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江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定協議協議協議協議会会会会    第１作業部会第１作業部会第１作業部会第１作業部会     １ 日 時   平成 30 年６月 27 日（水）   午後１時 26 分開会  ２時 41 分閉会  ２ 場 所   健康センター（江東区保健所）４階会議室  ３ 出席者 （１）委  員 （）は欠席   〔部会長〕 唐渡 敦也 （がん研有明病院緩和ケアセンター医療連携部 部長） 北村 明彦 （東京都健康長寿医療センター社会参加と地域保健 研究チーム 研究部長） （南塚 俊雄 （江東区医師会 理事）） 岡村 勝文 （江東区歯科医師会 副会長） 松田 祐一 （江東区薬剤師会 副会長） 堀 貴美子 （江東区健康スポーツ公社 事務局次長） 吉田 正子 （公募区民委員）   （２）事務局出席者 健康部 健康推進課長                       綾部 吉行               健康部 歯科保健・医療連携担当課長                小松崎 理香 健康部 深川保健相談所長                     石橋 徹也 地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係長           菅原 広盛 福祉部 長寿応援課 長寿応援係長                 河谷 晋介 福祉部 地域ケア推進課 地域ケア係長               川端 弘一 生活支援部 医療保険課 医療保健係長               吉田 哲也 健康部 健康推進課 健康づくり係長                畑中 裕子 健康部 健康推進課 公害保健係長                 栗原 尚士 健康部 健康推進課 がん対策・地域医療連携係長          田中 義豪 健康部 健康推進課 歯科衛生担当係長               中塩屋 佳津子 健康部 健康推進課 保健指導担当係長               佐藤 洋子 健康部 健康推進課 保健指導担当係長               瀧川 久輝 健康部 健康推進課 計画策定担当係長               大久保 玲二 健康部 保健予防課 医療担当係長                 垣本 烈 健康部 保健予防課 保健指導担当係長               小川 美紀 健康部 成人担当保健相談所（深川保健相談所）保健指導担当係長   染谷 朋子 
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健康部 母子担当保健相談所（深川南部保健相談所）保健指導担当係長 斎藤 久美子 江東区健康スポーツ公社 管理係長                 外山 誠治  ４ 議題等 （議事） １．開会および挨拶 ２．案件   （１）計画策定の概要及び施策体系について（資料１） （２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について       ・「生活習慣の改善」分野（資料２）       ・「生活習慣病の予防」分野（資料３）       ・「がん対策の推進」分野（資料４） （３）その他 ３．閉会 ５ 会議内容    別紙の通り  ６ 提出資料等   ・資料１ 江東区健康増進計画（第二次）・江東区がん対策推進計画（第二次）・江東区食育推進計画（第三次）の策定について   ・資料２ 江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画 各施策の「目標案」及び「現状と課題」【生活習慣の改善】   ・資料３ 江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画 各施策の「目標案」及び「現状と課題」【生活習慣病の予防】   ・資料４ 江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画 各施策の「目標案」及び「現状と課題」【がん対策の推進】      （資料以外の席上配布物）   ・次第    ・作業部会委員名簿    ・席次表       ・江東区民健康意識調査報告書（概要版） ・第１作業部会 日程調整シート ・第１回作業部会 意見シート①～③     
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江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定協議会江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定協議会江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定協議会江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定協議会    第１作業部会会議内容第１作業部会会議内容第１作業部会会議内容第１作業部会会議内容        １．開会および挨拶１．開会および挨拶１．開会および挨拶１．開会および挨拶  歯科保健・医療連携担当課長：  それでは、定刻前ですが、本日は議事が盛りだくさんでございます。委員の皆様がおそろいですので、始めさせていただきます。 本日は、お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうございます。ただいまより江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定協議会第１作業部会を開催させていただきます。私は、歯科保健・医療連携担当課長、小松崎でございます。議事に入りますまでの会の進行をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  歯科保健・医療連携担当課長：  まず、資料の確認をさせていただきます。次第、本日の委員名簿、席次表に続きまして、資料の１から４までお手元に資料として配付させていただいております。最後の２枚が日程調整シート、意見シートの見本をおつけしてございます。これはのちほどご説明をさせていただきます。また、江東区区民健康意識調査報告書の概要版もあわせて机上に配付させていただいております。不足等がございましたら、いつでも事務局にお声がけください。  歯科保健・医療連携担当課長：  次に、本日初めての会でございますので、お手元の委員名簿に沿いまして、委員のご紹介をさせていただきます。                    （委員紹介） 本日、事務局として関係職員が多数出席しております。 どうぞよろしくお願いいたします。それでは、これからの進行は部会長にお願いいたします。部会長、どうぞよろしくお願いいたします。     ２．案件２．案件２．案件２．案件    （１）計画策定の概要及び施策体系について（資料１）（１）計画策定の概要及び施策体系について（資料１）（１）計画策定の概要及び施策体系について（資料１）（１）計画策定の概要及び施策体系について（資料１）     部会長：     どうぞよろしくお願いいたします。         最初ですので、３回に分けて部会を行うことにしております。また、次第で、案件の資料が４つありますが、１番目の計画の作成、概要及び施策体系に
