年度） (2023年度)

11病院 12病院 18病院

（2017年12月） （2020年3月） (2023年度)

6.3% 10.5% 全国平均以上

（全国：20.2%）

（2017年9月） （2018年12月） (2023年度)

－ 6回

（2017年度） （2019年度）

4医療圏 4医療圏 5医療圏

① （2017年10月現在） （2020年3月現在） (各周産期医療圏1か所以上)

(2023年度)

6.9% 13.5% 25.5%

（2015年度） （2018年度） (2023年度)

2人 14人 17人

（2017年10月現在） （2020年3月現在） (2023年度)

19,673件 24,009件 前年度より増加 23,266件

（2016年度） （2019年度） (毎年度) （2018年度）

15.3% 19.3% 20.0%

（2016年度） （2018年度） (2023年度)

2人 14人 17人

（2017年10月現在） （2020年3月現在） (2023年度)

３　在宅医療

ベースライン 直近値 目標値 比較結果 備考

283施設 273施設 400施設

（2015年） (2017年) （2020年）

476.4人 598.3人 580人

（2017年） （2019年） （2020年）

121施設 142施設 250施設

（2014年） （2017年） （2020年）

124施設 210施設 220施設

（2017年） （2019年） （2020年）

②
災害拠点病院以外の病院におけ
る業務継続計画の策定率

③

(1)救急医療

(2)災害医療

(3)周産期医療

(4)小児救急を
含む小児医療

③

②

救命救急センターにおける救急
患者の入院率

⑤
救命救急センターにおける小児
救急患者の入院率

④

災害時小児周産期リエゾン認定
者数

①
とちぎ子ども救急電話相談の相
談件数【救急医療再掲】

ＤＭＡＴ指定病院数（ＬＤＭＡ
Ｔ指定病院を含む）

とちぎ子ども救急電話相談の相
談件数

③
病院群輪番制病院における救急
患者の入院率

救急要請（覚知）から救急医療
機関への搬送までに要した平均
時間

訪問薬剤指導を実施する薬局数

目標項目

②
新生児訪問（産後1か月以内）の
実施率

③
災害時小児周産期リエゾン認定
者数【周産期医療再掲】

各地域分科会で年
間１回以上
(2023年度)

②
救命救急センターにおける小児
救急患者の入院率【救急医療再
掲】

①
訪問診療を実施する診療所、病
院数

②
訪問看護ステーションに勤務す
る看護師数（常勤換算）

③
訪問歯科診療を実施する歯科診
療所数

①

災害時の医療チーム等の受入を
想定し、関係機関・団体等と連
携の上、コーディネート機能の
確認を行う災害訓練の実施回数

地域周産期医療機関の整備

目標項目

④

5
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Ⅲ ５疾病・５事業・在宅医療【７期計画第５章】の主な取組 

第５章－２－(1) がん 

○がんの予防及び早期発見の推進 

 ・テレビ、ラジオ、広報誌等を活用し、がんの正しい知識やがん検診受診等の普及啓発を実施しま

した。 

・喫煙対策や生活習慣改善を促進するため、研修会の開催や普及啓発等を実施しました。 

・肝炎ウイルスの無料検査と受検勧奨、検査陽性者に対する受診勧奨等のフォローアップを行いま

した。 

・がん検診従事者の資質向上を図るため、精度管理等に関する研修会を開催しました。  

検診従事者対象研修会 ４回、参加者365名 

市町職員等対象研修会 １回、参加者38名 

・がん登録データを活用し、県内市町のがん検診の精度管理を支援しました。 

 

○がん医療の充実 

・県民が質の高いがん医療を受けることができる体制を確保するため、栃木県がん診療連携協議会

と連携するとともに、補助金の交付を通じて、がん診療連携拠点病院等での取組を支援しました。 

 

○がん患者やその家族を支えるための環境づくり 

 ・緩和ケア提供体制の充実を図るため、がん診療連携拠点病院等が行う研修会の開催を支援しまし

た。 

研修会 10回、修了者253名 

・がん患者の相談支援体制を強化するため、相談員を対象とした研修会を開催しました。 

相談員研修会 １回、参加者44名 

・企業の人事・労務担当者等を対象とした治療と仕事の両立支援セミナーを開催し、がん患者が働

きやすい職場環境づくりを促進しました。 

両立支援セミナー １回、参加者66名 

・がん患者等の治療と仕事の両立支援に関し、がん相談支援センター相談員が社会保険労務士の助

言を受けることのできる体制整備を行いました。 

対象 18病院 

・小児・ＡＹＡ世代のがん経験者に交流の場を提供するとともに、ニーズを把握し今後の取組の参

考とするため、意見交換会を開催しました。 

意見交換会 １回、参加者９名 
 

○がん対策を推進するために必要な基盤の整備 

 ・学校におけるがん教育を推進するため、推進連絡協議会を設置するともに、教員等を対象とした

教育研修会等を開催しました。 

教育研修会 参加者102名 

モデル校（２校）における取組 専門医講話 参加者770名、授業研究会 参加者60名 

・全国がん登録制度の円滑な運用を図るため、病院等のがん登録実務者を対象とした研修会を開催

しました。 

研修会 １回、参加者72名 
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第５章－２－(2) 脳卒中 

