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「和歌山市地域保健医療計画」について（概要）

◆昭和６０年度に制度化
◆都道府県が地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るため、医療計画を策定する。
（医療法第３０条の４）
◆和歌山市においては、和歌山県保健医療計画との整合性を保ちつつ、和歌山市において取り組むべき保健医療施策の推進の
基本となる計画として策定。

◆「平成３０年度～平成３５年度」（６年間計画）

（２） 計画期間

◆和歌山市長期総合計画をはじめとする他の計画との整合性を確保。

◆生涯を通じた心とからだの健康づくり、複雑多様化する市民のニーズに即応する包括的な保健医療サービスの提供及び
地域包括ケアシステムの構築を目指す。

◆計画期間を６年（これまでは５年）へと変更。年１回進捗状況を把握し、３年後に中間評価を実施。
◆和歌山県保健医療計画との整合性を図る。
◆計画の実効性をより高めるべく、課題項目ごとの数値目標の設定。

◆次ページのとおり

（１）医療計画制度の概要

（３）計画作成の趣旨

（４）本計画の特徴

（５）計画改定にあたってのポイント



健康で元気に

暮らせる

環境の構築

「和歌山市地域保健医療計画」

６つの大きな柱
健康で元気に暮らせる「まち」を目指して

生涯を通じた
健康づくりへの取組

健康寿命の延伸

多様化する健康課題への対策

妊娠期からの切れ目のない子育て支援の充実

生活保健対策の推進

食の安心・安全の確保

動物愛護及び共生の推進

環境衛生対策の推進

保健医療供給体制の整備

医療連携の推進

かかりつけ医等の推進

生涯を通じた
保健医療供給体制の整備

救急医療・災害医療体制の整備

切れ目のない在宅医療連携体制の推進

安全で良質な
医療サービスの提供

安全かつ適切な医療提供体制の確保

医薬品等の安全の確保

地域に密着した薬局の推進

健康危機管理体制の
強化と充実

健康危機管理に備えた保健医療体制の強化

感染症等検査体制の充実



健康で元気に暮らせる 環境の構築

▷健康わかやま２１（第２次）の取組を
関係機関と協働で推進

▷特定健康診査・特定保健指導・がん検
診の受診率向上とがん検診の精度管理
の徹底によるがんの早期発見、早期治
療の推進

▷健康づくりの推進

健康寿命の延伸 妊娠期から子育て期までの
継続的な子育て支援の充実

多様化する健康課題への対策

▷子育て世代包括支援センター
の相談支援体制の充実

▷妊産婦健康診査や産後ケア事業の充実
▷乳幼児健康診査や発達相談の充実

▷生活習慣病対策の推進

▷糖尿病性腎症の重症化予防

▷かかりつけ医と糖尿病専門医
療機関の相互連携体制の推進

生涯を通じた健康づくりへの取組

生涯を通じた保健医療供給体制の整備

救急医療・災害医療体制の整備
切れ目のない在宅医療連携体制の整備

▷救急車の適正利用についての普及啓発

▷一次救急医療体制として、和歌山市夜間・休日応急
診療センターを運営し、軽症の救急患者を受け入れる

▷南海トラフ巨大地震等の災害発生時、迅速な保健・医
療が提供できる体制を医療機関・市医師会・市薬剤師
会と連携して整備

▷病気になっても安心して入院医療・在宅医療が
受けられる体制の整備 ⇒「時々入院、ほぼ在宅」

▷入院時から「わかやま市退院支援ルール」を活用した
病院とケアマネジャーの協働による退院支援を強化

▷和歌山市医師会在宅医療サポートセンターによる
「在宅医」の紹介や在宅医とケアマネジャー、訪問
看護師等多職種の連携を強化

かかりつけ医等の推進
▷病院と病院、病院と診療所の連携をさらに強化し、
切れ目のない安心な医療を提供できるよう、病院の
地域医療連携室の設置及び機能の充実をはかる