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ついて、に関して事務からお話しをしていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。 歯科保健・医療連携担当課長：  それでは、資料の１をごらんください。江東区健康増進計画、がん対策推進計画、第二次食育推進計画が今年度計画の最終年ということでございまして、この３つの計画を改定いたします。 現行計画は３つの計画をそれぞれに分けて策定をしておりましたが、今回はがんの計画、食育計画の２つの計画を内包した新たな健康増進計画を策定してまいります。計画期間は平成３１年度から３５年の５年間といたします。 ２枚目の裏面をごらんください。次期計画の構成としまして、生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防重症化予防、がん対策、食育、こころの健康、社会環境整備の６つの分野に再編いたします。作業部会では、生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防重症化予防、がん対策について検討をお願いいたします。 施策の項目等も含めまして、本日は忌憚のないご意見をいただければと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 部会長：     ありがとうございます。大きいくくりという形で、一番のポイントは今までの３つの計画を、健康増進、がん対策、食育の３つ、国からの計画がそれぞればらばらに入ってきましたが地域で一本化にしようということで、がん対策と食育を健康増進の中に入れるという形になるということです。また資料の２枚目で、この部会を３つに分け私たちがさせていただくことは、生活習慣病の改善、発症予防と重症化予防とがん対策、生活習慣病に関する部分とがんを捉えながら、生活習慣病の発症予防ということで第１作業部会において扱ってほしいという形になります。 また、策定のスケジュールで、６月、７月、８月、と３回ありますが、この３回でうまくまとめられると良いという形ですので、本日は大きく捉えていただければ一番ありがたいと思います。細かい作業と細かい意見交換に関しては７月、８月でも良いと思いますので、本日は大きなところを把握していただけたら良いと思います。 最後の箇所の６本柱ですが、生活習慣の改善と生活習慣病の予防、こころの健康、がん対策の推進、食育の推進、社会環境の整備になります。この６本柱のうち私たちの部署は生活習慣の改善、生活習慣病の予防、がん対策の推進の３つに関して話し合いをしていただくことになります。 また、添付資料の後ろには、それぞれの柱に関して細かく計画を示して
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おりますので、のちほど事務方から教えていただきます。とりあえず先に、各柱の内容に移ってもよろしいでしょうか。 各委員：     はい。 部会長：     またのちほど、さかのぼってご意見を賜ります。それでは事務方、資料２の説明をよろしいですか。  （２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について    □□□□「生活習慣の改善」分野「生活習慣の改善」分野「生活習慣の改善」分野「生活習慣の改善」分野     江東区健康スポーツ公社管理係長： それでは、分野、生活習慣の改善、施策、身体活動・運動について、健康スポーツ公社管理係、外山が進めさせていただきます。          着座にて失礼いたします。 まず、政策の目標案としましては、身体活動量の増加と運動習慣の定着ということを上げさせていただきました。 施策の現状と課題につきましてご説明いたします。身体活動とは、安静にしている状態により多くのエネルギーを消費する全ての動きを指しますが、身体活動を客観的にあらわす指標としては歩数が上げられます。歩数の増加は、循環器疾患やがんなどを予防し、健康寿命を延伸することにつながり、社会生活機能を維持、増進する上で直接的かつ効果的な方策となっています。江東区では、保健所でウオーキングを習慣づけるために、昨年度、ウオーキングマップを作成し、公共施設等で配布しております。また、健康センターでは毎年ウオーキング１２週間講座を開催し、受講者が自主グループを作成する流れをつくっております。 健康日本２１（第２次）において、平成３４年度の目標として、２０歳から６４歳の１日平均歩数を男性９，０００歩、女性８，５００歩と設定していますが、江東区の一般区民の１日平均歩数で５，０００歩以上の人が約３割となっており、厚生労働省の目標値とは大幅な開きがありますので、今後もウオーキングを習慣づける事業展開が必要だと思われます。 また、運動とは、目的や意図を持って余暇時間に取り組むものであり、個々に抱える多様かつ個別の健康問題を効率的に改善できるとされております。江東区では、健康のため、定期的に運動、スポーツをしている区民は４４．２％で、健康日本２１（第２次）の目標である２０歳から６４歳の男性が３６％、女性３３％を上回っているものの、半分以上の区民は運動習慣がないとの結果が出ております。 健康スポーツ公社では、地域ケア推進課からの受託事業として、日ごろ
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運動習慣のない１５歳以上の方々を対象とした初めての体操教室を２８年度から実施しておりますが、今年度から受講後も自主的に運動を取り組めるように支援をすることになっております。このように、ご高齢の方々にも運動の機会を提供するとともに、若者や社会人にも気軽に運動に参加できる場を今後さらにつくる必要があると思われます。          説明は以上となります。 部会長：     ありがとうございます。          それでは、もう一つの、たばこ、飲酒の説明をよろしいでしょうか。 健康推進課保健指導担当係長：  では、次ページになりまして、たばこ、飲酒のところです。健康推進課の保健指導担当、佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 では、施策の目標案としましては、喫煙率の減少と受動喫煙防止対策の推進、アルコール対策の推進の２点を上げております。 施策の現状と課題についてです。喫煙・受動喫煙は、がん、循環器疾患、虚血性心疾患など多くの疾患の危険因子であることは明らかになっております。区民健康意識調査からは、年々喫煙率は減少しており男性２３．３％になっております。この資料の０．７となっておりますところは７．７％でございます。男性喫煙者の中でも禁煙を考えたことがあるという人は３１．６％となっておりまして、そのうち努力をしたことがある人は２９％となっております。