○脳卒中予防の取組の強化 

 ・特定健診・特定保健指導等の従事者の質の向上を図るため、研修等を実施しました。 

実践者育成研修〔初任者編〕 ２回、145名参加 

〃〔保健指導チームリーダー・事務職等編〕 １回、 63名参加 

〃〔保健指導経験者編〕 １回、 59名参加 

・県内の脳卒中発症の動向を把握するため、脳卒中発症登録事業を実施しました。 

登録数 4,653件 

・食事や運動、喫煙など生活習慣改善を促進するため、普及啓発事業を実施しました。 

［R2（2020）.3.31現在］ 

とちぎ健康づくりロードの普及 165箇所 

身体を動かそうプロジェクトの推進 参加：333団体 

食べて健康！プロジェクトの推進 参加：198団体 

とちぎのヘルシーグルメ推進店 362店 

とちぎ禁煙推進店 524店 
 

○適切な受療行動の促進と救急救護体制の整備 

 ・「栃木県脳卒中啓発プロジェクト」を参加団体と協働しながら実施し、脳卒中の初期症状と早期

受診の重要性、発症予防対策などについて、啓発活動を展開しました。 

参加団体数 244［R2（2020）.3.31現在］ 

研修会・情報交換会 １回、53名参加 

 ・病院前救護体制の強化を図るため、県内の救急隊員等を対象に、脳卒中が疑われる傷病者の判別

や適切な搬送先の選定に関する研修会を開催しました。  

研修会 １回、47名参加 
 

○病期に応じた専門的医療提供体制の構築 

 ・脳卒中発症者に早期に適切な急性期医療を提供できる医療体制整備を図るため、ICTを活用した遠 

  隔医療等によるt-PA療法(血栓溶解療法)およびDrip＆Shipについて、モデル事業を推進しました。 

実施施設 獨協医科大学病院、上都賀総合病院 

第１回院内シミュレーション 令和２(2020)年２月（獨協医科大学病院内） 
 

第５章－２－(3) 心筋梗塞等の心血管疾患 

○心筋梗塞等の心血管疾患予防の取組の強化 

 ・特定健診・特定保健指導等の従事者の質の向上を図るため、研修等を実施しました。 

実践者育成研修〔初任者編〕 ２回、145名参加 

〃〔保健指導チームリーダー・事務職等編〕 １回、 63名参加 

〃〔保健指導経験者編〕 １回、 59名参加 

・食事や運動、喫煙など生活習慣改善を促進するため、普及啓発事業を実施しました。 

とちぎ健康づくりロードの普及 165箇所 

身体を動かそうプロジェクトの推進 参加：333団体 

食べて健康！プロジェクトの推進 参加：198団体 

とちぎのヘルシーグルメ推進店 362店 

とちぎ禁煙推進店 524店 

［R2（2020）.3.31現在］ 
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○速やかな救命処置の実施と救急救護体制の整備 

・「栃木県傷病者搬送・受入実施基準ハンドブック」等を活用し、急病者が適切に搬送できる体制

の構築に努めています。 

 ・ＡＥＤ設置事業所等を対象とした救急法等講習会を実施しました。 

 ・病院前救護体制の強化を図るため、県内の救急隊員等を対象に、心疾患が疑われる傷病者の判別

や適切な搬送先の選定に関する研修会を開催しました。 

研修会 １回、125名参加 
 

第５章－２－(4) 糖尿病 

○糖尿病予防の取組の強化 

 ・糖尿病予防推進協議会を活用した取組状況の評価を行いました。 

協議会 １回 

 ・医療保険者が行う保健指導の質の向上を図るため、専門家の派遣による人材育成を行いました。 

派遣回数 ５回 

 ・11/14の世界糖尿病デーに併せたブルーライトアップの実施や、テレビ、ラジオ、新聞等により糖

尿病発症・重症化予防の普及啓発を行いました。 

ブルーライトアップ ３箇所 

 ・特定健診・特定保健指導等の従事者の質の向上を図るため、研修等を実施しました。 

実践者育成研修 〔初任者編〕  ２回、145名参加 

〃 〔保健指導チームリーダー・事務職等編〕 １回、 63名参加 

〃 〔保健指導経験者編〕 １回、 59名参加 

・職域における検診受診率向上のため、企業や関係団体と連携して健康講話を実施しました。 

・地域の食育関係者が連携し、地域の食育や健康づくりを推進する会議等を実施しました。 

協議会 ＷＧ ワーキング検討会 研修会 

４回 12回 10回 ８回 
 

○必要な医療体制の整備と医療機関等の連携強化 

・医療保険者による糖尿病重症化予防の取組を推進するため、県内全ての保険者が実施可能で標準

的な取組例を示す糖尿病重症化予防プログラムを策定し、保険者の取組支援を行いました。 

・糖尿病の標準的な治療の普及や治療連携の強化等が図られるよう治療連携マニュアルや治療連携

チェックシートを作成し、糖尿病連携手帳の活用を推進しました。 

 

○糖尿病医療に係る人材の育成と資質向上 

・糖尿病･慢性腎臓病（CKD）研修を実施しました。 

医療従事者対象 ６回、356名参加 

管理栄養士対象 １回、 70名参加 
 

第５章－２－(5) 精神疾患 

○多様な精神疾患等に共通する事項 

・精神保健福祉センターや各健康福祉センターにおける相談事業等の地域精神保健福祉活動の充実

に取り組んでいます。 

・各広域健康福祉センターにおいて、精神障害者地域移行・地域定着推進協議会を開催し、保健・

医療・福祉関係者等と連携を図り、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進に

取り組んでいます。 

・精神障害者の地域移行・地域定着推進のため、医療機関や相談支援事業所の職員を対象とした研
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修の実施や、ピアサポートの活用に取り組んでいます。 

精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 ２回（参加延人数185人） 

・精神障害者の地域生活への移行及び地域生活を支えるための適切な在宅医療の提供を確保する観

点から、精神科訪問看護に従事できる人材を養成し、精神科訪問看護に対応できる訪問看護ステ

ーションの拡大を図ることを目的に、訪問看護ステーション職員に対する研修を実施しました。 

精神科訪問看護研修受講者数 83人 
 

○統合失調症 

・栃木県立岡本台病院において、難治性の統合失調症患者に対しクロザピン治療やmECT等の専門的

治療を提供した。 

栃木県立岡本台病院におけるクロザピン治療患者数 28名 
 

○うつ病・躁うつ病 

・精神保健福祉センターにおいて、当事者を対象として「精神科デイケア」、家族を対象として 

「精神障害者家族教室」をそれぞれ実施しています。また、専門教育として、精神疾患を理解 

するための講話を開催し、関係機関における疾患の理解に努めました。さらに、各種メディア 

を活用した普及啓発事業等に取り組んでいます。 

精神科デイケア 46回（参加延人数150人） 

精神障害者家族教室 ２回（参加延人数７人） 

※R元年度「うつ病家族教室」と統合 
 

○認知症 

・認知症疾患医療センターの充実や、認知症サポート医の養成、かかりつけ医を対象とした研修の

実施等に取り組んでいます。 

認知症疾患医療センター 

［R2(2020).3月現在］ 

獨協医科大学病院、烏山台病院、足利富士見台病

院、上都賀総合病院、皆藤病院、足利赤十字病院、

芳賀赤十字病院、自治医科大学附属病院、済生会

宇都宮病院、佐藤病院 

認知症サポート医養成研修修了者数 33人［H18(2006)～ R元(2019)年度 累計201人］ 

とちぎオレンジドクター登録者数 32人［H28(2016)～ R元(2019)年度 累計170人］ 

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数 13人［H19(2007)～ R元(2019)年度 累計748人］ 

