
１．目標に関する評価

（１）住民の健康の保持の推進に関する目標

　 ①　健康寿命の延伸【数値目標：健康寿命】

2023年度

（目標値）

男性　72.07年

女性　75.20年

（2016年）

男性 73.41年

女性 75.80年

男性 72.30年

女性 76.20年

（２０１９年）

データの出典 厚生労働省「都道府県別健康寿命」「簡易生命表」

群馬県医療費適正化計画（第3期）の進捗状況について

令和５年２月

2017年度

（計画の足下値）

第３期計画期間

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

【取組】

2018年度の

取組・課題

・県民自らが積極的に健康づくりに取り組む機運を醸成するため、健康寿命の延伸県民運動であ

る「ぐんま元気（GENKI）の５か条」を推進し、「元気に“動こう･歩こう”プロジェクト」の展

開、実践リーダー育成研修の開催、ぐんま元気アプリの開発等を行った。

・地域特性を考慮した健康課題を抽出し、より効果的な健康支援の取り組みを推進するため、健

康･医療情報（健診データやレセプトデータ等）を中心としたデータ分析を行った。また、健康

課題を見える化し、市町村等関係機関が活用できるよう周知した。

【課題】

・県民の健康寿命の延伸の実現を目指し、引き続き、ぐんま元気（GENKI）の５か条の推進、及

び生活習慣病の発症予防･重症化予防対策を推進する必要がある。

次年度以降の

改善について

・健康寿命の延伸に向け、健康ポイントの導入検討や「元気に“動こう･歩こう”プロジェクト」の

普及に取り組み、県民の運動習慣の定着を図る。

・引き続き、健康･医療情報を中心としたデータ分析による健康課題の見える化を行い、市町村

や関係団体と連携して、健康寿命の延伸に向けた取り組みにつなげていく。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・「活力ある健康長寿社会実現のための有識者会議」を設置し、学術的な視点から本県における

健康寿命に関する現状と課題を検討し、今後の政策の方向性及び効果的な施策推進のための取組

について提言を受けた。

・健康無（低）関心層を含めたすべての県民が自然と健康になれる環境づくりとして健康ポイン

ト制度を導入するため検討会議を設置し、関係機関と検討を行った。

・県民自らが積極的に健康づくりに取り組む機運を醸成するため、健康寿命の延伸県民運動であ

る「ぐんま元気（GENKI）の５か条」を推進し、「元気に“動こう･歩こう”プロジェクト」の展

開、実践リーダー育成研修の開催、ぐんま元気アプリの運用等を行った。

・地域特性を考慮した健康課題を抽出し、より効果的な健康支援の取り組みを推進するため、健

康･医療情報（健診データやレセプトデータ等）を中心としたデータ分析を行った。また、健康

課題を見える化し、市町村等関係機関が活用できるよう周知した。



次年度以降の

改善について

・2021年度には健康長寿社会づくりモデル事業を実施するとともに、健康ポイントアプリをリ

リースし、引き続き、活力ある健康長寿社会の実現を目指す。

・健康･医療情報を中心としたデータ分析による健康課題の見える化を行い、市町村や関係団体

と連携して、健康寿命の延伸に向けた取り組みにつなげていく。

【取組】

2021年度の

取組・課題

・「活力ある健康長寿社会実現に向けたモデル事業」を実施し、モデル地区においてフレイル予

防を軸とした健康づくりを展開するための新たなサポート技術や社会システムの開発・検証と健

康な高齢化の尺度としての「エイジング度」の検討を開始した。

・県公式アプリ「G-WALK＋」をリリースし、アプリの使用促進を図るためプロモーション活動

を行い、健康ポイント県民運動の推進を図った。

・県民自らが積極的に健康づくりに取り組む機運を醸成するため、健康寿命の延伸県民運動であ

る「ぐんま元気（GENKI）の５か条」を推進し、「元気に“動こう･歩こう”プロジェクト」の展

開、実践リーダー育成研修の開催、ぐんま元気アプリの運用等を行った。

【課題】

・県民の健康寿命の延伸の実現を目指し、引き続き、ぐんま元気（GENKI）の５か条の推進、及

び生活習慣病の発症予防･重症化予防対策を推進する必要がある。

次年度以降の

改善について

・2022年度までに行う健康長寿社会実現に向けたモデル事業により得られた成果を次年度以降、

県や市町村における健康増進事業での活用を図る。

・県公式アプリ「G-WALK＋」については、働き盛り世代や子育て世代をメインターゲットにイ

ベントやアプリ機能を活用した広報を充実させ、ユーザーの獲得を目指し、引き続き、活力ある

健康長寿社会の実現を目指す。

・健康･医療情報を中心としたデータ分析による健康課題の見える化を行い、市町村や関係団体

と連携して、健康寿命の延伸に向けた取り組みにつなげていく。

次年度以降の

改善について

・2020年度には有識者会議の提言を踏まえ、「活力ある健康長寿社会実現のための群馬モデル」

として公表するとともに、健康ポイント制度の導入に着手した。また、2021年度には健康長寿社

会づくりモデル事業を実施するとともに、健康ポイントアプリをリリースし、引き続き、健康長

寿社会の実現を目指す。

・引き続き、健康･医療情報を中心としたデータ分析による健康課題の見える化を行い、市町村

や関係団体と連携して、健康寿命の延伸に向けた取り組みにつなげていく。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・「活力ある健康長寿社会実現のための有識者会議」の提言を踏まえ、「活力ある健康長寿社会

実現のための群馬モデル」を公表するとともに、健康ポイント制度の導入に着手し、関係機関と

検討会議を行い、2021年度のリリースに向けて群馬県公式アプリの整備を行った。

・県民自らが積極的に健康づくりに取り組む機運を醸成するため、健康寿命の延伸県民運動であ

る「ぐんま元気（GENKI）の５か条」を推進し、「元気に“動こう･歩こう”プロジェクト」の展

開、実践リーダー育成研修の開催、ぐんま元気アプリの運用等を行った。

【課題】

・県民の健康寿命の延伸の実現を目指し、引き続き、ぐんま元気（GENKI）の５か条の推進、及

び生活習慣病の発症予防･重症化予防対策を推進する必要がある。

【課題】

・県民の健康寿命の延伸の実現を目指し、引き続き、ぐんま元気（GENKI）の５か条の推進、及

び生活習慣病の発症予防･重症化予防対策を推進する必要がある。



　②　特定健康診査の推進【数値目標：特定健康診査受診率】

2023年度

（目標値）

51.5% 53.0% 54.9% 51.9% ７０％以上

データの出典 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」

【取組】

2019年度の

取組・課題

・保険者が効果的で効率的な特定健康診査・特定保健指導を実施できるよう、従事者を対象とし

て、初任者向け及びスキルアップのための研修を実施し、人材育成を行った。

・2018年度に実施した特定健康診査・特定保健指導の実態把握・現状分析結果を踏まえ、市町村

職員を対象とした研修会を開催した。

・１２市町村を訪問し現状を聞き取り、課題を分析、課題解決に向けた提案を行った。

【課題】

・引き続き、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向けて、特定健康診査･

保健指導に従事する者の資質向上を図る必要がある。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・保険者が効果的で効率的な特定健康診査・特定保健指導を実施できるよう、従事者を対象とし

て、初任者向け及びスキルアップのための研修を実施し、人材育成を行った。

・国民健康保険団体連合会と連携して市町村職員を対象に研修会を開催したほか、会議・研修の

場などで受診率の高い市町村の取組事例を全市町村に横展開するなど、市町村の取組をきめ細か

く支援した。

・受診率等向上に向けた具体的方策を検討するための基礎資料を得るため、県内大学に委託し

て、市町村における特定健康診査・特定保健指導の実態把握と現状分析等を行った。

【課題】

・引き続き、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向けて、特定健康診査･

保健指導に従事する者の資質向上を図る必要がある。

・2018年度に実施した特定健康診査・特定保健指導の実態把握・現状分析結果を踏まえ、本県の

実状に合わせた受診率向上対策を推進する必要がある。

・国民健康保険における受診率については、市町村間で大きな差がみられることから、市町村の

個別事情に応じた、きめ細かな助言・支援を更に充実していく必要がある。

次年度以降の

改善について

・引き続き、保険者や関係機関･団体等と連携し、特定健康診査の受診率向上や円滑な実施に向

けて、従事者の人材育成のための研修会等の実施を通じて支援する。

・地区地域･職域連携推進協議会を活用し、職域における特定健康診査の普及啓発や、受診の必

要性についての理解の促進を図る。

・国民健康保険における受診率向上を一層推進するため、2018年度に実施した実態把握・現状分

析結果を周知する研修会を開催するほか、受診率向上に資する具体的取組事例を全市町村で共有

するなど、県域での受診率向上対策を推進する。

・市町村の個別事情に応じて、受診率向上に向けたきめ細かな助言・支援を行う。

2017年度

（計画の足下値）

第３期計画期間

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度



次年度以降の

改善について

・引き続き、保険者や関係機関･団体等と連携し、特定健康診査の受診率向上や円滑な実施に向

けて、従事者の人材育成のための研修会等の実施を通じて支援する。

・地区地域･職域連携推進協議会を活用し、職域における特定健康診査の普及啓発や、健診受診

の必要性についての理解の促進を図る。

次年度以降の

改善について

・引き続き、保険者や関係機関･団体等と連携し、特定健康診査の受診率向上や円滑な実施に向

けて、従事者の人材育成のための研修会等の実施を通じて支援する。

・地区地域･職域連携推進協議会を活用し、職域における特定健康診査の普及啓発や、受診の必

要性についての理解の促進を図る。

・国民健康保険における受診率向上を一層推進するため、受診率向上に資する具体的取組事例を

全市町村で共有するなど、県域での受診率向上対策を推進する。

・市町村の個別事情に応じて、受診率向上に向けたきめ細かな助言・支援を行う。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・保険者が効果的で効率的な特定健康診査・特定保健指導を実施できるよう、従事者を対象とし