その中で女性は４０．５％が努力をしたとの回答も出ております。 保健相談所で行っている乳児健診アンケートなどでは、妊娠中の喫煙について聞いております。この中で、妊娠中の喫煙ありとお答えいただいているのが全体で１．８％となっておりました。傾向としましては、第１子の妊婦さんが第２子以上の妊婦さんと比べると少し高い傾向が見られております。 中高生の調査からは、成人になってからの意向を聞いておりますが、９割近くは喫煙しないという回答を得ております。 喫煙の理解としましては、肺がんとの関係は９割以上の方々が認知している一方で、妊婦や胎児への影響、ほかの呼吸器疾患や循環器の疾患等とは認知が十分とは言えない状況にあるという回答も得ております。 また、受動喫煙の関連のことに関しましては、公共の場での分煙意向は完全に分煙が４５．２％と高くなっておりまして、時間帯や場所の分煙が４１．５％となっております。 喫煙及び受動喫煙につきましては、区民の喫煙率や受動喫煙を低減する対策について、成人の禁煙、未成年の喫煙防止、妊娠中の喫煙、受動喫煙
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の防止に向けて、健康に影響を及ぼす影響等についての普及啓発への取り組みと、受動喫煙防止対策の取り組みが必要と考えております。 続いて、飲酒です。適正量を超えた飲酒は、生活習慣病のリスクを高め、妊婦や未成年の飲酒などは心身ともに健康障害を引き起こしてしまいます。区民健康意識調査の中では、生活習慣病のリスクを高める量として、この場合、１回の摂取量２合以上の割合を参考として見ておりますが、その割合が男性では４７．７％、女性では２３．５％となっておりました。こちらも乳児健診のアンケートの中で、妊娠中に飲酒をした人の割合を聞いておりますが、こちらは３．８％という状況になっております。 妊婦や授乳中の女性の飲酒は、本人の健康への影響だけではなく、胎児、乳児の発達や健康に悪影響を与えます。また、未成年の飲酒も成長過程にある体に悪影響を与え、健全な発達を阻害します。過度な飲酒は、生活習慣病を引き起こし、こころの健康との関連も指摘されております。区では、アルコールと健康に関するリーフレットの作成、配布、相談事業等を行っております。引き続き、飲酒が及ぼす健康への影響、未成年や妊産婦の飲酒の防止などについて、普及啓発に取り組む必要があります。          説明は以上です。 部会長：     ありがとうございます。 私も妊娠中の喫煙が１．８％、飲酒が３．８％と初めて具体的に聞きましたが、ほかの地域のデータより高い低いあるいは、あまりデータはない、データ自身がないなどいかがでしょうか。低いのでしょうか。 健康推進課保健指導担当係長：  そうですね。 部会長：     驚きました。ありがとうございました。          ３番目の歯と口の健康に関してよろしくお願いいたします。 健康推進課歯科衛生担当係長： 健康推進課歯科衛生担当の中塩屋が説明させていただきます。 施策は、歯と口の健康、施策の目標案は、生涯を通じた歯と口の健康づくりの支援とさせていただいております。 歯と口の健康は、食事や会話、コミュニケーションなど、日常生活に密着しています。８０歳で２０本残そうという８０２０運動は有名ですが、５０歳になってから目指すようでは目標を達成できません。歯を失う原因は主に虫歯と歯周病で、生活習慣病と言われている疾病です。虫歯は全年齢において減少しておりますが、歯周病は学齢期、成人期とも年々増加しているのが現状です。若い世代から歯科健診、口腔ケアを受ける予防に取り組むことが重要です。歯の喪失について見れば、６０歳で２４歯以上有
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する者の割合は年々増加しており、８０歳で２０本有する割合も国の調査では５０％を超えております。歯と口の満足度も改善傾向にありますが、今後の超高齢化社会を迎え、満足度を向上させるためには、お口の機能、いわゆる食べる、飲み込むなど機能の面のアプローチも重要と考えております。 しかし、かかりつけ歯科医を持つ者の割合は、３歳児で５４．８％から、高齢期７０歳で７９．７％と増加しますが、学齢期、成人期のライフステージにおいては低下しております。資料の表の４になっております。虫歯、歯周病、口腔機能向上に向けて、生涯にわたりかかりつけ歯科医の定着を一層進め、区民一人一人が健康的な生活習慣の必要性を理解し、日常的にみずからが口腔ケアに取り組む支援が必要と考えております。 説明は以上です。 部会長：     ありがとうございます。乳幼児で約６０％、高齢者が約８０％、それぞれかかりつけの歯科医がいることを初めて知りましたが、これは全国的に普通の値ですか。 委員：      私も詳しくありませんが、このデータからそのような感覚を持っております。 部会長：     逆に言うと、働き盛りの方々が来てくれないというのが一番問題です。 委員：      そうですね。学齢期の人は生活習慣病との絡みがあります。一番がんばる年齢ですから受験生は予約を入れても行く時間が無い。夜食も一番カリエスが増えやすくなります。せっかく３歳、低学年で一生懸命口腔ケアをしても、受験が来るとまた虫歯ができてしまうことが多く見られます。 部会長：     ありがとうございます。          次に最後の女性の健康に関してお願いいたします。 健康推進課保健指導担当係長： 健康推進課の佐藤です。よろしくお願いします。          女性の健康づくりの問題です。施策の目標案としましては、ライフステージに応じた女性の健康づくりの支援を掲げております。          施策の現状と課題についてです。女性の健康は、ホルモンバランスの影響を受けて、思春期、妊娠・出産期、更年期、老年期と年代に応じて変化をしております。６５歳健康寿命でも女性が長いこと、また、健診や健康づくりにおいても女性特有の健康問題があると認識しております。女性が生涯を通じて健康についての意識を高め、主体性を持って健康づくりに取り組めることが重要であることなどから、この対策が必要と考えております。          妊産婦、妊婦、産婦の状況を見てみますと、江東区の出生率が９．３となっておりまして、これは全国や東京都と比べると高率になっております。