歯科医師認知症対応力研修修了者数 19人［H28(2016)～ R元(2019)年度 累計309人］ 

薬剤師認知症対応力研修修了者数 53人［H28(2016)～ R元(2019)年度 累計457人］ 

看護職員認知症対応力研修修了者数 70人［H28(2016)～ R元(2019)年度 累計332人］ 
 

○児童・思春期精神疾患 

・様々な子どもの心の問題に対する支援体制の充実を図るため、医学的な見立てと支援機関等への

コンサルテーションを目的に各広域健康福祉センターに心の相談窓口を設置し、さらに保健、医

療、福祉、教育等関係機関との連携会議や、支援機関職員の資質向上のため研修等に取り組んで

います。［R元年度］ 

子どもの心の相談窓口相談実績 実件数27件、延べ件数286件 

連携会議等の開催 連携会議：１回 地域ネットワーク会議：5回 

支援機関職員研修事業 

支援機関職員研修：7回（参加延人数：462人） 

専門職（医師等）のための医学セミナー：1回 

（参加者数98人） 
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○発達障害 

・発達障害者支援センター「ふぉーゆう」において、相談支援や発達支援、就労支援、普及啓発及

び研修開催等に取り組んでいます。また、発達障害者地域支援マネージャーを配置し、各圏域に

おいて研修会や関係機関等への助言を行いました。 

ふぉーゆうの相談件数 延べ件数954件 

・身近な地域での支援体制の構築のため、栃木県発達障害者支援地域協議会を開催しました。 

協議会開催回数 ２回 

 ・発達障害者相談支援サポーターの養成［R元年度新規］ 

養成者数 24人 

 ・発達障害に対応が可能な医療機関一覧の作成・公表［R元年度新規］ 

○依存症 

 ・栃木県立岡本台病院における「アルコール・薬物専門外来」や入院医療も含めた依存症治療を行

い、医療体制の整備に向けた検討を行いました。 

アルコール・薬物外来延患者数 3,689人 

アルコール入院延患者数 933人 

・健康福祉センター及び精神保健福祉センターにおける相談支援を実施するとともに、相談支援担

当者に対する研修会を開催しました。 

薬物依存症相談担当者専門研修会受講者数 31人 

依存症関連相談技術研修会受講者数 37人 

・依存症研修会を実施しました。［R元年度新規］ 

受講者数 25人 

・栃木県地方精神保健審議会アルコール健康障害対策推進計画策定部会を設置しました。 

・栃木県アルコール健康障害対策推進計画を策定しました。 

○外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ） 

・災害時の精神医療活動を実施することができる栃木県災害派遣精神医療チーム（栃木県ＤＰＡＴ）

を養成するため、関係団体等と連携し、栃木県ＤＰＡＴ養成研修等を実施し、災害時における被

災者への心のケアやＰＴＳＤの予防等に携わる人材を養成しました。 

栃木県ＤＰＡＴ養成研修等開催 １回（参加人数39人）［H30年度］ 

 ・令和元年東日本台風における栃木県ＤＰＡＴ活動の一環として、災害時のこころのケアに関する

研修会を実施しました。 

開催回数：5回 総受講者数：303名 

・相談窓口として、こころのダイヤルや精神保健福祉センターによる相談対応を実施しました。 

こころのダイヤル相談件数 8,174件 
 

○高次脳機能障害 

・高次脳機能障害者を実際に支援している関係機関職員の、高次脳機能障害に関する理解を深め、支

援方法、関係機関との連携方法等を理解してもらうための研修等を実施しました。 

高次脳機能障害相談支援研修（基礎編） 78人 

高次脳機能障害相談支援研修（応用編） 64人 

高次脳機能障害セミナー 178人 

高次脳機能障害医療従事者研修 63人 

  ・高次脳機能障害者支援に係る医療・保健・労働等の関係機関の連携を図るため、「高次脳機能障

害支援連携協議会」を開催し、支援に係る情報交換等を実施しました。 
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○摂食障害 

・摂食障害への理解や家族の対応などへの理解を深めることを目的に、摂食障害者家族教室「ベル

ヴィー」による家族ミーティングや学習会等を実施しました。 

摂食障害者家族教室 12回（参加延人数62人） 
 

○てんかん 

・てんかん診療拠点機関を中心とした医療連携体制を構築し患者及び家族が適切に医療機関を選択

できるよう「てんかん診療に係る現況調査」を実施し診療可能な医療機関一覧を公表しました。

［R元新規］ 

・てんかん患者に関わる人のスキルアップのために、てんかん診療拠点機関において医療機関等職

員に対するカンファレンスを実施しました。また、市民講座や関係機関向け研修会を実施し、て

んかんに関する理解促進を図りました。 

てんかん合同カンファレンス参加者数 247人 

てんかん市民講座参加者数 100人 

教育医療福祉関係者向け研修会参加者数［R元年度新規］ 225人 
 

○精神科救急 

・栃木県精神科救急医療システム連絡調整委員会を開催し、精神科と一般救急医療との間で課題と

なっている身体合併症への対応について、救急隊等が活用する「精神科合併症観察基準（案）」

を策定しました。［H30年度］ 

・栃木県精神科救急情報センターに精神科救急医療相談電話を開設し、本人、家族や関係機関等か

らの相談の受理及び緊急な医療への助言等を行いました。 

精神科救急医療相談電話実績 785件 

 ・栃木県立岡本台病院は精神科救急医療の常時対応施設として、夜間・休日の救急医療の提供を行 

いました。                          ［R元年度］ 

一次救急(任意入院等) 二次救急(医療保護入院) 三次救急(措置入院等) 

3件 29件 165件 

 ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進し、身近な地域で必要な医療が提供さ

れる精神科医療体制の実現に向けて、「精神科指定病院における措置入院患者の直接受入れに関

する事務処理要領」を策定し、平成31年３月から運用を開始しました。 

 

○身体合併症 

・栃木県精神科救急医療システム連絡調整委員会・身体合併症課題検討部会を開催し、救急隊等が

活用する「精神科合併症観察基準（案）」の内容を取りまとめました。［H30年度］ 

・救急医療に携わる医療従事者（一般科、精神科）等を対象とし、身体合併症事例をもとに各医療

機関の関わり等について検討する研修会を開催し、一般科、精神科の医療機関の連携強化を図り

ました。 

 

○自殺対策 

・平成30年3月に策定した「いのち支える栃木県自殺対策計画」に基づき、『共に支え合い、誰も自殺に追

い込まれることのない“とちぎ”の実現』を目指して総合的かつ効果的な自殺対策を実施しました。 

・自殺対策連絡協議会において、行政をはじめ各分野の関係機関、団体間での情報収集・交換を行い、

それぞれの連携を図りました。また、各健康福祉センターにおいても地域における関係機関・団体との

会議等を実施し、情報の共有や連携を図りました。 

・かかりつけ医や産業医を対象とした研修を実施し、自殺のサインに気づき、相談等につなげられるゲー
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トキーパーの養成を行いました。 