保健医療供給体制の整備

▷身近で日常的な医療を受けたり、健康の相談が
でき、必要な時には専門医療機関等を紹介して
くれる「かかりつけ医」をもつよう普及啓発

医療連携の推進



健康で元気に暮らせる 環境の構築

安全かつ適切な医療提供体制の確保

▷医療機関等への立入り検査の実施による
医療安全管理や院内感染対策等を強化

地域に密着した薬局の推進

▷関係機関との協力のもと、かかりつけ薬局、
薬剤師をもつことのメリットの啓発

医薬品等の安全性の確保

▷調剤薬局等への立入り検査の実施により、
医薬品等の供給と安全性を確保

献血啓発の強化

▷若年層に対する献血の普及啓発の強化

安全で良質な医療サービスの提供

健康危機管理体制の強化と充実

健康危機管理に備えた保健医療体制の強化

▷和歌山市健康危機管理指針に基づき、
様々な健康危機事案の発生を想定した
事前の体制及び連携の強化、研修の実施

▷検疫所や医療機関を含めた新型インフルエン
ザ等の発生に備えた体制の整備

感染症等検査体制の充実

▷感染症の発生状況に即応した検査体制を
充実し、感染症の迅速な診断により、感
染拡大防止対策を実施する

生活保健対策の推進

食の安全・安心の確保

▷市民や関係業者等に対する
食品衛生知識の普及啓発

環境衛生対策の推進 動物愛護及び共生の推進

▷旅館、公衆浴場等、市民生活
に密着した施設の衛生指導の
充実

▷動物愛護啓発事業の充実や譲渡会
の開催等により、犬・猫の譲渡数
を増加

▷和歌山市食品衛生監視指導計画に基づく
計画的な監視指導・HACCPの導入支援
等により食の安全・安心を確保

▷（仮称）動物愛護センターの整
備、
動物の適正な飼い方の推進



【課題】

「救急医療」について（概要）P.58

▪市民に対し、救急医療の現状を啓発
▪救急車の適正利用とかかりつけ医
の推進

主な施策の方向

▪救急医療情報システムを用いての
医療機関と消防局との連携強化

▪一次救急医療体制の充実
▪外科系当番医制度への協力医療
機関の確保

▪二次及び三次救急医療体制の
連携推進

▪救急ワークステーションの
充実と強化

①市民への情報提供
②関係機関と救急医療情報センター

との連携強化

③外科系当番医制度の
協力医療機関の確保

市内救急告示医療機関の救急受診者総数に占める医大、日赤の受診者割合
47.2％ → 40.0％以下

主な数値目標

現状と課題

三次救急医療機関 二次救急医療機関

医大及び日赤救命
救急センター受診
者数(人)

救急告示医療機
関の全救急受診
者数(人) B

Bの内、医大及び
日赤の受診者数

(人) A
割合A／B(％)

平成24年度 5,733 67,984 37,570 55.2
平成25年度 5,533 64,192 35,998 56.0
平成26年度 5,608 62,763 34,142 54.4
平成27年度 5,423 53,655 26,397 49.2
平成28年度 5,632 49,884 23,535 47.2

市民の大病院、専門医志向などを背景に三次救急医療機関への患者の安易な受診が問題

救急車
出動件数(件)

救急車搬送人員数

総 数(人)
（再掲）65歳以上人員
数(人)とその割合(％)

（再掲）軽症患者人員
数(人)とその割合(％)