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母の出産年齢を見ると、３５歳以上が全体の３８．５％を占めまして、３０歳以上の出産は全体の８割を占めるような状況になっています。これらの状況から、妊娠出産、育児期の女性のこころと体の継続した支援体制が必要となっております。          区民健康意識調査の結果からは、女性のＢＭＩを見てみました。痩せの状況では、女性全体では１３．５％、２０歳代で１３．２％、３０歳代で２５．６％が痩せ、ＢＭＩが１８．５未満という状況でした。肥満の傾向については、５０歳代で１４．７％、６０代で２０％と、年代とともに増加の傾向があります。また、この分野では、実際のＢＭＩと体型の認知も見ておりますが、６割の女性はご自分の体型と実際のＢＭＩが一致しています。例えばＢＭＩが普通でも太りぎみと思っている人、ＢＭＩが痩せでもちょうど良いと認識している人、など認識が約４割の女性に見られる状況になっております。          これを中高生に当てはめて同じところを見てみますと、中高生の調査では標準は５５％と、約半数は標準になっておりますが、痩せぎみ、痩せ過ぎが２８％になっております。同じように、肥満度と体型の認知を見ますと、５６％、約半数は一致していますが、例えば実際の肥満度が標準でも太りぎみと認識している場合、実際は痩せぎみでもちょうど良いと思う認識を持つ女性が３９％おります。そのあたりに乖離が見られます。          年齢とともに生活習慣病と結びつく変化、若い世代の痩せ意向などについては、女性の体の理解や正しい知識の普及啓発が必要な状況です。          あと１点、その調査から健康診断の視点で見ております。健康診断につきましては、定期的な健診を毎年受けている人は６７．８％、一方で、受診しない理由は、面倒だから、時間がないが圧倒的に多い状況となっております。定期的ながん検診の受診につきましても、５８％の人がアンケート上では受けていると回答を得ておりますが、江東区の健診事業の公表の受診率から見ますと、例えば乳がんの検診は２８．４％、子宮頸がんは２４．９％という受診率になっております。健診の受診やその生かし方、がん検診の早期発見、早期治療の重要性や受診率の向上の取り組みも必要な課題であると思っております。          女性の健康づくりは、各ライフステージに沿ってその時期にあう女性の健康について学ぶ機会の提供、相談の支援、また女性のがん対策についても早期発見、早期治療に向けた啓発の取り組みが重要と考えております。          以上です。 部会長：     ありがとうございます。          江東区は、出産と育児、がん検診、高齢者の件など盛りだくさんになり、
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一番難しい部分であると思います。江東区のこの緑色の意識調査を継続的にしていただいているので、比較しデータを改善することが今後の目標、計画の主だと思います。資料２の説明をいただきましたが、何かご意見がありますか。かなり詰め込んだ形で大変だとは思います。          ただ、意識調査で数字としての変化がどのようであっても、改善すべきことの目安があるので、それに対して改善できるような作戦を立てられると良いと思います。          習慣病の予防もありますので、次に進ませていただきます。 資料３、生活習慣病の予防に関しての説明をお願いいたします。  （２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について    □□□□「生活習慣病の予防」分野「生活習慣病の予防」分野「生活習慣病の予防」分野「生活習慣病の予防」分野        健康推進課計画策定担当係長：  それでは、生活習慣病予防の主な施策、生活習慣病の発症予防と重症化予防につきまして、健康推進課計画策定担当の大久保がご説明いたします。          まず、着座のままで説明させていただきます。          施策の目標案ですが、生活習慣病の発症予防と重症化予防対策の推進をさせていただいております。          施策の現状と課題になります。生活習慣病は、食生活や運動習慣、喫煙、飲酒等の生活習慣が大きく関係する疾患となっております。本区での死因の第１位は悪性新生物（がん）、２位は心疾患、３位は脳血管疾患であり、生活習慣病が上位を占めております。また、本区の医療費を見てみますと、生活習慣病にかかわる疾病が大きな割合を有しており、糖尿病、高血圧症、脂質異常症が上位を占めております。          糖尿病については、診断を受けている人の割合は年齢とともにふえており７０歳から７４歳では、有病率が約５割に達しております。糖尿病や循環器疾患等の生活習慣病を予防するためには、定期的な健診の受診により自分の健康状態を把握し、減塩や適切な野菜、果物をとること、運動習慣を定着させるなどといった適切な生活習慣を実践することが重要となります。          区民健康意識調査によりますと、健診を受診していない人が全体の１４．７％で、区民の６人に１人の割合となっております。健康状態の把握と自発的な取り組みを促すため、若年者、４０歳未満には、３０代のための生活習慣病健診や生活習慣病に関する講演会等を行っております。生活習慣病を予防するためには、各世代に応じた啓発を行うことが重要となります。          生活習慣病は、自覚症状がないまま進行することが多いため、そのまま放
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置する、治療を中断すると後々重症化して、生活の質の低下にもつながります。そのため、医療機関への受診及び治療の継続を促し、重症化を予防することが必要となります。          対策についての説明は以上となります。 部会長：     ありがとうございます。裏にグラフがあり、半分近くの方が糖尿病であると言われています。このグラフは江東区のデータでよろしいでしょうか。 健康推進課計画策定担当係長： はい。 部会長：     がんが２人に１人になると大変です。がん対策を推進するように言われ糖尿病に関してはこれだけの率がありますが、あまり周知されていません。具体的に生活習慣病イコール既に糖尿病と考えても良いぐらいです。がんは怖いけど、糖尿病が置き去りになっている感じがあります。僕もこんなに率が上がるとは知りませんでしたので、ありがとうございます。          次に、ＣＯＰＤをお願いします。 健康推進課公害保健係長： 公害保健係長、栗原と申します。私からは、ＣＯＰＤの予防という施策で、施策の目標案でございます。ＣＯＰＤ、括弧書きで慢性閉塞性肺疾患ということの認知度向上と患者への知識普及という目標案でございます。          施策の課題などでございますけれども、我が国日本では、今、部会長がおっしゃいましたが、がんの有病率が５０％であり、循環器疾病や何かの対策に加え、患者数が増加傾向にあり、重大な合併症を引き起こすおそれのある、今も出ましたが糖尿病、死亡原因として急速に増加しているＣＯＰＤがどんどん伸びているという現状でございます。          国民の健康寿命の延伸を図る上で重要な課題でございます。現在、日本人の４０歳以上の８．６％、約５３０万人がＣＯＰＤ患者であるという推定も厚労省の研究で出ているところでございます。２６年の厚労省の患者調査において、病院でＣＯＰＤと診断された患者数は約２６万人、諸説ありまして２２万人という説もございますが、約２６万人がＣＯＰＤであると診断されおり、大多数は未診断、未治療という状況ということがございます。平成２７年にＣＯＰＤは、日本人の死亡原因の第１０位になっております。男性においては既に８位という数字でございまして、これは厚労省の人口動態統計からですが、世界においてはＣＯＰＤの死亡原因で、古いものですと１９９０年、２８年ほど前ですが、全世界では第６位という数字でございます。２０２０年までには第３位になるのではという推計がＷＨＯから出されております。          ＣＯＰＤは、ご存じのとおり、９割以上がたばこを吸っているというたば