研修受講者数 56 人 

・相談窓口の周知や自殺対策の理解促進を図るため、自殺予防週間や自殺対策強化月間に街頭キャン

ペーン等の普及啓発を行いました。また、児童生徒は夏休み明けの時期に自殺のリスクが高まるため、

夏休み明け前に啓発キャンペーンを実施しました。 

・精神保健福祉センターにおいて自殺未遂者等のハイリスク者を対象にスキルアップデイケアを実

施しています。 

 

○医療観察法における対象者への医療 

・医療観察法による入院によらない医療提供の更なる充実を図るため、宇都宮保護観察所等と連携し、

指定通院医療機関の指定を進めました。 

指定医通院医療機関指定数 22件 

・医療観察法のさらなる円滑な運用を図るため、関係団体等と連携し、精神保健判定医及び精神保健

参与員の指定を進めました。 

精神保健判定医指定数 19人 

精神保健参与員指定数 23人 

 

 

第５章－３－(1) 救急医療 

○救急医療の適正利用 

 ・県民の理解を深めるため、救急医療の適正利用に係る啓発リーフレットやこども救急ガイドブッ

クの作成･配布、ポスター掲示など、救急医療における機能分化の推進と連携の強化を図りました。 

こども救急ガイドブック 34,000部 
 

○病院前救護体制の充実･強化 

・メディカルコントロール体制強化事業を実施し、各地区での搬送困難事案の事後検証を実施しま

した。 

 

○初期救急医療体制の充実･強化 

 ・初期救急医療施設に勤務する医師を対象とした脳卒中・心臓病の診断等に関する研修を実施しま 

した。 

 ・とちぎ救急医療電話相談事業を実施し、医療機関の機能分化や消防機関の負担軽減を図りました。 

 

○二次救急医療体制の充実･強化 

 ・病院群輪番制を運営する市町等に対する運営費及び設備整備費補助を行うなど、市町等と連携し

て二次救急医療体制の充実･強化を図りました。 

病院群輪番制病院 30病院［R2（2020）.3.31現在］ 

 

 

○三次救急医療体制の充実･強化 

 ・救命救急センターを設置する病院に対する運営費及び設備整備費補助を行うほか、ドクターヘリ

の効果的運用を図るなど、三次救急医療体制の充実･強化を図りました。 

ドクターヘリ運行回数 809回 
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第５章－３－(2) 災害医療 

○災害拠点病院やＤＭＡＴを軸とした体制整備 

災害拠点病院 11病院（R1（2019）年度末） 

日本ＤＭＡＴ養成研修 30名受講（R1（2019）年度末39チーム218名） 

栃木県ＤＭＡＴ養成研修 50名受講（R1（2019）年度末 16チーム 118名） 

病院版ＢＣＰセミナー開催 88名受講 
 

○医療関係団体等との連携 

栃木県災害医療コーディネート研修 114名受講 

保健医療調整本部設置要綱の策定（H31(2019).3.22） 
 

○災害時における精神保健医療活動の体制整備 

 ・栃木県立岡本台病院職員を中心に、厚生労働省委託事業ＤＰＡＴ事務局が主催するＤＰＡＴ先遣

隊研修及びＤＰＡＴ先遣隊技能維持研修を受講することで、ＤＰＡＴ先遣隊隊員を養成し、災害

発生急性期等における精神科医療の提供支援ができるような組織づくりを進めています。 

ＤＰＡＴ先遣隊技能維持研修受講者数 ２名（２日間） 

栃木県ＤＰＡＴ先遣隊員登録者数 ９名［R2.3.31現在］ 

栃木県ＤＰＡＴ隊員登録者数 39人［R2.3.31現在］ 

・令和元年東日本台風で被災した精神科病院に対して栃木県ＤＰＡＴ先遣隊及び栃木県ＤＰＡＴを

派遣し、必要な支援を実施し、事後検証により今後の栃木県ＤＰＡＴ体制強化のための取り組み

を実施しました。 

・栃木県ＤＰＡＴ運営委員会を開催し、有識者の意見を聴取したうえで栃木県ＤＰＡＴの体制整備 

を推進しました。 

 

第５章－３－(3) へき地医療 

へき地医療支援機構 

・へき地医療支援会議を開催し、へき地医療支援計画を策定しました。 

  また、へき地診療所の現状や今後のあり方等について、設置市と意見交換を行いました。併せて、

へき地診療所への現地調査を実施し、現状把握に努めました。 

設置市との意見交換会 日光市 

現地調査実施診療所 日光市立栗山診療所 

県 

・へき地診療所やへき地医療拠点病院に自治医科大学卒業医師等の派遣を実施しました。 

へき地医療拠点病院 25名 

へき地診療所 3名 

・へき地診療所やへき地医療拠点病院の設備整備や運営費並びに市が実施する患者輸送事業に対す

る助成を行いました。 

日光市立奥日光診療所 電子カルテ 

日光市立湯西川診療所 デジタルＸ線 

佐野市氷室診療所 超音波画像診断装置 

佐野市飛駒診療所 心電計 
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第５章－３－(4) 周産期医療 

○周産期医療提供体制の整備・充実 

・自治医科大学及び獨協医科大学における栃木県地域枠設置により医師の養成を実施したほか、産 

科医を目指す医学生に修学資金を貸与し、医師の養成を実施しました。 

修学資金貸与 6人 

自治医大（いわゆる地域枠含む） 33名 

獨協医大地域枠 56名 

 ・総合周産期母子医療センター及び地域周産期医療機関に対して運営費助成を行ったほか、新生児

医療担当医の確保や医療機器の整備に対し助成しました。 

総合周産期母子医療センター ２機関（自治、獨協） 

地域周産期医療機関 ６機関（那須日赤、国際医療、済生会、芳賀日赤、足利日赤、

佐野厚生） 
 

○医療機関等の連携の促進 

・周産期医療連携会議を開催し、関係機関の連携体制確認等を行いました。 

参加者数 24名［H31（2019）.3開催］ 
 

○妊娠・出産に関する相談支援体制の充実 

・妊娠期、出産、子育て期と切れ目のない支援体制の推進に向けて、市町や医療機関等の職員に対

し、研修会を開催しました。 

妊産婦メンタルヘルス研修会 参加者94名 

ようこそ赤ちゃん！支え愛事業行政担当者研修会 参加者45名 

・総合養育支援事業関係機関連絡会議や養育支援従事者専門研修を開催しました。 

連絡会議 参加者 17名 

専門研修 参加者 21名 
 

○災害時の周産期医療体制の整備 

・災害時に周産期医療に関わる調整等を行う「災害時小児周産期リエゾン」を養成するため、研修

会に医師を派遣しました。 

災害時小児周産期リエゾン養成研修 ５名受講 [R1（2019）] 
 