て、初任者向け及びスキルアップのための研修を実施し、人材育成を行った。

・2019年度に訪問した12市町村に対し、提案後の保健事業の実施状況を確認し、継続的なフォ

ローを実施した。また、新たに保健指導実施率に課題を持つ10市町村を訪問し現状を聞き取り、

課題を分析、課題解決に向けた提案を行った。

・特定健康診査、特定保健指導の実態把握・現状分析結果を踏まえ、市町村職員を対象とした研

修会を開催した。

【課題】

・引き続き、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向けて、特定健康診査･

保健指導に従事する者の資質向上を図る必要がある。

次年度以降の

改善について

・引き続き、保険者や関係機関･団体等と連携し、特定健康診査の受診率向上や円滑な実施に向

けて、従事者の人材育成のための研修会等の実施を通じて支援する。

・地区地域･職域連携推進協議会を活用し、職域における特定健康診査の普及啓発や、受診の必

要性についての理解の促進を図る。

・国民健康保険における受診率向上を一層推進するため、受診率向上に資する具体的取組事例を

全市町村で共有するなど、県域での受診率向上対策を推進する。

・市町村の個別事情に応じて、受診率向上に向けたきめ細かな助言・支援を行う。

【取組】

2021年度の

取組・課題

・保険者が効果的で効率的な特定健康診査・特定保健指導を実施できるよう、従事者を対象とし

たスキルアップ研修を実施し、人材育成を行った。

【課題】

・引き続き、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向けて、特定健康診査･

保健指導に従事する者の資質向上を図る必要がある。



　③　特定保健指導の推進【数値目標：特定保健指導実施率】

2023年度

（目標値）

15.0% 18.7% 18.6% 18.3% ４５％以上

データの出典 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」

【課題】

2019年度の

・保険者が効果的で効率的な特定健康診査・特定保健指導を実施できるよう、従事者を対象とし

て、初任者向け及びスキルアップのための研修を実施し、人材育成を行った。

・特定保健指導実施率の低い１２市町村に対して専門家の派遣を実施し、現状把握、課題分析、

課題解決方法の提案を行った。該当市町村は、提案を参考に事業改善に取り組んでいる。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・保険者が効果的で効率的な特定健康診査・特定保健指導を実施できるよう、従事者を対象とし

て、初任者向け及びスキルアップのための研修を実施し、人材育成を行った。

・国民健康保険団体連合会と連携して市町村職員を対象に研修会を開催したほか、会議・研修の

場などで実施率の高い市町村の取組事例を全市町村に横展開するなど、市町村の取組をきめ細か

く支援した。

・実施率等向上に向けた具体的方策を検討するための基礎資料を得るため、県内大学に委託し

て、市町村における特定健康診査・特定保健指導の実態把握と現状分析等を行った。

【課題】

・引き続き、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向けて、特定健康診査･

保健指導に従事する者の資質向上を図る必要がある。

・2018年度に実施した特定健康診査・特定保健指導の実態把握・現状分析結果を踏まえ、本県の

実状に合わせた受診率向上対策を推進する必要がある。

・本県の国民健康保険における実施率は、全国平均を大きく下回り、市町村間で実施率に大きな

差がみられることから、市町村の個別事情に応じた、きめ細かな助言支援を更に充実していく必

要がある。

次年度以降の

改善について

・引き続き、保険者や関係機関･団体等と連携し、特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向

けて、従事者の人材育成のための研修会等の実施を通じて支援する。

・地区地域･職域連携推進協議会を活用し、職域における特定保健指導の普及啓発や、受診の必

要性についての理解の促進を図る。

・2018年度に実施した実態把握・現状分析結果を周知する研修会を開催するほか、実施率向上に

資する具体的取組事例を全市町村で共有するなど、県域での実施率向上対策を推進する。

・実施率の特に低い市町村に対してアドバイザーを派遣し実施率向上の阻害要因に応じた対策を

個別に指導・助言する「アドバイザー派遣事業」を新たに実施するなど、個別市町村への支援を

強化する。

2017年度

（計画の足下値）

第３期計画期間

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度



2019年度の

取組・課題
【課題】

【取組】

2021年度の

取組・課題

・保険者が効果的で効率的な特定健康診査・特定保健指導を実施できるよう、従事者を対象とし

て、スキルアップのための研修を実施し、人材育成を行った。

【課題】

・引き続き、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向けて、特定健康診査･

保健指導に従事する者の資質向上を図る必要がある。

・引き続き、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向けて、特定健康診査･

保健指導に従事する者の資質向上を図る必要がある。

・特定健診と特定保健指導は一体のものであることから、健診の場を活用し、効果的な特定保健

指導利用につなげられる仕組みをつくり、保険者で共有する必要がある。

次年度以降の

改善について

・引き続き、保険者や関係機関･団体等と連携し、特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向

けて、従事者の人材育成のための研修会等の実施を通じて支援する。

・地区地域･職域連携推進協議会を活用し、職域における特定保健指導の普及啓発や、受診の必

要性についての理解の促進を図る。

・本県の国民健康保険における実施率は、全国平均を大きく下回り、市町村間で実施率に大きな

差がみられることから、市町村の個別事情に応じた、きめ細かな助言支援を更に充実していく必

要がある。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・保険者が効果的で効率的な特定健康診査・特定保健指導を実施できるよう、従事者を対象とし

て、初任者向け及びスキルアップのための研修を実施し、人材育成を行った。

・保健指導実施率に課題を持つ１０市町村に対して専門家の派遣を実施し、現状把握、課題分

析、課題解決方法の提案を行った。該当市町村は、提案を参考に事業改善に取り組んでいる。

【課題】

・引き続き、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向けて、特定健康診査･

保健指導に従事する者の資質向上を図る必要がある。

・特定健診と特定保健指導は一体のものであることから、健診の場を活用し、直接的に特定保健

指導利用につなげられる仕組みをつくる等の効果的な実施のための工夫が必要である。

次年度以降の

改善について

・引き続き、保険者や関係機関･団体等と連携し、特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向

けて、従事者の人材育成のための研修会等の実施を通じて支援する。

・地区地域･職域連携推進協議会を活用し、職域における特定保健指導の普及啓発や、受診の必

要性についての理解の促進を図る。

・本県の国民健康保険における実施率は、全国平均を大きく下回り、市町村間で実施率に大きな

差がみられることから、市町村の個別事情に応じた、きめ細かな助言支援を更に充実していく必

要がある。



次年度以降の

改善について

・引き続き、保険者や関係機関･団体等と連携し、特定保健指導の実施率向上や円滑な実施に向

けて、従事者の人材育成のための研修会等の実施を通じて支援する。

・地区地域･職域連携推進協議会を活用し、職域における特定保健指導の普及啓発や、健診受診

の必要性についての理解の促進を図る。



2023年度

（目標値）

10.9% 9.13% 8.81% 5.57% ２５％以上

データの出典 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」

【取組】

2020年度の

取組・課題

・地域特性を考慮した健康課題を抽出し、より効果的な健康支援の取り組みを推進するため、レ

セプトを中心としたデータ分析を行った。また、その結果を市町村等関係機関が活用できるよう

周知した。

【課題】

・市町村等関係機関が科学的根拠に基づいた取り組みを行えるよう、データ分析及び結果の公表

を行う必要がある。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・地域特性を考慮した健康課題を抽出し、より効果的な健康支援の取り組みを推進するため、特

定健康診査･保健指導やレセプトを中心としたデータ分析を行った。また、その結果を市町村等

関係機関が活用できるよう周知した。

【課題】

・市町村等関係機関が科学的根拠に基づいた取り組みを行えるよう、引き続き、データ分析及び

結果の公表を行う必要がある。

次年度以降の

改善について

・引き続き、健康･医療情報（健診データやレセプトデータ等）を中心としたデータ分析を行

い、県全体及び地域別の健康課題の抽出と検討を進め、地域特性に基づいた、効果的なメタボ

リックシンドローム対策の推進を図る。

・県民自らが健康に興味を持ち、適切な生活習慣を身につけ、必要に応じて生活習慣を改善でき

るような働きかけや普及啓発を行う。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・地域特性を考慮した健康課題を抽出し、より効果的な健康支援の取り組みを推進するため、特