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こ病ということで、喫煙が主因と言われております。多くがＣＯＰＤ自体はたばこ病であるという理解を示しておらず、たばこ、大気汚染の物質にさらされなければＣＯＰＤになることはないと言われておりますので、受動喫煙もぜんそくとＣＯＰＤの発症や悪化に関係すると言われております。          そのためには、認知度向上のために、今現在でも禁煙外来のチラシ、いろいろなチラシの発行をさせていただいておりますが、引き続き普及啓発に取り組むとともに、健康増進法と、及び東京都の受動喫煙防止条例、これらの動向を注視しながら、より効果的な施策を推進することが求められているということでございます。          次ページのグラフでございます。これは全国のデータでございまして、認知されているのが２５．５％という数字です。国が、厚労省が健康日本２１で認知度を８０％以上にしたいということを述べていますが、かなり乖離をしていますので８０％にするためには相当努力する必要があると思われます。          以上でございます。 部会長：     ありがとうございます。健康に長生きするために肺炎と誤嚥性肺炎とＣＯＰＤ、この３つは絶対に避けないと健康に長生きできないということが大切だと思います。認知が８０％を目標にしながらも４分の１くらいでは、結構厳しい状況だと思います。          たばこを吸うと、将来的に絶対につけが回るということを喫煙者が認知していないので、啓発できると一番良いと思います。ありがとうございます。          それでは最後です。ロコモ、フレイルに関してお願いいたします。 地域ケア推進課地域ケア係長：  地域ケア推進課地域ケア係の川端でございます。よろしくお願いいたします。          私からは、フレイル、ロコモシンドロームの予防についてご説明をさせていただきます。施策は、今申し上げましたフレイル・ロコモシンドロームの予防でございます。          目標案でございますが、この施策に取り組むに当たりましては、運動だけではなく口腔、栄養、多岐な内容が複合的に絡み合ってくるということになります。上述の関係課が実施する大変幅広い事業から一つの目標を設定する必要がございましたので、介護予防の最終目標となりまして共通認識しやすいということで、要介護者となる高齢者を減らすという目標案とさせていただきました。          次に、施策の現状と課題でございます。施策の現状については、大きく４段構成にさせていただき、最初の１段、フレイルとロコモシンドロームの
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説明をさせていただいております。フレイルは、健康を崩しやすく介護が必要になる前段階の状態というところで、こちらについて運動面や精神面のケアをすることで生活機能の維持向上が可能である状態ということを定義いたしました。          ロコモシンドローム、ロコモにつきましては移動にかかわる運動器にさまざまな原因で障害が起こり歩行や筋力、バランスなどが低下して日常生活に影響を及ぼすという状況です。ロコモはフレイルを招く注意すべき状態というところですが、適切なケアすることによってよい状態が維持できるということを定義づけました。          特にフレイルにつきましては、まだ学術的にもこれといった定義がなされていないということです。今回の定義に関しましては、国立健康長寿医療研修センターが作成しております健康長寿テキストの資料をベースに関係課で調整をいたしまして、このような内容とさせていただいております。          次に、区の状況について触れさせていただいております。高齢化の部分と要介護の認定の部分について触れております。中身については、資料に添付のとおりでございます。こちらにつきましては、既に平成３０年３月に江東区高齢者地域包括ケア計画という高齢者向けの計画が既に動いておりまして、そちらで明らかになっている数値をそのまま使わせていただいております。ごらんいただきましたとおり、高齢化率はほぼ横ばいで推移していますが、６５歳以上の人口は増加というところで、６割ぐらいがひとり暮らし、もしくは高齢者夫婦のみの世帯という形になっております。今後、外部の支援が必要な世帯というのはふえてくるだろうということになっております。要支援・要介護の認定者数も年々増加しておりまして、平成２９年度には１万９，０００人、１号被保険者の要介護認定率は１７％ということで、ここ５年間、１．５％の増という状況になっております。          また、厚生労働省の調査によりますと、要介護状態になる原因というのは脳疾患、認知症、高齢による衰弱、骨折転倒で６０％でございますので、特にフレイル・ロコモシンドロームを予防することによって、骨折転倒、あるいは衰弱という部分に対応することを考えたところでございます。          冒頭でも申し上げましたが、フレイル・ロコモをやる上では外出をすることで筋力、心肺機能の維持とあわせまして、社会参加、家族以外の人との交流を持つといった多方面からのアプローチが必要であるということが求められているところでございます。          本来であれば、ここで施策の現状を述べるところですが、多様な施策が展開されておりますので、最後の２行でさまざまな施策を展開というところで、ここのスペースについては割愛をさせていただいております。 
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         説明としては以上でございます。 部会長：     ありがとうございます。目標案として、要介護となる高齢者を減らすという形で、資料の９ページで認定率が１５から１７％上がってきていますので、この認定率というのは、要支援と要介護を含めたパーセンテージの値でしょうか。 地域ケア推進課地域ケア係長： はい、そうです。 部会長：     その目標案で要介護となる高齢者を減らすというのは、要支援を除いて、要支援と要介護は別々の感じで要介護のみを上げるということですか。 地域ケア推進課地域ケア係長： はい。 部会長：     どちらもデータは出ると思いますが、いかがでしょうか。 地域ケア推進課地域ケア係長：  はい、そうです。 部会長：     ありがとうございました。          現場で一番もめるというか、うちの医療機関もそうですが、ロコモとフレイルがとても混雑してしまい、一般のかたに話をするときにどのようにしたら良いかが一番問題になっています。のちに出てきます、緩和ケアと包括ケアもかなり混乱していまして、がん研の中で話していると包括ケアを知らないまま緩和ケアのみを話していますが、僕からすると、包括ケアの中に緩和ケアがあって、しっかり包括ケアの話をすれば緩和ケアはほっといても良いのではないかと思っています。ただ、専門家からすると、緩和ケアは除けません。多分このロコモというのは整形外科の先生がロコモの言葉を入れないと怒り出すかもしれません。フレイルは認知症、老年医療に携わっている先生からするとフレイルありきかもしれません。絶対に一般のかたとお話しをしたときにもめてきますので、先生、フレイルとロコモに関して何かコメントをいただき、コツか何かがあれば教えていただきたいと思います。 委員：      そうですね、やはり違う概念であることは間違いがありませんので、そこの正確な意味合いを一般のかたにも理解していただくというのが大事だと思います。委員がおっしゃっていましたように、ロコモの場合はあくまでも運動器、筋肉や骨、関節に限定しての異常によって体が動かしにくくなる場合、そのような症候群というように理解していただいて良いと思います。非常に簡単に言ってしまうとフレイルの場合は体、生活機能とか全体の機能が落ちてくるという意味です。筋肉が落ちるというところも原因ではありますが、それだけではなく、ただいま会長がおっしゃられました認