第５章－３－(5) 小児救急を含む小児医療 

○小児救急医療の適正利用の推進 

・子育て中の保護者等の不安軽減を図るため、小児救急電話相談事業を実質24時間化して実施する

とともに、こども救急ガイドブックの作成・配布を行いました。 

小児救急電話相談件数 24,009件 

こども救急ガイドブック 34,000部 
 

○小児医療提供体制の整備 

・小児休日・夜間急患センターや小児二次救急を担う小児救急拠点病院の運営に対する助成を行い

ました。 

小児休日・夜間急患センター 助成対象６カ所（宇都宮市夜間休日救急診療所ほか） 

小児救急拠点病院 ６小児救急医療圏に整備（ＮＨＯ栃木医療センターほか） 

 ・小児科診療医師研修事業を実施しました。 

第1回［R1（2019）.10.5開催］ 参加者13名 

第2回［R1（2019）.11.6開催］ 参加者16名 
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 ・高度な専門医療機能を担う「とちぎ子ども医療センター」の運営に対して助成を行いました。 

自治医科大学とちぎ子ども医療センター 病床数156床（補助対象50床） 

獨協医科大学とちぎ子ども医療センター 病床数 77床（補助対象６床） 

 

 

第５章－４ 在宅医療 

○在宅医療実施機関の基盤整備、機能強化の推進 

・「在宅医療において積極的な役割を担う医療機関」に対して設備整備等に係る経費を助成しまし 

た。 

一般診療所 歯科診療所 薬局 訪問看護ステーション 

４箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 

・訪問看護ステーションの経営の安定化をサポートするため、研修や専門家によるコンサルテーシ

ョン、電話相談等を実施しました。 

研修会（５回） 参加者146名 

コンサルテーション 28件 

電話相談 97件 

・訪問看護師の確保・育成・定着を図るため、訪問看護教育ステーションを設置しました。 

訪問看護教育ステーション ６か所（各二次保健医療圏） 

・小児在宅医療に携わる医療・介護関係者等を対象とした実技講習会及び多職種研修会を開催しま

した。 

実技講習会（1回） 参加者55名 

多職種研修会（2回） 参加者144名 

・県歯科医師会による在宅歯科医療従事者研修会の開催や歯科衛生士再就職支援の取組、及び在宅

歯科医療の相談窓口となるとちぎ在宅歯科医療連携室の運営に要する経費を助成しました。 

在宅歯科医療従事者研修会（2回） 参加者108名 

再就職支援のための研修会（5回） 参加者62名 

在宅歯科医療連携室 相談59件、機器貸出96件 
 

○入院医療機関と在宅医療に係る機関の円滑な連携の推進 

・看護師、介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー等による委員会の設置や人材育成のための研

修会（16回）、入退院共通連携シートの普及に向けた啓発活動に要する経費を助成しました。 

 

○地域における在宅医療・介護に係る関係機関の連携強化及び切れ目のない在宅医療体制の構築の推

進 

・各広域健康福祉センターに設置した「在宅医療推進支援センター」において、地域の医療介護関

係機関相互の連携を強化するため、圏域連絡会議や関係者向けの研修会等を実施したほか、各市

町や郡市医師会が開催する会議等に参画しました。 

圏域連絡会議 ２回 

関係者向け研修会 12回 

・在宅医療における医師の理解促進・裾野の拡大や病病・病診連携体制の強化を図るとともに、市

町が行う在宅医療・介護連携推進事業の支援ため、７郡市医師会が行う研修会・連絡会等の開催に

要する経費を助成しました。 

研修会 11回 

連絡会 １回開催 
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○県民等に対する普及啓発 

・各在宅医療推進支援センターにおいて、在宅医療に関する各種講演会等を開催しました。 

講演会 ３回 

市町等が実施する講演会への参画や協力 随時 

・在宅医療提供体制の強化や質の向上を図るため、在宅医療に関わる医師をはじめ、地域においてリーダ

ー的役割を担う医療・介護関係者を対象とした在宅医療の機能別研修会及び医療的ケアのスキル向上研

修会を県医師会に委託をして実施しました。 

機能別研修会（２回） 参加者345名 

スキル向上研修会（２回） 参加者97名 

・県民に対するアドバンス・ケア・プランニング（ACP、愛称｢人生会議｣）の理解促進を図るため、人生

の最終段階における医療・ケアの意思決定に関する講演会を開催しました。 

講演会（１回） 参加者365名 

 ・県民に対するACPの理解促進や話し合いのきっかけの提供をすることを目的とした動画を作成し、テレ 

ビCMの放映及びDVD配布等を行いました。 

30秒テレビCM 15回 

DVD配布 200枚 

動画閲覧 県ホームページ、YouTubeに掲載 
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Ⅳ その他の主な取組 

１ 良質で効率的な医療の確保【７期計画第４章】 

 

(1)  住民・患者の立場に立った医療サービスの提供 

◆住民の医療機関や薬局の適切な選択を支援するため、インターネット上で医療機能情 

報及び薬局機能情報を提供しました。 

（アドレス: http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/） 

 

(2)  医療機関の機能分担と連携 

◆地域医療介護総合確保基金等を活用し、公的医療機関等が行う施設・設備などの基盤 

整備に対する支援を行いました。 

➡【施設整備の支援先】御殿山病院 

◆ライフステージに応じた歯科保健対策を推進するため、かかりつけ歯科医の定期受診 

に関する啓発等を行いました。 

◆県民への医療の向上を図るため、かかりつけ薬局の活用やお薬手帳の普及啓発に努め 

たほか、「くすりと健康の週間」事業等を通じて県民に対する医薬品の正しい知識の 

普及啓発を図りました。 

◆薬剤師による訪問薬剤管理指導を推進するため、栃木県薬剤師会等と連携し、薬剤師 

の資質向上に係る研修会等を実施しました。 

◆薬局と病院薬剤師との連携を推進するため、栃木県薬剤師会等と連携し、実地研修事 

業や患者症例検討事業等を実施しました。 

◆薬局と医療機関等との連携を強化するため、栃木県薬剤師会等と連携し、多剤・重複 

服薬患者に対する薬剤師の訪問指導事業を実施する等、後期高齢者のポリファーマシ 

ー対策の手法を用いた医師等との連携推進事業を実施しました。 

 

(3)  医療安全対策の推進 

◆医療安全推進協議会を開催し、医療安全相談センターの運営方針や業務内容の検討を 

実施し、センターの運営体制の充実を図りました。また、県民や医療従事者等を対象 

とした医療安全講習会を実施し、医療安全に対する意識啓発を図りました。 

➡【医療安全相談センターの相談受付件数】777 件 

 