平成24年度 19,260 17,888 9,672 54.1 11,914 66.6

平成25年度 19,724 18,307 10,014 54.7 12,254 66.9

平成26年度 20,091 18,518 10,240 55.3 12,476 67.4

平成27年度 19,040 17,703 10,096 57.0 11,736 66.3

平成28年度 19,417 17,851 10,295 57.7 11,569 64.8

三次救急医療機関、二次救急医療機関における救急受診者数の推移 救急車出勤件数及び救急車搬送人員巣の推移



「災害保健医療」について（概要）P.64

▪関係機関との医療救護体制
強化の推進

主な施策の方向

▪地域災害医療コーディネーター等
との災害医療訓練の継続的実施

▪透析、周産期等の専門医療体制に
おける災害時ネットワークの構築・整備
▪専門医療分野の各リエゾンの配置の推進

▪DHEATの育成
▪職員の災害対応能力強化及び支援、
受援体制の構築の推進

和歌山市救護拠点医療機関の
本部訓練実施率

17.6％ → 90.0％以上

災害保健医療訓練実施
１回/年以上

周産期、透析医療機関の
災害対策会議
１回/年以上

主な数値目標

現状と課題

保健所職員の
災害保健医療研修会・訓練

1回/年以上

• 関係機関との検討会、訓練の実施 保健医療体制の整備強化

• 政府合同訓練に参加 災害医療救護マニュアルの見直し

• 災害時における関係機関との連携強化及び専門医療分野との連携の構築

• 医療機関におけるEMIS、各種災害情報システムによる医療機関との情報連携

• 保健所職員のDHEAT養成研修への参加→災害対策の研修の企画、運営の実施

• 亜急性期以降の保健医療体制の整備【課題】

①災害時の初動医療体制の整備
②関係機関の災害対策の強化と

連携強化
③専門医療体制の確保 ④保健所における受援体制の強化



【課題】

「周産期医療と母子保健対策」について（概要）P.70、P.113

▪安定的な周産期医療体制の確保
▪周産期医療関係者研修会の実施

主な施策の方向

▪和歌山・有田保健医療圏の産科医療の現状について、
周産期医療ネットワーク協議会で情報共有、課題検討

▪妊婦健診や里帰り分娩等の情報提供
▪妊娠届出時から子育て期まで切れ目のない
支援を実施

▪産後うつ・虐待予防のための産後ケア事業の実施

①安心して出産できる体制の堅持 ②災害時の小児周産期医療体制の確保
③ 妊産婦のメンタルヘルスケア

対策の充実

周産期医療ネットワーク協議会の周産期医療機関加入率
１００％ → １００％（維持）

主な数値目標

現状と課題

妊産婦の利便性を保ちながら、連携システムを活用した安心安全な出産実現

和歌山市分娩取扱い施設の状況

２２週以降の妊娠届出数の減少
２２件 → １０件

施設 平成26年（件） 平成27年（件） 平成28年（件）

和歌山県立医科大学附属病院 680 613 588
日本赤十字社和歌山医療センター 859 862 815

和歌山労災病院 402 317 330

A診療所 743 745 718

B診療所 303 249 219

C診療所 251 269 206

D診療所 358 359 320

E診療所 41 41 30
F診療所 358 566 666

G診療所 － － 7

A助産院 28 20 22

B助産院 26 28 17

計 4,049 4,069 3,938

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

妊婦が
県外在住 121 94 143 89 106

妊婦が
県内在住 32 16 19 11 17

不明
（無回答） 1 2 2 1 0

合 計 154 112 164 101 123

和歌山周産期情報センター稼動実績（相談妊婦の住所別対応件数）



【課題】

「小児救急を含む小児医療」について（概要）P.74

▪すこやかキッズに係る医療機関と
の更なる体制維持強化

主な施策の方向

▪小児救急医療体制の充実
▪一次、二次、三次救急医療機関の連携
による適切な医療の提供

▪小児急病や事故の予防等についての
啓発

▪広報活動によるすこやかキッズの
更なる利用促進

①小児科医の確保 ②小児救急体制の確保 ③相談、情報発信機能の充実

子どものかかりつけ医を持つ人の割合
88.3% → 100%

主な数値目標

現状と課題

小児救急に対する満足度
72.2% → 90%以上

▪かかりつけ医や救急相談ダイヤル
の普及啓発

④かかりつけ医の推進

すこやかキッズ
小児科受診者数

本市における
二次救急医療機関
小児科受診者数

和歌山（海南、紀美
野）、那賀、橋本、
有田、御坊保健医療
圏での二次救急医療
機関小児科受診者数

平成24年度 18,302(市内12,729) 6,033 7,306
平成25年度 17,927(市内12,521) 4,629 7,373
平成26年度 18,598(市内12,978) 4,857 7,460
平成27年度 17,400(市内12,075) 3,394 8,282
平成28年度 16,452(市内11,406) 3,347 8,032