定健康診査･保健指導やレセプトを中心としたデータ分析を行った。また、その結果を市町村等

関係機関が活用できるよう周知した。

【課題】

・市町村等関係機関が科学的根拠に基づいた取り組みを行えるよう、引き続き、データ分析及び

結果の公表を行う必要がある。

次年度以降の

改善について

・引き続き、健康･医療情報（健診データやレセプトデータ等）を中心としたデータ分析を行

い、県全体及び地域別の健康課題の抽出と検討を進め、地域特性に基づいた、効果的なメタボ

リックシンドローム対策の推進を図る。

・県民自らが健康に興味を持ち、適切な生活習慣を身につけ、必要に応じて生活習慣を改善でき

るような働きかけや普及啓発を行う。

　④　メタボリックシンドローム対策の推進【数値目標：特定保健指導対象者の減少率（対20年度比）】

2017年度

（計画の足下値）

第３期計画期間

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度



次年度以降の

改善について

・データ分析に携わる教授等だけでなく、大学の事務方も含めて契約締結に向けた協議を進めて

いく。

・データ分析の結果をもとに、県全体及び地域別の健康課題の抽出と検討を進め、地域特性に基

づいた、効果的なメタボリックシンドローム対策の推進を図る。

次年度以降の

改善について

・健康･医療情報（健診データやレセプトデータ等）を中心としたデータ分析を行い、県全体及

び地域別の健康課題の抽出と検討を進め、地域特性に基づいた、効果的なメタボリックシンド

ローム対策の推進を図る。

・県民自らが健康に興味を持ち、適切な生活習慣を身につけ、必要に応じて生活習慣を改善でき

るような働きかけや普及啓発を行う。

【取組】

2021年度の

取組・課題

・健康･医療情報（健診データやレセプトデータ等）を中心としたデータ分析に関しては、分析

に関する専門的な設備や知識を有する群馬大学へ委託することとし、2022年度の契約締結に向け

た協議を実施した。

【課題】

・仕様や対象経費等、委託に関する具体的な調整が必要。



　⑤　たばこ対策に関する目標

目標

次年度以降の

改善について

・2018年7月に健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の管理権限

者が講ずべき措置等が定められた。これにより、法律に基づく受動喫煙防止対策が義務化され、

2020年4月からの全面施行に伴い、より一層の受動喫煙防止対策の強化を図る。

【課題】

・喫煙による健康被害をなくすため、引き続き、上記の取組等を推進していく必要がある。

次年度以降の

改善について

・2018年7月に健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の管理権原

者が講ずべき措置等が定められた。これにより、法律に基づく受動喫煙防止対策が義務化され、

2020年4月から全面施行となることから、より一層の受動喫煙防止対策の強化を図る。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・群馬県健康増進計画「元気県ぐんま２１（第２次）」(平成25年3月策定）及び「群馬県がん対

策推進計画」において、「成人の喫煙率の減少」「未成年者の喫煙をなくす」等の目標を掲げて

おり、県民に喫煙による健康影響を認識してもらうため、次の取組を実施した。

　ア　喫煙が健康に及ぼす悪影響についての十分な知識の普及

　　・世界禁煙デー、禁煙週間の普及啓発　　　　・禁煙支援県民公開講座

　　・若年女性を対象とした喫煙防止講習会　　　・事業所を対象とした受動喫煙防止研修会

　イ　禁煙指導の充実

　　・禁煙支援者養成研修会　　　　・群馬県禁煙施設認定制度の推進

　ウ　未成年者への喫煙防止（防煙）

　　・未成年喫煙防止講習会

【課題】

・喫煙による健康被害をなくすため、引き続き、上記の取組等を推進していく必要がある。

成人の喫煙率を12.0％以下に低下させることにより、県民の健康の保持、増進及び生活習慣病予

防を図る。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・群馬県健康増進計画「元気県ぐんま２１（第２次）」(平成25年3月策定）及び「群馬県がん対

策推進計画」において、「成人の喫煙率の減少」「未成年者の喫煙をなくす」等の目標を掲げて

おり、県民に喫煙による健康影響を認識してもらうため、次の取組を実施した。

　ア　喫煙が健康に及ぼす悪影響についての十分な知識の普及

　　・世界禁煙デー、禁煙週間の普及啓発　　　　・禁煙支援県民公開講座

　　・若年女性を対象とした喫煙防止講習会　　　・事業所を対象とした受動喫煙防止研修会

　イ　禁煙指導の充実

　　・禁煙支援者養成研修会　　　　・群馬県禁煙施設認定制度の推進

　ウ　未成年者への喫煙防止（防煙）

　　・未成年喫煙防止講習会



2021年度の

取組・課題

【取組】

次年度以降の

改善について

・2020年4月に全面施行された改正健康増進法に基づき、望まない受動喫煙を防止するため、よ

り一層受動喫煙防止対策の強化を図る。

【取組】

・群馬県健康増進計画「元気県ぐんま２１（第２次）」(平成25年3月策定）及び「群馬県がん対

策推進計画」において、「成人の喫煙率の減少」「未成年者の喫煙をなくす」等の目標を掲げて

おり、県民に喫煙による健康影響を認識してもらうため、ＷＥＢを活用しながら、次の取組を実

施した。

　ア　喫煙が健康に及ぼす悪影響についての十分な知識の普及

　　・世界禁煙デー、禁煙週間の普及啓発

　　・学生を対象とした喫煙防止講習会　　・事業所を対象とした受動喫煙防止研修会

　イ　禁煙指導の充実

　　・禁煙支援者養成研修会

　ウ　未成年者への喫煙防止（防煙）

　　・未成年喫煙防止講習会

【課題】

・喫煙による健康被害をなくすため、引き続き、上記の取組等を推進していく必要がある。

次年度以降の

改善について
・禁煙支援や喫煙防止対策、受動喫煙防止対策のより一層の強化を図る。

2020年度の

取組・課題

・群馬県健康増進計画「元気県ぐんま２１（第２次）」(平成25年3月策定）及び「群馬県がん対

策推進計画」において、「成人の喫煙率の減少」「未成年者の喫煙をなくす」等の目標を掲げて

おり、県民に喫煙による健康影響を認識してもらうため、次の取組を実施した。

　ア　喫煙が健康に及ぼす悪影響についての十分な知識の普及

　　・世界禁煙デー、禁煙週間の普及啓発

　　・禁煙支援県民公開講座（健康川柳の募集､活用）

　　・若年女性を対象とした喫煙防止講習会　　・事業所を対象とした受動喫煙防止研修会

　イ　禁煙指導の充実

　　・禁煙支援者養成研修会

　ウ　未成年者への喫煙防止（防煙）

　　・未成年喫煙防止講習会

【課題】

・喫煙による健康被害をなくすため、引き続き、上記の取組等を推進していく必要がある。



　⑥　歯科口腔保健の推進

目標

次年度以降の

改善について

オーラルフレイルの概念を普及し、自分ごととして捉えてもらえるよう、「第2次群馬県歯科口

腔保健計画」に基づき取組を進める。

次年度以降の

改善について

オーラルフレイルの概念を普及し、自分ごととして捉えてもらえるよう、「第2次群馬県歯科口

腔保健計画」に基づき取組を進める。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・住民ボランティアである歯科口腔保健サポーターの養成事業の受講者を対象に、歯と口の健康

の重要性について理解を深め、日常生活や地域の健康増進活動の中で住民向けに情報発信を行う

ことを目的に歯科保健講話と滑舌の検査などによるオーラルフレイルチェックを体験を実施し

た。

【課題】

・オーラルフレイルもフレイルと同様に改善可能な状態であることから、早期に適切な対応を行

うことが健康寿命の延伸を図る上で大変重要であるが、オーラルフレイルの認知度はが低いこと

から、引き続き、広く県民に向け普及啓発していく必要がある。

ア　生涯を通じて歯と口腔の健康を保持できるよう、歯と口の機能の虚弱（オーラルフレイル）

予防を自ら実践する県民の増加を図る。

イ  歯周病の予防のため、かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯石除去や歯面清掃を受ける県民

の増加を図る。

2018年度の

取組・課題

【取組】
・上記ア、イを内包した「第2次群馬県歯科口腔保健推進計画」の策定を行った。

【課題】

・県が平成29年度に実施した「成人期歯科保健実態調査」によると、オーラルフレイルの認知度

は約１１％、定期的に歯石除去や歯面清掃を受ける県民の割合約４０％にとどまっていることか

ら、「第2次群馬県歯科口腔保健計画」に基づき、取組を進めていく必要がある。

次年度以降の

改善について

・オーラルフレイルの概念を普及し、自分ごととして捉えてもらえるよう、「第2次群馬県歯科

口腔保健計画」に基づき、さらに取組を進める。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・オーラルフレイルの認知度５０％を目標に、オーラルフレイルの概念について県ホームページ

やデジタルサイネージ、新聞・地域ＦＭラジオなどを活用した普及啓発を行った。

・また、ささいなお口の衰えに気づいて早めの対応を即すために、オーラルフレイルチェック体

験を実施し、結果を見える化することでオーラルフレイルを自分ごと化して頂く取組を実施し

た。
【課題】

・オーラルフレイルの認知度５０％を目標に、引き続き、オーラルフレイルの概念を広く県民に

向け普及啓発する必要がある。



【取組】

2021年度の

取組・課題

・オーラルフレイルの認知度５０％を目標に、オーラルフレイルの概念について県ホームページ

やデジタルサイネージ、新聞・地域ＦＭラジオなどを活用した普及啓発を行った。

・また、ささいなお口の衰えに気づいて早めの対応を即すために、オーラルフレイルチェック体

験を実施し、結果を見える化することでオーラルフレイルを自分ごと化して頂く取組を実施し

た。

【課題】

・オーラルフレイルの認知度５０％を目標に、引き続き、オーラルフレイルの概念を広く県民に

向け普及啓発する必要がある。

次年度以降の

改善について

オーラルフレイルの概念を普及し、自分ごととして捉えてもらえるよう、「第2次群馬県歯科口

腔保健計画」に基づき取組を進める。



　⑦　がん対策の推進

目標

次年度以降の

改善について

ア 2019年度は改正健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の強化や、運動習慣の定着を目指し