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知機能が落ちる、あるいはそのために心理的な機能も下がってくるなどです。やはりそのような老化に伴って、全ての身体機能、社会機能、精神機能が下がってくる状態がフレイルということですので、そこの区別をまずしっかりと示してゆくというのが大事であると思います。 部会長：     そうすると、やはり一般のかたと話をするときに、フレイルもロコモもわかりやすくするような内容でつかんでいただく。片方だけの表示ではなく、両方とも併記の形である程度その部分を説明できるような形ですね。 委員：      はい、全くそのとおりだと思います。フレイルの中の身体機能、筋肉が減少してきて、体が弱ってくるというのと、ロコモで膝が痛い、腰が痛い、膝が痛い状態になって、歩けなくなって弱ってくるというのは、オーバーラップする面もありますが、しない面もあるので、そのような具体的な症状などを示しながら、違いをわかっていただくことが良いと思います。 委員：      今の件に関してよろしいですか。          私はマンションで副理事長、管理組合をしております。自分も高齢者ですが、高齢者のかたとお話しをする機会があり、生活不活発という感覚でフレイルを捉えています。社協でボランティアコーディネーターしておりますが、その中に８０でも９０でも元気にボランティアをしていらっしゃるかたがたくさんいらっしゃいます。その中でいつも思うことは、ちょっと鬱っぽくなったようなかたを見ると、やはり生活に対する不活発です。それをどこかの先生が社会的フレイルという言葉で名づけていらっしゃいました。委員がおっしゃったようなフレイルとロコモの境界というのは非常に重複しておりますが、庶民としてはまず心理的、社会的な認識力が落ちてゆき、そのあたりの社会的フレイルから始まるような気がしております。以上です。 部会長：     ありがとうございます。やはりこの中ではフレイルの入り口が、その社会的な孤立化、生活に対する意欲が下がることで、そこから始まる。また、報告にありましたが、高齢者のみの世帯やひとり暮らしの高齢者の世帯はどんどんとふえていますので、これに関して社会的孤立などに落ち込まないような防波堤、予防線をどのように張ってゆくのかが多分これからの計画になります。ありがとうございます。          補足資料の３に関しまして何かございますか。 委員：      資料３について、一つ注意しておくべきことは、先ほど少し話題に出ました糖尿病のこの有病率です。有病率とは、分母がどのような分母で、分子がどのようなものであるかということの定義を確認しておきたいと思います。一般的に言いまして、日本人は糖尿病が確かにふえてきました。やはり７０代で５０％を超えているというのは、少し一般の診療の感覚からす
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れば多過ぎるような気がしますし、同様に高血圧も、もう一つの日本人特有の生活習慣病ですが、同じような計算をすると多分高血圧は既に８割ぐらいに到達している可能性もあります。ですから、ここのところはご確認いただいて、本当に糖尿病をターゲットにすべきなのかどうかということを検討していただくことが良いと思います。          あと１点は、先ほどの健康診断のところで気になりました。区民意識調査による結果ですが健診を受診していない人は全体の１４．７％です。１ページ目の課題に書いてございますが、ただ、行政はよくご存じだと思いますが、本当に客観的な特定健診の受診率などを見ますと、やはり国保の場合、今、江東区がどのぐらいになっているのかわかりませんが、３０％、４０％くらいで、多分５０％になっていないぐらいだと思います。          やはり意識調査で回答されるかたというのは、健康意識が非常に高いので、健診を受診している人も非常に多いと思うのでこのような数字が出るので、やはり地域全体の指標としては、そちらの客観的な指標を用いたがベターではないかなと思います。以上です。 部会長：     ありがとうございます。定義と最初の設定が一番大きいので、経時的に追いかけることもありますが、その辺を確認しながらになりますね。          ほかにございますか。 委員：      よろしいですか。今、先生がおっしゃったようなことにつながりますが、糖尿病の件です。これもＡ１ｃという数値がございます。たまたま私は去年１１月の測定で１１．２になっておりました。内科の先生に即２年で死ぬと言われました。それで乳がんにかかり、次に糖尿病かと思いましたが、この４カ月で食事療法だけで６．１まで下げました。友達に言わせると、どこが痩せたのかと言われておりますが、おなかだったと思っております。          結局、糖尿病でこの数字を見ると、Ａ１ｃが上がったという段階で、私のように糖尿病になるかもしれない、また２年で死ぬと言われる方は、がんですので、死ぬということは２年どころではない、いつかわからずに死んでしまうと思っておりますが、糖尿病の怖さ、三大病の合併症の啓発、これらをもう少し、がんも怖いですが、糖尿病で生き長らえる怖さを知っているのかと言いたいです。その辺をもっともっと啓発していただければと思います。５割ぐらいが糖尿病であると言う前に、啓発運動をしていただかないとわからないというレベルのかたは、たくさんいます。Ａ１ｃって何、とよく聞かれました。以上です。 部会長：     そうですね、よく高齢者という言い方が悪いですが、ＨｂＡ１ｃ、ヘモグロビンエーワンシーと、ＰＳＡの前立腺の値は患者さんががんを知ってくると絶対話題になることです。おっしゃるように、確かに糖尿病の怖さと