(4) 医薬品等の安全対策及び血液等の確保 

◆医薬品等の有効性や安全性を確保するため、医薬品等の製造業者や薬局及び医薬品販 

売業者に対する監視指導や研修会等を実施し、安全管理の徹底を図りました。 

➡【監視件数】R 元（2019）年度 2,664 件 

◆後発医薬品の使用を促進するため、リーフレットを作成する等、患者や医療関係者向 

けの環境整備・普及啓発を図りました。 

◆毎年度、献血推進計画を策定し血液製剤を確保するために必要な献血者数の目標を定 

め、普及啓発等の各種事業を実施し献血の推進を図りました。 

➡【献血者数】R 元(2019)年度 (実績)87,363 人、(計画)77,278 人 
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(5) 保健医療に関する情報化の推進 

◆各市町、二次保健医療圏及び県全体の健康課題を把握し、市町と一体となって健康課 

題への対策を推進していくため、自治医科大学の助言を得ながら、栃木県国保連合会 

と連携し、国保データベース（KDB）システムのデータ等を活用し、特定健康診査と医 

療費の関係について分析し、市町に情報提供を行いました。 

◆医療費の適正化を推進するため、宇都宮大学、栃木県国保連合会と連携し、こども医 

療費における後発医薬品の使用割合について分析し、関係課に情報提供を行いました。 

◆レセプトデータ等活用推進会議において、職員が備えるべき技能、組織として整備す 

べき仕組み及び今後の課題などについて検討しました。また、東京大学未来ビジョン 

研究センターから講師を招き、自治体におけるデータ活用について講演会を開催しま 

した。 

◆患者の同意の下、診療情報を医療機関の間で共有するネットワークである「とちまる 

ネット」の整備を推進しました。 

➡【参加施設数：令和２（2020）年３月末 333 施設】 

 

２ 各分野の医療体制の充実【７期計画第７章】 

 

(1) 感染症 

◆新型コロナウイルス感染症への対応のため、栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部 

を設置し、県民等への情報提供や感染予防の働きかけ、相談対応、検査体制・医療提供 

体制の整備などを行いました。 

◆医療提供体制の充実を図るため、感染症指定医療機関の施設・設備整備に対する助成を 

行いました。 

 

(2) 移植医療 

◆臓器移植普及推進月間（10 月）を中心に、栃木県臓器移植推進協会と連携しながら、 

県南・県央・県北の３地区で積極的な移植医療に関する普及啓発活動を実施し、県民の 

臓器移植に関する理解や臓器提供意思表示カードの普及・所持を促進しました。 

◆各種広報媒体を利用した普及啓発、骨髄バンク推進月間におけるキャンペーン、献血併 

行型登録会の実施により登録を推進しました。 

➡【実登録者数】R元（2019）年度 634 人 

 

(3) 難病 

◆令和元（2019）年７月に、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成 

対象疾病が 331 疾病から 333 疾病へと拡大されたことに伴い、県民、医療機関等に対し 

て医療費助成制度の周知を図るとともに、当該制度の円滑な運用に努めました。 

◆とちぎ難病相談支援センターにおける相談対応や情報提供、ピアサポーターによる交流 

会を実施しました。 

◆県内３医療機関を拠点とする難病医療ネットワークを中心に、早期診断、良質な医療の 

確保などの対応を行いました。 

◆在宅難病患者を介護する家族等の負担軽減のため、一時入院支援事業や介助人派遣事業 

を行いました。 
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(4) アレルギー疾患 

◆平成 30（2018）年度に、獨協医科大学病院をアレルギー疾患医療拠点病院として選定 

したほか、二次医療圏ごとに 12 病院をアレルギー疾患医療中核病院として選定するな 

ど、医療提供体制を整備しました。 

◆平成 31（2019）年３月に、アレルギー医療連絡協議会を設置、開催し、アレルギー診 

療体制の均てん化や医療従事者の人材育成等について、医療機関、関係団体と意見交換 

を行いました。 

 

(5) 歯科保健医療 

◆「栃木県歯科保健基本計画（2 期計画）」に基づき、摂食嚥下指導の普及啓発、在宅歯 

科医療連携室の運営支援、在宅歯科医療従事者研修会、多職種連携による栄養指導や口 

腔機能向上に関する研修会など、生涯にわたり歯と口腔の健康づくりを進めるための取 

組を実施しました。 

◆歯科保健医療対策の拠点である「とちぎ歯の健康センター」において、障害者歯科診療 

事業〔延患者数：3,785 人〕、巡回歯科診療事業〔延患者数：113 人〕、福祉施設巡回歯 

科相談・指導事業〔歯科検診：受診者 454 人、口腔ケア研修：受講者 199 人〕を実施し 

たほか、歯科保健に関する普及啓発、相談指導事業等を実施しました。 

 

３ 保健・医療・介護・福祉の総合的な取組の推進【７期計画第８章】 

 

(1)健康づくりの推進 

◆平成 26（2014）年４月１日に施行した「健康長寿とちぎづくり推進条例」に基づき、「健 

康長寿とちぎづくり推進県民会議」を推進母体として、重点プロジェクトの推進や健康 

長寿とちぎづくり推進大会の開催等により、健康長寿とちぎづくりを推進しました。 

➡【重点プロジェクト参加団体】 

栃木県脳卒中啓発プロジェクト 244 団体 

身体を動かそうプロジェクト  333 団体 

食べて健康!プロジェクト   198 団体 

◆とちぎ健康づくりロードの周知やとちぎ禁煙推進店、とちぎのヘルシーグルメ推進店、 

健康長寿とちぎ応援企業の登録促進、健康長寿とちぎＷＥＢの利用促進等により、県民 

ひとり一人が健康づくりを実践できるよう、環境整備を行いました。 

➡【とちぎ健康づくりロード】      165 コース 

【とちぎ禁煙推進店登録数】       524 施設 

【とちぎヘルシーグルメ推進店登録数】  362 施設 

【健康長寿とちぎ応援企業登録数】       32 施設 

◆県民の健康課題を把握し、健康づくり事業の推進に資するため、県民健康・栄養調査の 

 結果をもとに普及・啓発、研修等を実施しました。 

◆子どもの頃から適切な生活習慣の定着を図るため、二次保健医療圏ごとの地域の食と健 

康づくり推進協議会の開催や地域の食に関する関係者と連携したワーキングや検討会、 

研修会の開催、学校等への健康づくり専門家派遣事業による健康教育などを行いました。 

  ➡【協議会開催】４回、【ワーキング・検討会】：10 回、【研修会】：８回、 

【専門家派遣事業】44 回 
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(2)高齢者保健福祉対策 

◆住民主体による介護予防に係る取組を促進するため、市町や地域包括支援センター職員 

に対する研修や、住民主体の介護予防活動のリーダーを養成するための研修会を開催す 

るとともに、自立支援に向けた地域ケア会議を促進するための市町職員に対する研修を 

開催しました。 

➡【研修会開催】3回 

◆地域包括支援センターの職員に必要な知識の習得及び技能の向上を図るため、各種研修 

会を開催しました。 

➡【初任者、現任者、医療的知識向上研修】計 4 回 

  ◆認知症の早期診断・早期対応のための体制構築に向け、市町が設置する認知症初期集中 

支援チーム員や認知症地域支援推進員に対する研修への支援を行いました。 

 