「元気に”動こう・歩こう”プロジェクト」を継続して実施するほか、健康ポイント制度の導入や

がん検診受診率向上のための効果的な施策の検討を行う。

イ　2019年度には群馬大学医学部附属病院が都道府県がん診療連携拠点病院に、同病院及び県立

小児医療センターが小児がん連携病院に指定され、県内のがん医療提供体制の強化を図ってい

る。

【取組】

2019年度の

取組・課題

ア　第３期がん対策推進計画に基づき、禁煙支援県民公開講座の開催や「ぐんま元気（GENKI）

の５か条」の実践による健康づくりの推進、運動習慣の定着を目指した「元気に”動こう・歩こ

う”プロジェクト」を展開した。がん検診の受診率向上対策としては、がん検診の受診及びがんに

なっても自分らしく生きることの大切さの普及啓発のため、群馬県がん対策推進動画「がんと共

に生きる」を制作した。また、市町村や民間企業と連携した普及啓発とともに、効果的な新規施

策の検討を実施した。

イ　群馬大学医学部附属病院が都道府県がん診療連携拠点病院に、同病院及び県立小児医療セン

ターが小児がん連携病院に指定され、県内のがん医療提供体制が整備された。

【課題】

ア　健康増進法の改正に基づく受動喫煙対策の強化や運動習慣の定着化、がん検診受診率向上の

ための効果的な施策を検討する必要がある。

イ　国指定のがん診療連携拠点病院に加え、本県が独自に指定している群馬県がん診療連携推進

病院によるがん医療提供体制を維持するとともに、小児及びＡＹＡ世代のがん患者に対するがん

医療の充実、医療機関の連携協力体制の整備、長期フォローアップ体制の整備、がんゲノム医療

等を推進するための施策を検討する必要がある。

ア　科学的根拠に基づくがん予防及びがん検診の普及啓発を図り、がん予防及びがん検診を充実

させることにより、がんの年齢調整罹患率（人口10万当たり）の減少及びがんの早期発見率（が

ん登録に占める限局の割合）の増加を目指す。

イ　がん診療連携拠点病院等を中心として、質の高い専門的ながん医療が提供される体制を維

持・強化する。

2018年度の

取組・課題

【取組】

ア　第３期がん対策推進計画に基づき、禁煙支援県民公開講座の開催や「ぐんま元気（GENKI）

の５か条」の実践による健康づくりの推進、運動習慣の定着を目指した「元気に”動こう・歩こ

う”プロジェクト」を開始した。また、がん検診受診啓発のため、新たにリーフレットを作成し、

受診率の低い対象や年齢層に重点的に配付するとともに、専修学校等の学生を対象とした子宮頸

がん講演会や市町村保健師等を対象とした研修会を開催した。

イ　国指定のがん診療連携拠点病院に加え、本県が独自に指定している群馬県がん診療連携中核

(推進)病院によるがん医療提供体制を維持するとともに、県立がんセンターが「がんゲノム医療

連携病院」に指定され、県内でがんゲノム医療を提供できる体制が整備された。

【課題】

ア　健康増進法の改正に基づく受動喫煙対策の強化や運動習慣の定着化、がん検診受診率向上の

ための効果的な施策を検討する必要がある。

イ　都道府県がん診療連携拠点病院が不在となっている状態の解消、次年度新たに指定される

「小児がん連携病院」に県内病院が指定される必要がある。



次年度以降の

改善について

ア 2021年度は改正健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の強化や、運動習慣の定着を目指し

「元気に”動こう・歩こう”プロジェクト」を継続して実施するほか、健康ポイント制度の導入な

ど、効果的な施策の検討を行う。がん検診受診率向上対策として、引き続き、コロナ禍のがん対

策の普及啓発に取り組む他、市町村及び保険者等と連携した検（健）診の普及啓発等を実施す

る。

イ 群馬大学医学部附属病院が「がんゲノム医療連携病院」に指定され、県内でがんゲノム医療

を提供できる体制を強化する。

【取組】

2021年度の

取組・課題

ア　第３期がん対策推進計画に基づき、Webによる受動喫煙防止対策研修会の開催や普及啓発動

画の作成・配信、「ぐんま元気（GENKI）の５か条」の実践による健康づくりの推進、運動習慣

の定着を目指した「元気に”動こう・歩こう”プロジェクト」を展開するとともに、ぐんま健康ポ

イント制度を推進し、県公式アプリ「Ｇ－ＷＡＬＫ＋」をリリースした。また、がん検診受診率

向上対策として、引き続き、コロナ禍のがん対策の普及啓発に取り組んだ他、新たに市町村等と

連携し、ショッピングモールを会場にがん検診を実施した。

イ　国指定のがん診療連携拠点病院に加え、本県が独自に指定している群馬県がん診療連携推進

病院によるがん医療提供体制を維持するとともに、群馬県立がんセンターの他、群馬大学医学部

附属病院が「がんゲノム医療連携病院」に指定され、県内でがんゲノム医療を提供できる体制を

強化した。

次年度以降の

改善について

ア 2020年度は改正健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の強化や、運動習慣の定着を目指し

「元気に”動こう・歩こう”プロジェクト」を継続して実施するほか、健康ポイント制度の導入や

がん検診受診率向上のためのキャンペーンなど、効果的な施策の検討を行う。

イ 群馬県がん対策推進条例を改正し、小児及びＡＹＡ世代のがん患者に対するがん医療や、が

んゲノム医療等の充実について、県が講ずべき施策として明記し、がん相談支援センター医療従

事者向け研修会を実施し、がん相談支援センターの機能強化に取り組む。

【取組】

2020年度の

取組・課題

ア　第３期がん対策推進計画に基づき、禁煙支援県民公開講座の開催や「ぐんま元気（GENKI）

の５か条」の実践による健康づくりの推進、運動習慣の定着を目指した「元気に”動こう・歩こ

う”プロジェクト」を展開した。コロナ禍の受診控えに対するがん対策として、「コロナ禍のがん

対策は『3診』（3つの診）で！ーできればがん検診　自分で自己検診　症状があったらすぐ受

診ー」をキャッチコピーに、ポスター、動画等を作成し、県民へがん検診受診の普及啓発を行っ

た。また、がん検診受診率向上を図るための新規施策の検討を行った。

イ　国指定のがん診療連携拠点病院に加え、本県が独自に指定している群馬県がん診療連携推進

病院によるがん医療提供体制を維持するとともに、がん相談支援センターの機能強化を図るた

め、がん相談支援センター医療従事者向け研修会を実施した。

【課題】

ア　健康増進法の改正に基づく受動喫煙対策の強化や運動習慣の定着化、がん検診受診率向上の

ための効果的な施策を検討する必要がある。

イ　国指定のがん診療連携拠点病院に加え、本県が独自に指定している群馬県がん診療連携推進

病院によるがん医療提供体制を維持するとともに、引き続き、小児及びＡＹＡ世代のがん患者に

対するがん医療の充実、医療機関の連携協力体制の整備、長期フォローアップ体制の整備、がん

ゲノム医療等を推進するための施策を検討する必要がある。



次年度以降の

改善について

ア 2022年度はWebを活用した研修会や普及啓発資材の作成等による受動喫煙防止対策等の強

化や、運動習慣の定着を目指し「元気に”動こう・歩こう”プロジェクト」を継続して実施すると

ともに、ぐんま健康ポイント制度の更なる推進など、効果的な施策の検討を行う。がん検診受診

率向上対策として、引き続き、コロナ禍のがん対策の普及啓発に取り組む他、受診率の低い層へ

の働きかけや新規受診者確保のため、がん検診受診率向上キャンペーンやショッピングモールを

会場にしたがん検診を実施する。

イ がん診療連携拠点病院、本県が独自に指定している群馬県がん診療連携推進病院のほか、小

児がん連携病院、がんゲノム医療連携病院によるがん医療提供体制を維持する。

【課題】

ア　禁煙支援、20歳未満の者に対する喫煙防止対策及び受動喫煙防止対策の強化や運動習慣の定

着化、がん検診受診率向上のための効果的な施策を検討する必要がある。

イ　 がん診療連携拠点病院、本県が独自に指定している群馬県がん診療連携推進病院のほか、小

児がん連携病院、がんゲノム医療連携病院によるがん医療提供体制を維持するとともに、引き続

き、がん医療の充実を図るための取組を推進していく必要がある。



　⑧　生活習慣病の重症化予防の推進

目標

次年度以降の

改善について

・県民公開講座等を開催し、県民に対して生活習慣病に対する知識の普及啓発を行う。

・重症化予防のための保健指導等に従事する医療従事者を対象として、研修会を開催し資質の向

上を図る。

・県プログラムの内容を周知するセミナーを開催するほか、県医師会等と連携し、市町村と地域

の医療関係者が取組について協議する「糖尿病重症化予防地域連携会議」を県内各地域で開催す

る。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・平成３０年度に策定した「群馬県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラム」に基づく取組を推進

するため、県医師会等と連携し、市町村と地域の医療関係者が取組について協議する「糖尿病重

症化予防地域連携会議」を県内12地域で開催した。

・保健指導を実施する市町村職員が専門的な知識・技術を習得するためのスキルアップ研修を開

催した。

・生活習慣病である糖尿病や慢性腎臓病の正しい知識を普及するため、医療従事者向けの研修会

や県民公開講座等を開催した。

【課題】

・県民一人一人が生活習慣病を予防し、良好な健康状態を保つことができるよう、引き続き、生

活習慣病に対する知識や関心の向上を図る必要がある。

・糖尿病の重症化予防を推進するため、関係機関･団体と連携して、糖尿病性腎臓病重症化予防

プログラムを普及し、保険者とかかりつけ医との連携体制を構築する必要がある。

・県プログラムで想定するかかりつけ医と連携した保健指導には疾病管理など新たな知識・技量

が求められることから、保健指導に従事する専門職の資質向上を図る必要がある。

ア　県民一人一人が、生活習慣病を予防し、良好な健康状態を保つことができるよう、生活習慣

病に対する知識や関心の向上を図る。

イ　健康管理を担う関係機関・団体が連携しながら、糖尿病をはじめとした、生活習慣病の重症

化予防の取組を推進する。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・糖尿病の重症化防止を推進するため、関係団体等と協働して、糖尿病性腎臓病重症化予防プロ