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いうのはがんと比べてあまり話をされていないというのも事実です。また、呼吸器関係の誤嚥のこと、それに関してもかなりトラブルになっているということに関しての話題がないので、僕からすると、がんだけがクローズアップされていますが、糖尿病、肺炎、嚥下、誤嚥のことに関してももう少し一般的な啓発が行政として可能であれば良いと思います。ただ、あまりにも広過ぎるとＰＲしにくい部分もあり、その辺は作戦を立てる必要があると思いますが、行政と相談して判断となりますので、お願いいたします。          それでは、よろしいでしょうか。          ４のがんについてお願いいたします。  （２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について    □□□□「がん対策の推進」分野「がん対策の推進」分野「がん対策の推進」分野「がん対策の推進」分野     健康推進課がん対策・地域医療連携係長：  健康推進課がん対策・地域医療連携係長の田中です。          右上に資料４とある資料をごらんください。分野、がん対策の推進で、施策はがんの予防のところです。          施策の目標案は、がんのリスクを下げるための生活習慣の定着とさせていただきました。          下の施策の現状と課題をごらんください。がんは昭和５６年より日本人の死因の第１位となりまして、東京都では昭和５２年から死因の１位となっております。江東区でも平成２７年には１，２００人以上ががんで亡くなり、同じく死因の１位となっています。もう少し細かく言いますと、２７年の死亡者数だと、全体の３，８５２人の中１，２５０人ということで、おおよそ３人に１人ががんで亡くなっているということになります。また、がんの死亡率をほかの自治体等々と比較する場合、７５歳未満年齢調整死亡率という指標がありますが、高齢化の影響を除く、７５歳以上の死亡を除くことで、壮年期の死亡を高い精度で比較するための指標は、江東区では平成２８年の全がんで、男性で２３区中４位、女性で８位と高い状態にあります。          次ページの後ろの資料に、２８年度のものですがほかの自治体等の数値が載っておりますのでごらんいただきたいと思います。また、その次のページにも２４年から２８年までのその推移のグラフがありますので、のちほど見ていただければと思います。          がんの要因といたしましては、生活習慣のほかに感染症ですとか遺伝等さ
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まざまな要因というものが考えられるところですが、がんのリスクの要因である食生活や身体活動、喫煙、受動喫煙、飲酒、適正体重の維持等正しい知識を知り、健康的な生活を送ることでがんの発症リスクを減らすことができます。          江東区では、成人期に至る前にこのような正しい生活習慣を確立するために、教育委員会と連携し小・中学生や保護者の皆様への講演会、がんの指導するための教材を共同で作成する、あと高校生向けに、がん研有明病院でサマーセミナーということで、毎年１回やらせていただきながら、がんの教育に取り組んでまいりました。また、保健相談所、毎年開催するこどもまつり、食と健康展、さまざまなイベントの中でも広く普及啓発を続けているところでございます。          一方、区民健康意識調査では、健康に対する関心度というものが成人で８割以上ということで出ていますが、一方で、自分の生活習慣がいいと思っている区民は４割強と、関心が８割だが実際、自分の生活習慣がいいという４割で、少し乖離が出ているところですが、関心があっても生活習慣を改善することにつなげられていないという状況がわかっています。また、同じく運動習慣の有無についても現在していないと回答している区民が５割以上で、喫煙の有無についても喫煙している区民が１割半ばいるということで、一定の区民については生活習慣の改善が必要だということがうかがえます。          このために、区民の自発的な運動量の増加、食生活の改善を初めとした生活習慣全体の改善を促すとともに、生活習慣病予防、がん予防のために効果的な普及啓発を進める必要を上げております。また、先ほどもたばこの件にもあり新聞、ニュース等で取り上げられておりますが、現在、屋内禁煙を原則とする健康増進法の改正、東京都の受動喫煙防止条例等が議論されているところです。このようなことを背景とし、引き続き普及啓発に取り組んでまいりたいと思います。          がん予防の資料の説明は以上とさせていただきます。 部会長：     ありがとうございます。がんの調整死亡率に関しまして、東京の東側が高いという現実が昔からあり、明確に地域性の死亡率を下げなくてはならないのは事実です。がん対策の件もありますので、７５歳未満の値を減らすにはどうしたら良いか、トータルで厳しいとは思いますが勉強したいと思います。          これに関しては委員、何かございますか。よろしいでしょうか。 委員：      はい。 部会長：     ありがとうございます。 
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         それでは次の感染症に関する件を、お願いいたします。 健康推進課健康づくり係長：  続きまして、がん予防で②感染症に起因するがんの予防ということで説明させていただきます。私は、健康づくり係、畑中と申します。よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。           施策の目標案といたしまして、感染症に起因するがんに関する正しい知識の普及啓発と検査体制の充実といたしました。           施策の現状と課題といたしまして、ウイルスや細菌の感染はがんの発症原因の約２割を占めると推測されております。発症原因としましては、胃がんと関連するヘリコバクター・ピロリ菌、肝がんと関連する肝炎ウイルスＢ型、Ｃ型、子宮頸がんと関連するヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）などがございます。ウイルスや細菌の感染に起因するがんを予防するには、正しい知識の普及啓発と早期発見、治療につなげるため、検診の受診率向上に取り組む必要がございます。           国のがん対策推進計画及び東京都がん対策推進計画におきましても、がんの一次予防として感染症対策について書かれております。           肝炎は、感染した状態を放置しておくと慢性肝炎から肝硬変、肝がんに進行する場合がございます。肝がん予防のために早期発見、早期治療のための肝炎ウイルス検診を区では受診できるようになっております。引き続き受診勧奨をしてまいりたいと思っております。           また、ヘリコバクター・ピロリ菌につきましては、年齢要件はございますが、昨年度より胃がんリスク層別化検査を開始いたしまして、検査を受けられる体制となっております。           最後に、ヒトパピローマウイルスですが、ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチンにつきましては、接種後のしびれなどの事例が報告されており、国の勧告に基づき、区として積極的な接種勧奨は一時的に控えております。今後も国の動向を注視しながら、当面は２０歳からの子宮頸がん検診の受診勧奨をしてまいりたいと思っております。           説明は以上となります。 部会長：      ありがとうございます。がん検診で行政によって胃がん、前立腺がんの検査の仕方にとても地域差がありますが、江東区は結構がんばっていただいているのは事実だと思います。肝炎に関しましても肝炎対策で訴訟の問題もありますので治療もかなりよくなっております。一番の問題はやはり、子宮頸がんが繊細な問題であり、学生さん、保護者とも話をするときに一番もめるところです。かといって避けて通れない部分がありますので、これに関しては文書で返事というのはなかなか難しいと思い
