
 

 

 

千葉県保健医療計画 

（試案） 
 

 

 

 

平成３０年１月 





千葉県保健医療計画（試案） 目次 

 

第１編 総 論 

第１章 改定に当たっての基本方針 

第１節 計画改定の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111 

第２節 計画の基本理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112 

第３節 計画の性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113 

第４節 計画の策定プロセス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113 

第５節 計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114 

第６節 計画の推進体制と評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114 

 

第２章 保健医療環境の現状 

第１節 人口 

１ 人口構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117 

２ 人口動態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110 

第２節 医療資源 

１ 医療提供施設等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120 

２ 医療従事者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135 

第３節 受療動向 

１ 受療率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 140 

第４節 県民の意識・意向 

１ 医療提供体制についての認識・希望 ・・・・・・・・・・・・ 145 

２ 療養等の場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 147 

第５節 保健医療圏の状況 

１ 人口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148 

２ 医療資源等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 149 

３ 入院患者の流出入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155 

 

 

第３章 保健医療圏と基準病床数 

第１節 保健医療圏設定の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161 

第２節 保健医療圏 

１ 二次保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162 

２ 三次保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165 

第３節 基準病床数 

１ 基準病床数の意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 166 

２ 基準病床数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 166 

 

 



 

第４章 地域医療構想 

第１節 地域医療構想について 

１ 地域医療構想の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169 

２ 構想区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169 

３ 地域医療構想の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169 

４ 病床機能報告制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170 

第２節 千葉県における現状と将来の医療需要 

１ 人口等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 171 

２ 将来の医療需要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174 

第３節 構想区域の設定 

１ 構想区域の意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181 

２ 構想区域の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181 

第４節 千葉県が目指すべき医療提供体制 

１ 医療機能別の医療提供体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 182 

２ 在宅医療等の必要量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183 

３ 必要病床数と病床機能報告の結果との比較 ・・・・・・・・・ 184 

第５節 千葉県が目指すべき医療提供体制を実現するための施策 ・・・ 186 

第６節 地域医療構想の推進方策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190 

 

第２編 各 論 

第１章 質の高い保健医療提供体制の構築 

第１節 循環型地域医療連携システムの構築 

１ 循環型地域医療連携システムの構築について（総論） 

（１）循環型地域医療連携システムの基本的な考え方 ・・・・・・ 193 

（２）循環型地域医療連携システムの推進に向けた取組 ・・・・・ 195 

２ 循環型地域医療連携システム（各論） 

（１）がん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1100 

（２）脳卒中 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113 

（３）心筋梗塞等の心血管疾患 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 121 

（４）糖尿病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128 

（５）精神疾患 

   ア 精神疾患（認知症を除く） ・・・・・・・・・・・・・ 136 

イ 認知症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157 

（６）救急医療（病院前救護を含む） ・・・・・・・・・・・・・・ 169 

（７）災害時における医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178 

（８）周産期医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187 

（９）小児医療（小児救急医療を含む） ・・・・・・・・・・・・・ 195 

 

 

 



第２節 地域医療の機能分化と連携 

１ 医療機能の充実と県民の適切な受療行動の促進 ・・・・・・・ 202 

２ 総合診療機能の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 208 

３ 地域医療連携の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210 

４ 自治体病院の連携の推進や経営改善の支援 ・・・・・・・・・ 213 

５ 県立病院が担うべき役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 215 

６ 薬局の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222 

７ 患者の意思を尊重した医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 224 

第３節 在宅医療の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 226 

第４節 各種疾病対策等の推進 

１ 結核対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 237 

２ エイズ対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 241 

３ 感染症対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 245 

４ 肝炎対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 248 

５ 難病対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250 

６ 小児慢性特定疾病対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 254 

７ アレルギー疾患対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 256 

８ 臓器移植対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 258 

９ 歯科保健医療対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 259 

１０ リハビリテーション対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 267 

１１ 高齢化に伴い増加する疾患等対策 ・・・・・・・・・・・・・・ 272 

第５節 人材の養成確保 

１ 医師 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 277 

２ 歯科医師 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282 

３ 薬剤師 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 284 

４ 看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師） ・・・・・・ 286 

５ 理学療法士・作業療法士 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 290 

６ 歯科衛生士 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 291 

７ 栄養士（管理栄養士） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 292 

８ その他の保健医療従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 294 

 