グラムを策定し、重症化リスクの高い者の抽出基準や介入方法などの県統一基準を整備した。

・生活習慣病である糖尿病や慢性腎臓病の正しい知識を普及するため、医療従事者向けの研修会

や県民公開講座等を開催した。

【課題】

・県民一人一人が生活習慣病を予防し、良好な健康状態を保つことができるよう、引き続き、生

活習慣病に対する知識や関心の向上を図る必要がある。

・糖尿病の重症化予防を推進するため、関係機関･団体と連携して、糖尿病性腎臓病重症化予防

プログラムを普及し、保険者とかかりつけ医との連携体制を構築する必要がある。

・県プログラムで想定するかかりつけ医と連携した保健指導には疾病管理など新たな知識・技量

が求められることから、保健指導に従事する専門職の資質向上を図る必要がある。



次年度以降の

改善について

・県民公開講座等を開催し、県民に対して生活習慣病に対する知識の普及啓発を行う。

・重症化予防のための保健指導等に従事する医療従事者を対象とした研修会を開催し資質の向上

を図る。

・県プログラムの内容を周知するセミナーを開催するほか、県内の取組状況を把握し、好事例の

横展開を図る。

【取組】

2021年度の

取組・課題

・生活習慣病である糖尿病や慢性腎臓病の正しい知識を普及するため、保健医療従事者向けの研

修会や普及啓発イベント等を開催した。

【課題】

・県民一人一人が生活習慣病を予防し、良好な健康状態を保つことができるよう、引き続き、生

活習慣病に対する知識や関心の向上を図る必要がある。

次年度以降の

改善について

・県民公開講座等を開催し、県民に対して生活習慣病に対する知識の普及啓発を行う。

・保健医療従事者を対象とした研修会を開催し資質の向上を図る。

次年度以降の

改善について

・県民公開講座等を開催し、県民に対して生活習慣病に対する知識の普及啓発を行う。

・重症化予防のための保健指導等に従事する医療従事者を対象とした研修会を開催し資質の向上

を図る。

・県プログラムの内容を周知するセミナーを開催するほか、県内の取組状況を把握し、好事例の

横展開を図る。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・平成３０年度に策定した「群馬県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラム」に基づく取組を推進

するため、県医師会等と連携し、市町村と地域の医療関係者が取組について協議する「糖尿病重

症化予防地域連携会議」を県内3地域で開催した。

・保健指導を実施する市町村職員や保健･医療従事者が専門的な知識及び技術を習得するための

研修を開催した。

・生活習慣病である糖尿病や慢性腎臓病の正しい知識を普及するため、医療従事者向けの研修会

や普及啓発イベント等を開催した。
【課題】

・県民一人一人が生活習慣病を予防し、良好な健康状態を保つことができるよう、引き続き、生

活習慣病に対する知識や関心の向上を図る必要がある。

・糖尿病の重症化予防を推進するため、関係機関･団体と連携して、糖尿病性腎臓病重症化予防

プログラムを普及し、保険者とかかりつけ医との連携体制を構築する必要がある。

・県プログラムで想定するかかりつけ医と連携した保健指導には疾病管理など新たな知識・技量

が求められることから、保健指導に従事する専門職の資質向上を図る必要がある。



　⑨　感染症予防のための予防接種の推進

目標

次年度以降の

改善について

事業所や産業保健関連団体と連携し、成人男性の風しん抗体検査受検率及び予防接種率の向上に

向けて、啓発を強化する。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・予防接種の重要性等について、県ホームページ、県ツイッター等を通じて、県民に対して啓発

を行った。

【課題】

引き続き、成人男性に対する風しんの定期予防接種を推進していく必要がある。

次年度以降の

改善について

事業所や産業保健関連団体と連携し、成人男性の風しん抗体検査受検率及び予防接種率の向上に

向けて、啓発を強化する。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・予防接種の重要性等について、FMぐんまでのスポットCM放送、県ホームページ、県ツイッ

ター等を通じて、県民に対して啓発を行った。

【課題】

引き続き、成人男性に対する風しんの定期予防接種を推進していく必要がある。

ア　感染症の罹患や重症化を防ぎ、長期間にわたり健康を保持するために必要な予防接種を受け

ることができる環境を整える。

イ　感染症のまん延防止のために、社会全体で一定の予防接種率を確保する。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・予防接種の重要性等について、FMぐんまでのスポットCM放送、県ホームページ、県ツイッ

ター等を通じて、県民に対して啓発を行った。

・予防接種要注意者（持病のある小児など）が安心して予防接種を受けられるよう、県立小児医

療センターに「予防接種センター」を設置した。

次年度以降の

改善について

事業所や産業保健関連団体と連携し、成人男性の風しん抗体検査受検率及び予防接種率の向上に

向けて、啓発を強化する。

2021年度の

取組・課題

・予防接種の重要性等について、FMぐんまでのスポットCM放送、県ホームページ、県ツイッ

ター等を通じて、県民に対して啓発を行った。

【取組】

【課題】

引き続き、成人男性に対する風しんの定期予防接種を推進していく必要がある。

次年度以降の

改善について

事業所や産業保健関連団体と連携し、成人男性の風しん抗体検査受検率及び予防接種率の向上に

向けて、啓発を強化する。

【課題】

成人男性に対する風しんの定期予防接種が開始されたが、接種率が低迷しており、引き続き、接

種率の向上に取り組む必要がある。



（２）医療の効率的な提供の推進に関する目標

　①　病床の機能分化・連携

目標

次年度以降の

改善について

・国において診療実績データを分析し、再編統合等の検討が必要とされる公立・公的医療機関等

が2019年９月末に公表された。この分析結果も参考に、県独自の分析や地域医療構想アドバイ

ザーの活用等により、地域の実情を踏まえた調整会議の議論を深め、バランスのとれた病床機能

の確保を図る。

次年度以降の

改善について

・国において診療実績データを分析し、再編統合等の検討が必要とされる公立・公的医療機関等

が2019年９月末に公表された。この分析結果も参考に、県独自の分析や地域医療構想アドバイ

ザーの活用等により、地域の実情を踏まえた調整会議の議論を深め、バランスのとれた病床機能

の確保を図る。

2019年度の

取組・課題

【取組】

・県内10圏域に設置した地域医療構想調整会議を開催し、2025年に向けた圏内の医療機関の対

応方針について議論するなど、病床機能の分化・連携の取組を推進した。

・調整会議において客観的な立場から助言等を行う「地域医療構想アドバイザー」を、県医師会

や群馬大学医学部附属病院の協力を得て選任し、議論の活性化を図った。

・診療データを県で独自に分析し、真に充足すべき回復期の病床数等の情報を各地域の調整会議

に提示することにより、関係者間の共通理解を深めた。

・将来の医療需要を見据え、用途変更を伴う自主的な病床の減床に係る施設整備等に対する補助

事業を創設した。

【課題】

・２０２５年を見据えた必要病床数と現状の病床機能とでは、まだ相当程度の差が認められる状

態であり、病床機能の分化・連携の取組をさらに進めていく必要がある。

2025年に向けて、限られた医療資源を効率的・効果的に活用し、質の高い医療提供体制を構築す

るため、地域の実情に応じ、病床機能の分化・連携の取組を推進する。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・県内10圏域に設置した地域医療構想調整会議を開催し、2025年に向けた圏内の医療機関の対