すこやかキッズ及び二次救急医療機関の小児科受診者数の推移 （単位：人）

本市における二次救急医療機関の小児科受診者数の減少
↓

救急医療の適正化
↓

高次の救急医療機関の更なる負担軽減の推進



【課題】

「在宅医療」について（概要）P.79

▪切れ目のない包括的な在宅医療
▪介護体制を整備

主な施策の方向

▪市医師会と協働して在宅医療に関わ
る医師の確保
▪在宅医療に従事する人材の確保及び
育成

▪「和歌山市在宅医療連携推進連絡
調整会議」を核として、現状把握
と課題の抽出、対応策等を検討
▪多職種連携をさらに推進

▪在宅医療や人生の最終段階に
おける医療の意思決定等に関
して、市民への普及啓発
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(万人) 本市の将来推計人口

75歳以上

65歳以上

15～64歳

0～14歳

2025年には高齢化率32.6％

①在宅医療提供体制の充実 ②医療と介護の連携体制の強化
③在宅医療を支える人材の

確保・育成

④在宅医療及び介護に関する
市民への理解促進

入院時、介護支援専門員から病院への情報提供率
50.4％ → 75.0％

退院時、病院から介護支援専門員への退院調整実施率
73.7％ → 90.0％

人生の最終段階における医療について家族と
話し合ったことのある者の割合

47.1％ → 70.6％

主な数値目標

現状と課題



【課題】

健康づくり対策の推進について（概要）P.87

▪健康わかやま２１の推進
▪効果的な１次予防の普及啓発
▪市民に対する情報発信

主な施策の方向

▪特定健康診査受診率の向上
▪がん検診の受診率向上
▪糖尿病性腎症の重症化予防

▪「かかりつけ医」の普及
▪糖尿病専門医療機関とかかりつけ医の
相互連携体制の推進
▪相談体制の整備

①予防対策の推進 ②早期発見 ③医療連携体制の推進・確保

健康寿命の延伸
男性 78.3歳 → 79.6歳
女性 82.7歳 → 83.7歳

市民のがん検診受診率
５０％以上

成人喫煙率の減少
男性 29.2% → 18.0％
女性 5.3％ → 5.0％

主な数値目標

現状と課題

健康づくりに取り組んでいる
市民の割合

56.1％ → 62.0％

和歌山市の虚血性心疾患の年齢調整死亡率は、男女とも全国値を大きく上回っている。

本市と全国の虚血性心疾患の年齢調整死亡率の推移

本市と和歌山県及び全国のがん死亡率の推移

和歌山市の死因の第1位は、悪性新生物



【課題】

「精神保健対策」の推進について（概要）P.154

▪精神疾患の予防にかかる施策の推進
▪精神保健福祉相談の充実

主な施策の方向

▪精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
▪うつ病対策の推進
▪認知症対策の推進

▪いのち支える自殺対策の充実

①精神疾患の更なる予防対策の推進
②多様な精神疾患等にも対応した

医療連携体制

③誰も自殺に追い込まれることのない
社会の実現

精神保健福祉に関する出前講座の実施
８回 → １０回以上

G-Pネットの連携システムの推進
紹介件数 326件 → 400件

ゲートキーパーに関する研修受講数
193人/年 → 200人/年

主な数値目標

現状と課題

H28年の和歌山市の自殺死亡率は全国よりも高い

自殺死亡率の年次推移

自立支援医療の申請件数・精神障害者保健福祉手帳所持者数は、年々増加傾向

和歌山市精神障害者保健福祉手帳
所持者（等級別）の推移

和歌山市自立支援医療（精神通院）
申請件数の推移


