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ご あ い さ つ 

 

住み慣れた地域で，いつまでも生き生きとした安心して自分らしい暮らしを

続けることは，私たち県民の願いであります。そのためには，高度急性期から

在宅医療，介護サービスまで住民ニーズの変化に適切に対応した医療・介護提

供体制の構築が必要です。 

そのような中，昭和 63年 10 月に第１次茨城県保健医療計画を策定して以来，

5 年ごとに計画の見直しを行い，県民の健康づくりをはじめ，各地域の拠点病

院の整備や救急医療等の政策医療の充実に努めてまいりました。 

しかしながら，保健医療を取り巻く環境は大きく変化しており，人口減少や少子高齢化，刻一刻と進

む時代の変化の中，医療提供体制の確保については，産科や小児科等の医師不足をはじめ，医師・診療

科の地域偏在による医療の地域格差など，依然として多くの課題があります。 

このような課題に対応するため，このたび 2018（平成 30）年度から 2023（平成 35）年度までを計画

期間とする第７次茨城県保健医療計画を策定し，「安心して医療を受けるための医療従事者の確保」，「行

政，県民，医療機関等の協働による医療環境の向上」，「予防医学の推進による生涯にわたる健康づくり

の推進」，「少子化・高齢化への対応と誰もが安心して暮らせる環境づくり」の 4 つの重点化の視点を設

定し，基本理念として掲げた「活力があり，県民が日本一幸せな茨城」の実現を目指していくこととし

ました。 

特に，医師の確保については，最優先で取り組む県の重要な課題と位置付け，これまでの常識にとら

われず新たな発想により，あらゆる手段を講じ，県民一丸となって，その対策に取り組むべく，「茨城県

医師不足緊急対策行動宣言」を行ったところです。 

今後は，宣言とともに掲げた政策パッケージを速やかに実行することにより，医師確保対策を着実に

進め，地域偏在や診療科偏在の解消に取り組んでまいります。 

また，がん，脳卒中などの 5 疾病及び救急医療，災害医療などの 5 事業，さらには，在宅医療につい

ては，がん予防の推進やＩＣＴを活用した遠隔医療の積極的な活用などにより，県民の皆様が安心して

医療・介護を受けられる体制づくりを推進してまいります。   

引き続き，市町村や関係団体等と連携を図りながら各種保健医療政策を積極的に推進し，「活力があり，

県民が日本一幸せな茨城」の実現を目指して全力で取り組んでまいりますので，皆様方のご理解とご支

援をお願い申し上げます。 

 

平成 30 年 4 月 

茨城県知事  大井川 和彦     
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