第２章 総合的な健康づくりの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 296 

 

第３章 保健・医療・福祉の連携確保 

第１節 母子・高齢者・障害者分野における施策の推進 

１ 母子保健医療福祉対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 

２ 高齢者保健医療福祉対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 306 

３ 障害者保健医療福祉対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 308 

 

 

 



第２節 連携拠点の整備 

１ 健康福祉センター（保健所） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 312 

２ 市町村保健センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 315 

３ 衛生研究所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 316 

４ 保健医療大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 318 

 

第４章 安全と生活を守る環境づくり 

第１節 健康危機管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 319 

第２節 医療安全対策等の推進 

１ 医療安全対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 322 

２ 医療の情報（ＩＴ）化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 325 

３ 医薬品等の安全確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 327 

４ 薬物乱用防止対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 332 

５ 血液確保対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 336 

６ 造血幹細胞移植対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 338 

７ 毒物劇物安全対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 340 

第３節 快適な生活環境づくり 

１ 食品の安全確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 342 

２ 飲料水の安全確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 345 

３ 生活衛生の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 348 

 

第３編 地域編 

第１章 千葉保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351 

第１節 圏域の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 352 

第２節 地域医療構想における目指すべき医療提供体制と実現に向けた 

施策の方向性（千葉区域） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 356 

第３節 千葉保健医療圏における施策の具体的展開 ・・・・・・・・・ 358 

 

第２章 東葛南部保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 362 

第１節 圏域の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 363 

第２節 地域医療構想における目指すべき医療提供体制と実現に向けた 

施策の方向性（東葛南部区域） ・・・・・・・・・・・・・・・ 367 

第３節 東葛南部保健医療圏における施策の具体的展開 ・・・・・・・ 369 

 

第３章 東葛北部保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 373 

第１節 圏域の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 374 

第２節 地域医療構想における目指すべき医療提供体制と実現に向けた 

施策の方向性（東葛北部区域） ・・・・・・・・・・・・・・・ 378 

第３節 東葛北部保健医療圏における施策の具体的展開 ・・・・・・・ 380 

 

 



第４章 印旛保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 383 

第１節 圏域の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 384 

第２節 地域医療構想における目指すべき医療提供体制と実現に向けた 

施策の方向性（印旛区域） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 388 

第３節 印旛保健医療圏における施策の具体的展開 ・・・・・・・・・ 390 

 

第５章 香取海匝保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 394 

第１節 圏域の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 395 

第２節 地域医療構想における目指すべき医療提供体制と実現に向けた 

施策の方向性（香取海匝区域） ・・・・・・・・・・・・・・・ 399 

第３節 香取海匝保健医療圏における施策の具体的展開 ・・・・・・・ 401 

 

第６章 山武長生夷隅保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 405  

第１節 圏域の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 406 

第２節 地域医療構想における目指すべき医療提供体制と実現に向けた 

施策の方向性（山武長生夷隅区域） ・・・・・・・・・・・・・ 410 

第３節 山武長生夷隅保健医療圏における施策の具体的展開 ・・・・・ 412 

 

第７章 安房保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415 

第１節 圏域の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 416 

第２節 地域医療構想における目指すべき医療提供体制と実現に向けた 

施策の方向性（安房区域） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 420 

第３節 安房保健医療圏における施策の具体的展開 ・・・・・・・・・ 422 

 

第８章 君津保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 425 

第１節 圏域の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 426 

第２節 地域医療構想における目指すべき医療提供体制と実現に向けた 

施策の方向性（君津区域） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 430 

第３節 君津保健医療圏における施策の具体的展開 ・・・・・・・・・ 432 

 

第９章 市原保健医療圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 435 

第１節 圏域の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436 

第２節 地域医療構想における目指すべき医療提供体制と実現に向けた 

施策の方向性（市原区域） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440 

第３節 市原保健医療圏における施策の具体的展開 ・・・・・・・・・ 442 

 

（参考） 

用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 445 

計画策定の経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480 

千葉県医療審議会委員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 482 

基準病床数の算定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 483 



将来の医療需要及び必要病床数の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・ 487 

将来の医療需要に対する医療提供体制の考え方 ・・・・・・・・・・・ 489 

千葉県高齢者保健福祉計画との整合性の確保・・・・・・・・・・・・・・ 492 

 

 


	表紙
	目次