(3)今後高齢化に伴い増加する疾患等対策 

◆高齢者の低栄養予防のため、市町・県栄養士会・食生活改善推進員等と協力して講習会 

や普及啓発活動を実施しました。また、給食施設等の関係者に対して、高齢者の摂食・ 

嚥下・栄養補給等の研修会を開催しました。 

◆オーラルフレイル対策として、福祉施設巡回歯科相談・指導事業〔歯科検診：受診者 454 

人、口腔ケア研修：受講者 199 人〕や多職種連携による栄養指導・口腔機能向上研修〔受 

講者 90 人〕を実施した他、介護施設入所者の健口管理の手引きを作成しました。 

◆ロコモティブシンドロームの普及啓発を担う指導者を養成するため、ロコモアドバイザ 

ーとちぎ養成研修〔受講者 73 人〕を実施しました。 

 

(4)障害者保健福祉対策 

◆栃木県自立支援協議会に設置した相談支援部会において人材育成及び相談支援体制につ 

いて検討し、障害者の地域生活を支える相談支援専門員の養成を図りました。 

➡【研修受講者数】252 人 

◆グループホームや日中活動・居宅サービスの確保・充実を図りました。 

➡【グループホーム住居数】  363→379 

【就労継続支援Ａ型事業所数】 54→ 67 

【就労継続支援Ｂ型】        168→187 

【生活介護事業所数】        154→160 

◆障害者就業・生活支援事業、精神障害者等職場定着サポート事業等の実施により一般就 

労を促進しました。 

➡【障害者就業・生活支援センターによる相談支援】     18,953 件 

【精神・発達障害者職場定着サポートスキルアップ研修受講者数】49 人 

◆とちぎナイスハートプランに基づき、福祉的就労の充実を図りました。 

➡【施設力ステップアップセミナー】 ３回 

【栃木県の障害者優先調達】 実績 30,248 千円 

 

(5)母子保健対策 

◆令和 2（2020）年 3 月に策定した「とちぎ子ども・子育て支援プラン（第 2期）」に基 

づき、妊娠期から出産、子育て期までの切れ目のない支援の推進に向けて、市町や医療 

機関等の職員に対し、母子の状態やニーズを把握する手法を普及するための研修会を開 
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催するとともに、既存の母子保健事業と一体的な取組が可能となるよう市町と調整を図 

り、市町の支援体制の強化に取り組みました。 

◆産後うつや虐待のリスクが高い特定妊婦や未熟児等の支援を強化するため、周産期医療 

機関・健康福祉センター・市町等との連絡会議や養育支援従事者専門研修を実施しまし 

た。 

◆思春期の子どもの心の問題に対応する相談窓口を各広域健康福祉センターに設置すると 

ともに、保健、医療、福祉、教育等関係機関との連携会議や、支援機関職員の資質向上のた 

めの研修の実施等により、相談支援体制の強化を図りました。 

◆不妊専門相談センターにおいて、助産師によるグループ相談会を実施するとともに、妊 

活に関する正しい知識を啓発するための講演会を開催しました。 

➡【講演会】１回 

◆結婚、妊娠、出産等のライフプラン設計を支援するため、大学生を対象に妊娠・出産等 

の正しい知識について普及啓発する健康セミナーを開催しました。 

➡【健康セミナー実施校】10 大学 

◆子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、こども医療費や妊産婦医療費の助成を実施 

しました。 

 

(6)学校における保健対策 

◆学校における健康教育を推進するため、保健主事や養護教諭を対象とした研修会等を開 

催しました。 

➡【保健主事研修会】  160 名 

【県立養護教諭研修会】67 名 

【健康教育研究大会】 180 名 

◆県立学校において性に関する正しい知識の普及啓発や児童生徒のより良い生活習慣の習 

得を目的に、専門医等を派遣し、講話等を実施しました。 

➡【性に関する専門医等派遣事業】   83 校 

【健康づくりのための専門家派遣事業】 5 校 

◆食育推進啓発事業として、絵画ポスターコンクールの実施やポスターの作成・配布を行 

いました。県内すべての学校に募集要項を配布し、令和元(2019)年度は 2,387 点の応募 

がありました。最優秀作品は啓発ポスターとして作成、配布しました。 

 

(7)職域における保健対策 

◆安全衛生に係る労働相談のほか（相談件数：16 件）、働く人のメンタルヘルス相談（相 

談件数：10 件）を実施しました。 

◆過重労働による健康障害を防ぐため、11 月を「過労死等防止啓発月間」として、残業縮 

減や年休取得など現在の働き方を見つめ直すようメールマガジンによる啓発を行いまし 

た。 

◆二次保健医療圏ごとに、地域及び職域保健の関係者を構成員とした地域・職域連携推進 

協議会を設置し、地域の健康課題の明確化、社会資源の共有化、連携事業の企画等を行 

いました。 

 

(8)自殺対策の推進 

◆平成 30（2018）年 3 月に策定した「いのち支える栃木県自殺対策計画」に基づき、『共 

に支え合い、誰も自殺に追い込まれることのない“とちぎ”の実現』を目指して総合的 
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かつ効果的な自殺対策を実施しました。 

◆自殺対策連絡協議会において、行政をはじめ各分野の関係機関、団体間での情報収集・ 

交換を行い、それぞれの連携を図りました。また、各健康福祉センターにおいても地域 

における関係機関・団体との会議等を実施し、情報の共有や連携を図りました。 

◆かかりつけ医や産業医を対象とした研修を実施し、自殺のサインに気づき、相談等につ 

なげられるゲートキーパーの養成を行いました。 

➡【研修受講者数】56 人［R 元（2019）年度］ 

◆相談窓口の周知や自殺対策の理解促進を図るため、自殺予防週間や自殺対策強化月間に 

街頭キャンペーン等の普及啓発を行いました。また、児童生徒は夏休み明けの時期に自 

殺のリスクが高まるため、8 月下旬に啓発キャンペーンを実施しました。 

◆精神保健福祉センターにおいて自殺未遂者等のハイリスク者を対象にスキルアップデイ 

ケアを実施しました。 

➡【参加者数（延）】65 人［R元（2019）年度］ 

 