応方針について議論するなど、病床機能の分化・連携の取組を推進した。

・調整会議において客観的な立場から助言等を行う「地域医療構想アドバイザー」を、県医師会

や群馬大学医学部附属病院の協力を得て選任し、議論の活性化を図った。

・診療データを県で独自に分析し、真に充足すべき回復期の病床数等の情報を各地域の調整会議

に提示することにより、関係者間の共通理解を深めた。

・将来の医療需要を見据えた回復期病床への転換に伴う設備整備等に対する補助事業について、

補助率を嵩上げしてより手厚い支援を行った。

【課題】

・２０２５年を見据えた必要病床数と現状の病床機能とでは、まだ相当程度の差が認められる状

態であり、病床機能の分化・連携の取組をさらに進めていく必要がある。



【取組】

2020年度の

取組・課題

・新型コロナウイルス感染症対応の状況を考慮しながら、圏内10圏域に設置した地域医療構想調

整会議を開催し、診療データを県で独自に分析し集計した機能別病床数等の情報を各地域の調整

会議に提示することにより、関係者間の共通理解を深めた。

・調整会議において客観的な立場から助言等を行う「地域医療構想アドバイザー」を、県医師会

や県病院協会、群馬大学医学部附属病院の協力を得て選任し、議論の活性化に向けて必要なデー

タ分析等の検討を行った。

・将来に向けて自らの医療機能の見直しを行おうとする医療機関が、地域の医療機能の分析等を

専門家に相談等を行う際に必要となる経費に対する補助事業を創設した。

【課題】

・２０２５年を見据えた必要病床数と現状の病床数を踏まえながら、さらなるデータ分析等を行

うことで、調整会議における地域の実情を踏まえた議論の活性化を図り、各医療機関における病

床機能の分化・連携の取組を進めていく必要がある。

2021年度の

取組・課題

・新型コロナウイルス感染症対応の状況を考慮しながら、圏内10圏域に設置した地域医療構想調

整会議を開催し、機能別病床数等の情報を各地域の調整会議に提示することにより、関係者間の

共通理解を深めた。また、一部地域においては、個別医療機関の病床機能再編について協議を行

い、その取組について、地域の関係者間の合意が得られた。

・調整会議において客観的な立場から助言等を行う「地域医療構想アドバイザー」を、県医師会

や県病院協会、群馬大学医学部附属病院の協力を得て選任し、必要なデータ分析や調整会議の議

論の際の助言等を通じて、議論の活性化を図った。

・地域医療構想の推進を図るため、調整会議等の合意を踏まえ、自主的に病床減少を伴う病床機

能の再編に取り組む医療機関に対して財政支援を行う事業を創設した。

【課題】

・将来の医療需要等を見据えつつ、医師の働き方改革や新興感染症等への対応等も踏まえなが

ら、さらなるデータ分析等を行うことで、調整会議における地域の実情を踏まえた議論の活性化

を図り、各医療機関における病床機能の分化・連携の検討・取組を進めていく必要がある。

次年度以降の

改善について

・国が診療実績データを分析し再検証を要請した公立・公的医療機関等の具体的対応方針等につ

いて、国及び県独自の分析や地域医療構想アドバイザーの活用等により、調整会議における議論

を活性化させ、バランスのとれた病床機能の確保を図る。

・国から各医療機関の具体的対応方針の策定や検証、見直し（公立病院については、「公立病院

経営強化プラン」の策定）が2022年度及び2023年度において求められていることを契機とし

て、国及び県独自の分析や地域医療構想アドバイザーの活用等により、調整会議における議論を

さらに活性化させ、バランスのとれた病床機能の確保を図る。

【取組】

次年度以降の

改善について



　②－１　地域包括ケアシステムの推進

目標

次年度以降の

改善について

・市町村の実効性のある地域包括ケアシステム構築を支援するため、引き続き、研修会の開催・

アドバイザーの派遣等により、市町村を支援する。

・市町村の地域包括ケアシステム構築の取組状況・成果のための調査を実施し、調査結果を活用

して、市町村の取組を支援する。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・市町村が取り組む地域支援事業が円滑に推進できるよう、関係機関と連携し、各種研修会の開

催、アドバイザーの派遣、市町村との意見交換を行うなど、市町村の取組をきめ細かく支援し

た。

・市町村の地域包括ケアシステムの構築の取組状況・成果を「見える化」するための指標によ

り、各地域の持つ強みや独自性、また、今後強化すべき課題を明らかにした。

・この調査を通じて市町村と共有できた課題に対し、解決策を検討するとともに、全国の好事例

を各市町村に情報提供するなどの取組を進め、市町村の積極的な取組を支援した。

【課題】

・より実効性のある地域包括ケアシステムの構築や地域共生社会の実現に向け、市町村を支援し

ていく必要がある。

次年度以降の

改善について

・市町村の実効性のある地域包括ケアシステム構築を支援するため、引き続き、研修会の開催・

アドバイザーの派遣等により、市町村を支援する。

・市町村の地域包括ケアシステム構築の取組状況・成果のための調査を実施し、調査結果を活用

して、市町村の取組を支援する。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・市町村が取り組む地域支援事業が円滑に推進できるよう、関係機関と連携し、各種研修会の開

催、アドバイザーの派遣、市町村との意見交換を行うなど、市町村の取組をきめ細かく支援し

た。

・市町村の地域包括ケアシステムの構築の取組状況・成果を「見える化」するための指標によ

り、各地域の持つ強みや独自性、また、今後強化すべき課題を明らかにした。

・この調査を元に県内全市町村と課題等に関する意見交換を実施した。県内他市町村の事例を意

見交換の際に情報提供するなどの取組を進め、市町村の積極的な取組を支援した。

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・住まい・介護予防・

生活支援の５つのサービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムを構築する。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・市町村が取り組む地域支援事業が円滑に推進できるよう、関係機関と連携し、各種研修会の開

催、アドバイザーの派遣、市町村との意見交換を行うなど、市町村の取組をきめ細かく支援し

た。

・市町村の地域包括ケアシステムの構築の取組状況・成果を「見える化」するための指標を整理

した。

【課題】

・２０１８年４月までに介護保険法に基づく地域包括ケアシステムの実施体制が整備されたこと

から、今後は、より実効性のある地域包括ケアシステムの構築に向け、市町村を支援していく必

要がある。



次年度以降の

改善について

・市町村による実効性のある地域包括ケアシステム構築を進めるため、引き続き、研修会の開

催・アドバイザーの派遣等により、市町村を支援する。

・引き続き、市町村の地域包括ケアシステム構築の取組状況・成果のための調査を実施し、調査

結果を活用して、市町村の取組を支援する。

2021年度の

取組・課題

・市町村が取り組む地域支援事業が円滑に推進できるよう、関係機関と連携し、各種研修会の開

催、アドバイザーの派遣、市町村との意見交換を行うなど、市町村の取組をきめ細かく支援し

た。

・市町村の地域包括ケアシステムの構築の取組状況・成果を「見える化」するための指標によ

り、各地域の持つ強みや独自性、また、今後強化すべき課題を明らかにした。

・この調査を元に県内全市町村と課題等に関する意見交換を実施した。県内他市町村の事例を意

見交換の際に情報提供するなどの取組を進め、市町村の積極的な取組を支援した。

【課題】

・より実効性のある地域包括ケアシステムの構築や地域共生社会の実現に向け、取組状況・成果

を「見える化」するための指標を活用しながら、市町村を支援していく必要がある。

【取組】

次年度以降の

改善について

・市町村の実効性のある地域包括ケアシステム構築を支援するため、引き続き、研修会の開催・

アドバイザーの派遣等により、市町村を支援する。

・引き続き、市町村の地域包括ケアシステム構築の取組状況・成果のための調査を実施し、調査

結果を活用して、市町村の取組を支援する。

【課題】

・より実効性のある地域包括ケアシステムの構築や地域共生社会の実現に向け、取組状況・成果

を「見える化」するための指標を活用しながら、市町村を支援していく必要がある。



　②－２　在宅医療の推進

目標

次年度以降の

改善について

・引き続き、研修会の開催や医師会・医療機関等の取組を支援を通じて、在宅医療の基盤を整備

を進めるとともに、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り等、様々な局面におい

て、専門職間の効果的な連携体制の構築を進める。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・介護等の支援が必要な患者が、病院から在宅生活へスムーズに移行できるよう、平成29年度ま

でに策定した退院調整ルール（病院と介護支援専門員との情報共有ルール）の運用状況を把握す

るとともに、ルールの定着を図るためのメンテナンス会議を開催した。

・在宅医療の実施体制の充実のため、在宅医療の魅力や実際をテーマとしたセミナーの開催、在

宅医療の提供に必要な医療機器の整備補助、訪問看護事業所等の相談体制の整備等を行った。

・在宅医療・介護に携わる人材のスキルアップを図るため、関係機関・団体が実施する各種研修

会の開催を支援（補助）した。

・人生最終段階における本人の意思を尊重した医療・ケアのあり方について、医療・介護従事者

への研修を開催するとともに、県民への普及啓発を行った。

【課題】

・希望する県民が、在宅療養を継続できるよう、引き続き、在宅医療の充実に取り組む必要があ

る。

在宅療養を希望する県民が、その状態に応じた療養生活を送れるよう、在宅医療の基盤整備を進

めるとともに、在宅医療と介護の円滑な連携体制を構築する。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・介護等の支援が必要な患者が、病院から在宅生活へスムーズに移行できるよう、平成29年度ま

でに策定した退院調整ルール（病院と介護支援専門員との情報共有ルール）の運用状況を把握す

るとともに、ルールの定着を図るためのメンテナンス会議を開催した。

・在宅医療の実施体制の充実のため、在宅医療の魅力や実際をテーマとしたセミナーの開催、在

宅医療の提供に必要な医療機器の整備補助、訪問看護事業所等の相談体制の整備等を行った。

・在宅医療・介護に携わる人材のスキルアップを図るため、関係機関・団体が実施する各種研修

会の開催を支援（補助）した。

・人生最終段階における本人の意思を尊重した医療・ケアのあり方について、医療・介護従事者

への研修を開催するとともに、県民への普及啓発を行った。

【課題】

・希望する県民が、在宅療養を継続できるよう、引き続き、在宅医療の充実に取り組む必要があ

る。

次年度以降の

改善について

・引き続き、研修会の開催や医師会・医療機関等の取組を支援を通じて、在宅医療の基盤を整備

を進めるとともに、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り等、様々な局面におい

て、専門職間の効果的な連携体制の構築を進める。



【取組】

2021年度の

取組・課題

・介護等の支援が必要な患者が、病院から在宅生活へスムーズに移行できるよう、各地域毎に策

定した退院調整ルール（病院と介護支援専門員との情報共有ルール）の運用状況を把握する調査

を実施した。

・在宅医療の実施体制の充実のため、在宅医療の提供に必要な医療機器の整備補助、訪問看護事

業所等の相談体制の整備等を行った。

・在宅医療・介護に携わる人材のスキルアップを図るため、関係機関・団体が実施する各種研修

会の開催を支援（補助）した。

・人生最終段階における本人の意思を尊重した医療・ケアのあり方について、医療・介護従事者

への研修を開催するとともに、県民への普及啓発を行った。

【課題】

・希望する県民が、在宅療養を継続できるよう、引き続き、在宅医療の充実に取り組む必要があ

る。

次年度以降の

改善について

・引き続き、研修会の開催や医師会・医療機関等の取組を支援を通じて、在宅医療の基盤を整備

を進めるとともに、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り等、様々な局面におい

て、専門職間の効果的な連携体制の構築を進める。

次年度以降の

改善について

・引き続き、研修会の開催や医師会・医療機関等の取組に対する支援を通じて、在宅医療の基盤

整備を進めるとともに、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り等、様々な局面にお

いて、専門職間の効果的な連携体制の構築を進める。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・介護等の支援が必要な患者が、病院から在宅生活へスムーズに移行できるよう、各地域毎に策

