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は じ め に 

 

すべての県民の皆様が健やかに安心してくらせる社会の実現に向

けて、県は、地域における保健医療の基盤づくりや、生涯を通じた

健康づくりの推進などに取り組んできました。 

しかし、社会の急速な少子高齢化が進む中、がん、糖尿病等の生

活習慣病や精神疾患の増加、救急医療、周産期医療、災害時医療や

在宅医療の強化、医療を支える人材不足等への対応が求められるな

ど、保健医療を取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、平成24年３月に国の「医療提供体制の確保に関する基本方

針」等の改正において、新たに精神疾患と在宅医療の医療連携体制

の構築が追加されました。 

こうした中、総合的な保健医療施策を示した「神奈川県保健医療計画」について、平成20年

３月に策定した第５次計画の期間が満了するため、本県の実情に即した質の高い効率的な保健

医療提供体制を整備するための、平成25年度を初年度とする第６次計画を策定することとしま

した。 

また、平成24年５月に県が医療施策推進の根本理念を定めた「神奈川県医療のグランドデザ

イン」において、今後10年程度先を見据えた本県の課題解決の方向性・取組みを示しました。

その中で向こう５年以内に取り組むものについては、今回の第６次計画に反映し、具体化して

いくこととしました。 

この第６次計画は、平成25年度から29年度までの５年間を計画期間とし、「事業別の医療体

制の整備・充実」では新たに在宅医療を位置づけ、多職種協働の推進や医療と介護の連携など

の施策を、また、「疾病別の医療連携体制の構築」では新たに精神疾患を位置づけ、予防から

治療、回復、社会復帰に至る施策などを盛り込みました。 

さらに、「神奈川県医療のグランドデザイン」に基づき、県民自らが医療情報を管理・活用

する「マイカルテ」の導入を図るＩＣＴ（情報通信技術）を活用した医療情報の共有や、未承

認薬や医療機器の国内への早期導入と国際的な医療人材の育成などの開かれた医療の取組み、

医食農同源の普及等による病気にならない（未病を治す）取組みなど、県として重点的に進め

る施策も盛り込んでいます。 

第６次計画の策定に当たっては、多くの県民の皆様から貴重な御意見を頂きました。皆様の

御協力に深く感謝申し上げますとともに、策定に御尽力いただきました神奈川県保健医療計画

推進会議や神奈川県医療審議会、市町村、各保健医療関係団体の皆様に改めてお礼申し上げま

す。 

今後、この計画を着実に推進し、「いのち輝くマグネット神奈川」の実現に向け、総力を挙

げて取り組んでまいりますので、引き続き県民の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 

平成25年３月 
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