(9)薬物乱用の防止 

◆青少年の薬物乱用を防止するため、小学校５年生から新成人まで啓発リーフレットの配 

布、全中学校を対象とした啓発演劇の上演等による啓発を行いました。 

➡【配布したリーフレット等】約 21 万枚（R 元（2019）年度） 

◆薬物依存症からの回復への支援を行うため、再乱用防止教育を実施するなど薬物依存症 

対策事業を推進しました。 

➡【再乱用防止教育申込者（延）】119 名（R 元（2019）年度） 

◆刑事施設からの満期釈放者や保護観察終了後の者に対し、再乱用防止教育及び住居・就 

労・生活福祉支援等の総合的な支援を行う「とちぎ薬物再犯防止サポート事業」を実施 

しました。 

 

(10)食品の安全と信頼の確保 

◆食品の安全性を確保するため、食品営業施設への計画的な監視指導を実施したほか、食 

品関係営業者による自主的な衛生管理を促進するなど、「とちぎ食の安全・安心・信頼 

性の確保に関する基本計画」に基づく各種事業を行いました。 

➡【監視件数】14,564 件 

◆流通食品等の放射性物質検査を継続的に実施し、検査結果を公表 

するほか、食品安全セミナー等を開催し、県民に対し、食品の安全性に関する正しい知 

識の普及や理解促進を図りました。 

➡【検査件数】184 件 

 

(11)健康危機管理体制の整備 

◆新型インフルエンザ等の発生に備え、陰圧テントの設営訓練を実施しました。また、政 

府の対策訓練に連動して、関係機関への連絡訓練を実施しました。 

◆健康福祉センターでは、大規模な災害や新たな感染症など、県民の生命や健康を脅かす 

事態に備えるため、保健・医療・福祉団体や市町、警察等の関係機関を構成員とする「健 

康危機管理連絡会議」等の開催や健康危機事象の発生を想定した訓練等を実施しました。 

➡【那珂川町災害図上訓練】 R 元（2019）.8.1 

【真岡市総合防災訓練】   R 元（2019）.9.1 
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４ 保健・医療・介護・福祉を支える人材の育成確保【７期計画第９章】 

（医師） 

◆医師の確保については、栃木県、医師養成大学、医療機関、医療関係団体等が連携して、 

地域医療を担う医師のキャリア形成を支援するとともに、本県医師不足の状況等を把 

握・分析し、医師確保が困難な地域又は診療科における医師確保の支援等を行うことを 

目的に、平成 26（2014）年４月１日に設置された「とちぎ地域医療支援センター」を中 

心に、医学生や研修医など、それぞれのステージに応じた各種の医師確保対策に取り組 

み、医師の県内への招聘・定着を促進しました。 

➡【医師養成事業】 

・修学資金貸与事業 ６名（令和２（2020）年度貸与実績） 

・自治医大（いわゆる地域枠含む） 33 名（令和２（2020）年度入学者５名） 

・獨協医大地域枠 56 名（令和２（2020）年度入学者 10 名） 

 ◆加えて、新たに令和２(2020)年度から令和５(2023)年度までを計画期間とする「栃木県 

医師確保計画」及び「栃木県外来医療計画」を策定し、医師の偏在解消に向けた取組を 

進めていくこととしました。 

➡【栃木県医師確保計画の概要】 

・長期的な目標年 2036 年 

     ・目標値 栃木県及び各医療圏の医師偏在指標が全国値と等しい値となること 

     ・栃木県の医師偏在指標 215.3（32 位/47 都道府県中）※医師少数区域に該当 

   ➡【栃木県外来医療計画の概要】 

     ・外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定 

宇都宮 107.5（100 位／335 医療圏中）※外来医師多数区域 

→外来医師多数区域での新規開業者には、地域で不足する外来医療機能を担 

 うことへの協力を求めることとし、協議の場において合意の状況を確認。 

（不足する医療機能） 

・夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制 

・在宅医療の提供体制 

・学校医、予防接種等の公衆衛生に係る医療提供体制」 

 

（看護師） 

◆看護職員の養成・確保については、養成及び県内定着促進を図るために看護師等養成所 

の運営費助成や看護職員修学資金の貸与を行うとともに、効果的な実習指導を行うため 

の実習指導者養成講習会を実施しました。また、離職防止対策として病院内保育所の運 

営費助成や新人看護職員を対象とした研修事業を実施しました。 

◆さらに、再就業促進対策として、登録制度を普及させることにより潜在看護職員を把握 

して求人情報の提供や相談、定年退職等看護職員（プラチナナース）のセカンドキャリ 

アを支援するための再就業支援研修、訪問看護師養成講習会等を行いました。 

◆平成 30 年度からは、就業２～３年目の看護職員を対象としたレベルアップ研修を実施す 

るとともに、定年退職等看護職員（プラチナナース）の再就業支援事業に取り組みまし 

た。 

◆また、資質向上対策として、高度化・専門化する医療ニーズに対応するための認定看護 

 師や在宅医療を支える訪問看護師等の特定行為の研修への支援などに取り組みました。 

 

（介護人材） 

◆介護人材の確保・育成については、平成 28（2016）年度から、介護関係団体、職能団体、 

労働・教育機関等を構成員とした「栃木県介護人材確保対策連絡調整会議」を開催し、 
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各団体等と連携しながら人材確保に資する各種事業を推進しています。 

◆参入促進対策として、小中高校での介護の仕事出前講座（49 校・2,828 名）や小中学生 

と親や高校教員対象の介護施設への体験バスツアー（５回実施）の開催、中高齢者等を 

対象とした介護に関する入門的研修（９回・84 名）の実施のほか、福祉人材・研修セン 

ターのキャリア専門員（３名）によるマッチング等（採用数：64 名）に努めました。 

◆また、資質の向上対策として、職能団体等のキャリアパス支援事業による各種研修（受 

講者数：2,731 名）を実施しました。 

◆さらに、労働環境・処遇の改善対策として、介護ロボットの導入支援補助（13 事業所・ 

71 台）を実施しました。 

◆そのほか、環境整備対策として、新たに県内介護事業所等に介護職として入職した介護 

職員を対象とした介護職員合同入職式（１回：165 名）や、介護事業所の人材育成・確 

保等の取組を「見える化」する介護人材育成認証制度（認証数：レベル３ 28 法人、レ 

ベル２ ３法人）を実施しました。 

◆認知症介護に関する実践的な知識及び技術の修得を図るため、介護保険施設等の介護職 

員などに対する研修会を開催しました。 

➡【認知症介護実践研修、認知症対応型サービス事業管理者研修等】12 回 

◆介護支援専門員が医療関係者と円滑に連携を図るために必要な医療的知識の習得や技能 

の向上を目的とした研修会を開催（３回）しました。 