定した退院調整ルール（病院と介護支援専門員との情報共有ルール）の運用状況を把握する調査

を実施した。

・在宅医療の実施体制の充実のため、在宅医療をテーマとしたセミナーの開催、在宅医療の提供

に必要な医療機器の整備補助、訪問看護事業所等の相談体制の整備等を行った。

・在宅医療・介護に携わる人材のスキルアップを図るため、関係機関・団体が実施する各種研修

会の開催を支援（補助）した。

・人生最終段階における本人の意思を尊重した医療・ケアのあり方について、県民向け動画を作

成し、県動画情報発信サイト「tsulunos」にて配信するなど、県民への普及啓発を行った。

【課題】

・希望する県民が、在宅療養を継続できるよう、引き続き、在宅医療の充実に取り組む必要があ

る。



　②－３　認知症施策の推進

目標

次年度以降の

改善について

・引き続き、認知症になっても住み慣れた地域で安心して日常生活が過ごせる地域づくりを目指

し、認知症の理解促進、医療提供体制や相談体制の充実、本人発信支援、地域支援体制の構築に

向けた施策を推進する。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・早期診断・早期支援につながる医療体制の一層の推進のため、認知症疾患医療センターや若年

性認知症支援コーディネーターの設置運営を引き続き行った。

・認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症サポーター等が

チームを作り認知症の人や家族のニーズを支援につなげる仕組み（チームオレンジ）の構築のた

め、コーディネーター研修を開催した。その他、市町村職員・専門職向け各種研修会を実施し

た。

・認知症の理解を促進するため普及啓発動画を作成し、駅等のデジタルサイネージやtsulunosで

放映した。

【課題】
・認知症高齢者の増加が見込まれる中、引き続き、認知症施策の充実に向けた取組を進める必要

がある。

次年度以降の

改善について

・引き続き、認知症になっても住み慣れた地域で安心して日常生活が過ごせる地域づくりを目指

し、認知症の理解促進、医療提供体制や相談体制の充実、地域支援体制の構築に向けた施策を推

進する。

2019年度の

取組・課題

・早期診断・早期支援につながる医療体制の一層の推進のため、認知症疾患医療センターの空白

地域の解消に向けた選定や若年性認知症支援コーディネーターの設置箇所の拡充を行った。

・認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症サポーター養成講

座の講師となるキャラバン・メイトを養成するとともに、市町村・関係機関向け各種研修会、県

民向けの普及啓発事業、認知症の本人同士が語り合う本人ミーティング等を行った。

【課題】

・認知症高齢者の増加が見込まれる中、引き続き、認知症施策の充実に向けた取組を進める必要

がある。

ア　認知症の発症予防から早期診断・早期対応につながる医療体制の整備や相談支援体制の充実

を図るとともに、関係機関の連携体制を整備する。

イ　誰もが認知症について正しい知識を持つとともに、地域での見守り体制を構築するなど、地

域全体で認知症高齢者を支えていくための環境整備を推進する。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・早期診断・早期支援につながる医療体制の一層の推進のため、認知症疾患医療センターの拡充

や若年性認知症支援コーディネーターの設置箇所の拡充を行った。

・認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症サポーター養成講

座の講師となるキャラバン・メイトを養成し、市町村へ派遣するとともに、市町村・関係機関向

け各種研修会、県民向けの普及啓発事業等を行った。

【課題】

・認知症高齢者の増加が見込まれる中、引き続き、認知症施策の充実に向けた取組を進める必要

がある。



次年度以降の

改善について

・引き続き、認知症になっても住み慣れた地域で安心して日常生活が過ごせる地域づくりを目指

し、認知症の理解促進、医療提供体制や相談体制の充実、本人発信支援、地域支援体制の構築に

向けた施策を推進する。

【取組】

2021年度の

取組・課題

・早期診断・早期支援につながる医療体制の一層の推進のため、認知症疾患医療センターや若年

性認知症支援コーディネーターの設置運営を引き続き行った。

・認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症サポーター等が

チームを作り認知症の人や家族のニーズを支援につなげる仕組み（チームオレンジ）の構築のた

め、コーディネーター研修を開催したほか、市町村担当者の情報交換会を開催した。

・認知症の理解を促進するため、認知症の人への声がけや認知症に関する絵本の朗読などの普及

啓発動画を作成し、駅等のデジタルサイネージやtsulunosで放映した。

【課題】

・認知症高齢者の増加が見込まれる中、引き続き、認知症施策の充実に向けた取組を進める必要

がある。

次年度以降の

改善について

・引き続き、認知症になっても住み慣れた地域で安心して日常生活が過ごせる地域づくりを目指

し、認知症の理解促進、医療提供体制や相談体制の充実、本人発信支援、地域支援体制の構築に

向けた施策を推進する。



　②－４　精神障害者の地域移行の推進

目標

次年度以降の

改善について

・2020年度は、「保健・医療・福祉関係者による協議の場」設置促進に向け、各地域の進捗状況

を適宜アンケート調査等により確認を行う。また、モデル地域における協議の場の取組状況につ

いて、他地域への見学を促す。

次年度以降の

改善について

・2019年度は、邑楽館林地域をモデル地域とし、県が事務局となって当該地域の「保健・医療・

福祉関係者による協議の場」を設置するとともに、取組内容を他地域にも周知することにより、

県全域での取組に発展させる。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・精神科病院の入院者を対象としたピアサポーターとの交流事業等を実施し、退院に対する意欲

促進を図った。

・国庫補助や県単補助などを活用し、グループホーム等の新設や定員増を促進した。

・第５期群馬県障害福祉計画において「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に

係る目標として定める「保健・医療・福祉関係者による協議の場」の設置を促進するため、邑楽

館林地域をモデル地域として取組支援を行い、協議の場を３回開催した。また、その取組内容に

ついて書面にて他地域へ周知を行った。

・夜間・休日における精神障害の急性発症や急性再燃などに対し、病院群輪番制等による精神科

救急医療施設を整備し、入院応需の診療体制を整備した。

【課題】

・精神障害者の地域移行を推進するため、引き続き、上記の取組等を推進していく必要がある。

ア　精神障害者の地域生活への移行を進めるため、退院に対する意欲を高めるとともに、居住の

場の確保や日中活動を推進する。

イ　精神障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らすことができるよう、「精神障害に

も対応した地域包括ケアシステムの構築」を目指す。

ウ  緊急な医療を必要とする全ての精神障害者が、迅速かつ適正な医療を受けられるよう、精神

科救急医療体制の確保に取り組む。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・精神科病院の入院者を対象としたピアサポーターとの交流事業等を実施し、退院に対する意欲

促進を図った。

・国庫補助や県単補助などを活用し、グループホーム等の新設や定員増を促進した。

・第５期群馬県障害福祉計画において「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に

係る目標として定めている「保健・医療・福祉関係者による協議の場」の設置を促進するため、

県自立支援協議会や精神保健福祉審議会等において関係機関へ説明及び意見聴取を実施した。

・夜間・休日における精神障害の急性発症や急性再燃などに対し、病院群輪番制等による精神科

救急医療施設を整備し、入院応需の診療体制を整備した。

【課題】

・精神障害者の地域移行を推進するため、引き続き、上記の取組等を推進していく必要がある。



次年度以降の

改善について

・2021年度は、新型コロナウイルス感染症拡大時でも、必要な取組を推進できるよう、オンライ

ンの活用を検討していく。

2021年度の

取組・課題

・精神障害者の退院意欲促進を行うため、ピアサポーターが自らの体験を紹介するDVDを精神科

病院に貸し出した。

・精神障害者の退院先を拡充するため、アパート入居における課題検討を行い、住宅分野との情

報共有を行った。

・「保健・医療・福祉関係者による協議の場」の設置を促進するため、伊勢崎市をモデル地域と

して協議の場を４回開催した。取組内容については、全体報告会を開催して周知した。

・夜間・休日における精神障害の急性発症や急性再燃などに対応するため、病院群輪番制等によ

る精神科救急医療体制を確保し、入院応需の診療体制を整備した。

【課題】

・精神障害者の地域移行を推進するため、引き続き、上記の取組等を推進していく必要がある。

次年度以降の

改善について

・アパート入居の課題検討について、実際に住宅部門の業者等に向けた啓発事業を実施する。

・「協議の場」について、モデル地域以外での状況を把握し、活性化に向けた取組を行う。

【取組】

【取組】

2020年度の

取組・課題

・精神障害者の退院意欲促進を行うため、ピアサポーターが自らの体験を紹介する動画の作成を

行った。

・精神障害者の退院先を拡充するため、アパート入居における課題検討を行った。

・「保健・医療・福祉関係者による協議の場」の設置を促進するため、太田地域をモデル地域と

して協議の場を３回開催し、その取組内容についてオンラインで他地域に周知を行った。また、

アンケート調査により各地域の進捗状況を適宜確認し、取組促進を行った。

・夜間・休日における精神障害の急性発症や急性再燃などに対応するため、病院群輪番制等によ

る精神科救急医療体制を確保し、入院応需の診療体制を整備した。

【課題】

・精神障害者の地域移行を推進するため、引き続き、上記の取組等を推進していく必要がある。



　③　後発医薬品の使用促進【数値目標：後発医薬品の使用割合（数量ベース）】

2023年度

（目標値）

73.7% 79.1% 81.5% 83.1% 85.2%
９月までに８０％

以上を目指す
８０％以上

データの出典 厚生労働省「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」

目標達成に

必要な数値

次年度以降の

改善について

後発医薬品使用割合のさらなる向上を目指して、引き続き同様の取り組みを行うともに、後発医

薬品の安定供給、メーカーにおける製造管理の徹底を図る等、後発医薬品の信頼回復に向け必要

な施策を講じることとします。

次年度以降の

改善について
後発医薬品使用割合のさらなる向上を目指して、引き続き同様の取り組みを行う。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・関係者間における情報連携を図るための群馬県後発医薬品適正使用協議会の開催

・普及啓発用広報資材の作成・配布

・デジタルカラー動画をシネアドにて放映

・後発医薬品適正使用推進講演会の開催

・国の後発医薬品品質確保対策事業に係る後発医薬品収去検査の実施

【課題】

・後発医薬品に対する品質確保や安定供給に対する不安感の払拭を図る必要がある。

・福祉医療受給者（子ども）の後発医薬品の使用割合が低いことから、親世代への啓発を推進す

る必要がある。

記載しない予定（目標を定めていないため）

2018年度の

取組・課題

【取組】

・後発医薬品の使用促進を図るため、群馬県後発医薬品適正使用協議会を開催するとともに、医

療関係者・医薬品業界関係者及び保険者等々の連携を図りながら、次の取組を実施した。

　・普及啓発用広報資材の作成・配布

　・デジタルカラー動画をシネアドにて放映

　・後発医薬品適正使用推進講演会の開催

・国により実施される「後発医薬品品質確保対策事業」に参加し、県内で流通している後発医薬

品の収去検査を実施した。

【課題】

・後発医薬品に対する品質確保や安定供給に対する不安感の払拭を図る必要がある。

・福祉医療受給者（子ども）の後発医薬遺品の使用割合が低いことから、親世代への啓発を推進

する必要がある。

2017年度

（計画の足下値）

第３期計画期間

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度



【取組】

2020年度の

取組・課題

・関係者間における情報連携を図るための群馬県後発医薬品適正使用協議会の開催

・普及啓発用広報資材の作成・配布

・デジタルカラー動画をシネアドにて放映

・国の後発医薬品品質確保対策事業に係る後発医薬品収去検査の実施

【課題】

・後発医薬品に対する品質確保や安定供給に対する不安感の払拭を図る必要がある。

・福祉医療受給者（子ども）の後発医薬品の使用割合が低いことから、親世代への啓発を推進す

る必要がある。

次年度以降の

改善について

後発医薬品使用割合のさらなる向上を目指して、引き続き同様の取り組みを行うともに、福祉医

療受給者を対象とした啓発や後発医薬品の信頼回復に向け必要な施策を講じることとします。

2021年度の

取組・課題

・関係者間における情報連携を図るための群馬県後発医薬品適正使用協議会の開催

・普及啓発用広報資材の作成・配布

・デジタルカラー動画をシネアドにて放映

【取組】

【課題】

・後発医薬品に対する品質確保や安定供給に対する不安感の払拭を図る必要がある。

・福祉医療受給者（子ども）の後発医薬品の使用割合が低いことから、引き続き、親世代への啓

発を推進する必要がある。

次年度以降の

改善について

後発医薬品使用割合のさらなる向上を目指して、引き続き同様の取り組みを行うともに、福祉

医療受給者を対象とした啓発や後発医薬品の信頼回復に向け必要な施策を講じることとします。



　④　医薬品の適正使用の推進

目標

・医薬品の重複投与や多剤投与の状況を把握し、医薬品の適正使用を推進するため、引き続き、

お薬手帳の一冊化・集約化、電子お薬手帳を普及させる必要がある。

・在宅医療における訪問薬剤管理指導等を推進していく必要がある。

次年度以降の

改善について

次年度以降の

改善について

引き続き、「患者のための薬局ビジョン」の周知を行うとともに、健康サポート薬局や認定薬局

等の整備、支援事業を通じて、薬局の機能強化を推進する。

【取組】

2020年度の

取組・課題

・「患者のための薬局ビジョン」を周知し、かかりつけ薬局・薬剤師を推進した。

・お薬手帳等の活用の促進を図り、薬剤師による患者の服薬情報の一元的・継続的な把握を推進

した。

【課題】

次年度以降の

改善について

・かかりつけ薬局・薬剤師の推進の一環である健康サポート薬局及び認定薬局（2021.8月施行）

等の整備、支援事業を通じて、薬局のより一層の機能強化を図る。

・訪問薬剤管理指導を行う薬局が地域包括ケアを推進する市町村や在宅医療実施医療機関と十分

な連携がとれるよう、体制の構築を図る。

引き続き、「患者のための薬局ビジョン」の周知を行うとともに、在宅業務や認定薬局等の整備

支援事業（薬剤師会へ委託）を通じて薬局の機能強化を推進する。

【取組】

2019年度の

取組・課題

・「患者のための薬局ビジョン」を周知し、かかりつけ薬局・薬剤師を推進した。

・お薬手帳等の活用の促進を図り、患者の服薬情報の一元的・継続的な把握を推進した。

【課題】

・医薬品の重複投与や多剤投与の状況を把握し、医薬品の適正使用を推進するため、引き続き、

お薬手帳の一冊化・集約化、電子お薬手帳を普及させる必要がある。

・在宅医療における訪問薬剤管理指導等を推進していく必要がある。

ア　県民に対して、医薬品に関する適正使用について普及啓発を図るとともに、薬局、医療機

関、保険者の三者による連携により、重複投与や多剤投与の是正を推進する。

イ　医薬品の使用状況などについて情報を収集・分析・共有するための体制を構築する。

2018年度の

取組・課題

【取組】

・「患者のための薬局ビジョン」を周知し、かかりつけ薬局・薬剤師を推進した。

・お薬手帳等の活用の促進を図り、患者の服薬情報の一元的・継続的な把握を推進した。

【課題】

・医薬品の重複投与や多剤投与の状況を把握し、医薬品の適正使用を推進するため、引き続き、

お薬手帳の一冊化・集約化、電子お薬手帳を普及させる必要がある。

・在宅医療における訪問薬剤管理指導等を推進していく必要がある。



次年度以降の

改善について

・かかりつけ薬局・薬剤師の推進の一環である健康サポート薬局及び認定薬局等の整備を推進す

ることで、薬局のより一層の機能強化を図る。

・訪問薬剤管理指導を行う薬局が地域包括ケアを推進する市町村や在宅医療実施医療機関と十分

な連携がとれるよう、体制の構築を図る。

・地域医療提供体制の強化につなげるため、薬局への積極的なオンライン資格確認や電子処方箋

の導入の推進を図る必要がある。

【取組】

2021年度の

取組・課題

・「患者のための薬局ビジョン」を周知し、かかりつけ薬局・薬剤師制度を運用するための健康

サポート薬局及び認定薬局（2021.8月施行）等について整備の推進を図った。

・お薬手帳等の活用の促進を図り、薬剤師による患者の服薬情報の一元的・継続的な把握を推進

した。

【課題】

・医薬品の重複投与や多剤投与の状況を把握し、医薬品の適正使用を推進するため、引き続き、

お薬手帳の一冊化・集約化、電子版お薬手帳を普及させる必要がある。

・在宅医療における訪問薬剤管理指導等を推進していく必要がある。

・各種医療情報の共有等のデジタル技術の進展を踏まえ、薬局薬剤師の業務も変化していく必要

がある。



２．保険者等、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する評価

次年度以降の

改善について

・第３期医療費適正化計画の円滑な推進を図るため、群馬県医療費適正化に係る懇談会及び群馬

県保険者協議会において、計画の進捗状況について、必要な協力を依頼する。

・県、保険者協議会及び保険者自身による医療費適正化を推進するため、厚生労働省から送付さ

れる医療費データを活用する。

次年度以降の

改善について

・第３期医療費適正化計画の円滑な推進を図るため、群馬県医療費適正化に係る懇談会及び群馬

県保険者協議会において、計画の進捗状況を説明し、必要な協力を依頼する。

・県、保険者協議会及び保険者自身による医療費適正化を推進するため、厚生労働省から送付さ

れる医療費データを活用する。

2020年度の

取組・課題

・群馬県医療費適正化に係る懇談会及び群馬県保険者協議会において、第２期医療費適正化計画

の実績評価に対する平成29(2017）年度実績の追記及び第3期医療費適正化計画の進捗管理等に

ついて、保険者及び関係団体等に協力を依頼した。

2019年度の取組

・第3期医療費適正化計画（本書及び概要版）を作成・配布し、保険者・保健医療機関・保健医

療関係団体等へ周知した。

・群馬県医療費適正化に係る懇談会及び群馬県保険者協議会において、第２期医療費適正化計画

の実績評価に対する平成29(2017）年度実績の追記及び第3期医療費適正化計画の進捗管理等に

ついて説明し、保険者及び関係団体等に協力を依頼した。

2018年度の取組

・第3期医療費適正化計画（本書及び概要版）を作成・配布し、保険者・保健医療機関・保健医

療関係団体等へ周知した。

・群馬県医療費適正化に係る懇談会及び群馬県保険者協議会において、第3期医療費適正化計画

の概要及び数値目標等について説明し、保険者及び関係団体等に協力を依頼した。

次年度以降の

改善について

・第３期医療費適正化計画の円滑な推進を図るため、群馬県保険者協議会において、計画の進捗

状況を説明し、必要な協力を依頼する。

・県、保険者協議会及び保険者自身による医療費適正化を推進するため、厚生労働省から送付さ

れる医療費データを活用する。

2021年度の

取組・課題

・群馬県医療費適正化に係る懇談会及び群馬県保険者協議会において、第3期医療費適正化計画

の進捗管理等について、保険者及び関係団体等に協力を依頼した。

次年度以降の

改善について

・第３期医療費適正化計画の円滑な推進を図るため、群馬県医療費適正化に係る懇談会及び群馬

県保険者協議会において、計画の進捗状況について、必要な協力を依頼する。

・県、保険者協議会及び保険者自身による医療費適正化を推進するため、厚生労働省から送付さ

れる医療費データを活用する