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ますが、一般から質問された場合に、このような形の答え方をするとか、僕の場合には、聞かれた場合には手段、いろいろ考え方があります。ただ、娘と話をして、娘は受けましたと。ただ、それを強制するものでもないし、また子宮頸がん、一番妊娠とともに起こると非常に出産との絡みがあるので、そのあたりの問題も含めてやっていただければいいということを説明しております。なかなかここは繊細なところなので、また皆様の意見を聞かせていただければありがたいと思いますし、学生さんから逆に意見を聞けると良いかなとは思いますが、学生さんに情報を与えないで聞くことは難しいと思います。           それでは、最後の早期発見に関しましてお願いいたします。 健康推進課健康づくり係長：  引き続き、施策、がんの早期発見の推進について説明させていただきます。           施策の目標案といたしまして、がん検診受診率の向上とさせていただきました。           施策の現状と課題といたしまして、区民の主要死因別死亡数の１位は悪性新生物（がん）であり、約３人に１人ががんで亡くなっております。がんによる死亡者数を減らすためには、早期発見、早期治療につながるがん検診が重要であり、その受診率を向上させることが必要となっております。           国のがん対策推進計画（第３期）においても全体目標の１番目に、科学的根拠に基づくがん予防、がん検診の充実を掲げており、東京都がん対策推進計画（第二次改定）でも、分野別施策としてがんの早期発見（がんの二次予防）に向けた取り組みの推進を掲げ、がん検診の受診率向上に関する取り組みを推進しております。           今までは、前計画では、がん検診受診率の目標を４０％から５０％に設定をいたしましたが、受診率が一番高い乳がん検診でも本区では２８．４％にとどまっている現状となっております。引き続きがん検診の受診率向上のため、受診者にがん検診の意義及び必要性をわかりやすく説明することが求められております。           また、がんによる死亡率を減少させるためには、がん検診の精度管理が必要です。がん検診精度管理評価連絡会において、検診の実施方法や精度向上について検討を行い、科学的根拠に基づくがん検診の実施と質の向上を目指す必要があります。           説明は以上となります。 部会長：      ありがとうございます。どこもがん検診の受診率がなかなか目標の５
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０％は厳しいです。少しずつ上がってきているのは事実だと思いますが、やはり頭打ちであることは間違いないので、これに関してまた改善できれば良いと思いますので、お願いいたします。           次は、最後です。体制づくりを、お願いいたします。 健康推進課がん対策・地域医療連携係長：  恐れ入ります、健康推進課、田中がもう一度ご説明させていただきます。           がんになっても安心して暮らせる体制づくりになります。施策の目標は、がんに関する相談支援・情報提供の充実といたしました。           下の施策の現状と課題をごらんください。がんと診断された患者や家族が必要に応じて相談窓口を利用でき、不安や悩みが軽減されることが必要になります。がんの相談先としては、国の拠点病院です。専門的ながん治療を行うものとして国が指定するがん診療連携拠点病院と、長いですが、それを略しております。また、都の拠点病院についても、国の拠点病院と同等のがんの診療機能を持つものということで、都が指定した東京都のがん診療連携拠点病院のその略ということでここに書いております。こちらでは、看護師さん、医療ソーシャルワーカーさんと専門の相談員さんを配置したがん相談支援センターですが、江東区におきましては、平成２７年度からがんを含んだ在宅医療の相談窓口ということで、江東区医師会の中に在宅医療の相談窓口を開設しております。ほかに、働く世代のがん患者が増加しているというところから、平成３０年、今年度から豊洲にある認定ＮＰＯ法人のマギーズ東京と協働し、夜間の相談窓口事業を実施しております。           添付扉の資料の裏側資料につきましては、２０歳から６４歳までの働く世代のがん罹患率の年次推移で増傾向がわかると思います。東京都のがん患者に対する調査では、患者の２６％ががん相談支援センターの存在を知らないということ、こちらには書いておりませんが、この調査の５９％では、病院内にあるのは知っているが利用したことがないという調査結果も出ております。また江東区の区民健康意識調査では、悩み、ストレスの相談相手について成人の１割強が誰もいないと回答していることなどから、相談先の更なる周知が必要と思われます。           また、がんになっても地域で安心して暮らせるための体制づくりとして、江東区では２６年度にがんの医療相談、医療連携体制検討会というものを立ち上げました。２７年度からは新規事業ということで、在宅医療連携推進事業の中でがんや緩和ケア等の対応を含め、在宅医療を進めるための会議、研修、学習会等を実施、継続しているところでございます。 
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          課題としましては、在宅医療の始まりからみとりに至るまで、さまざまな場面がありますが、各状況に応じた地域の関係職種間の連携、情報共有のあり方というのはまだ発展途上で十分でないこと、病院や地域の人材育成、在宅医療について区民への啓発、周知については引き続き必要ということで書いております。           このほかに、がん患者の療養生活の質を高めるために、がんと診断されたときから感じる身体的もしくは精神的な苦痛、不安を軽減するための緩和ケアを切れ目なく提供できるような体制づくり、いわゆる治療の終末期だけというような誤解されがちな緩和ケアの理解を進めること、働く世代のがん患者の部分にありましたが、その縛り、就業と治療を両立できるように会社、事業所の方ですとか、区民への理解を進めることなども課題となっております。           以上で体制づくりの資料の説明を終わらせていただきます。 部会長：      ありがとうございます。がんになったかたを支援する体制は、幅広くいろいろな場所でいつでもどこでもどのような条件でも、と改善できますが、まだまだ道なかばであり、これから一番話をさせていただくところだと思います。確かにマギーズさんが来て江東区ががんばれば模範的な地域になれる可能性が大きいので、逆に言えばここを一生懸命がんばれば、江東区が一つの目標というよりもマギーズさんとの共生としていただければありがたいし、それを行政で押していただければありがたいと思います。           これで資料４までの説明が終わった形ですが、はじめに戻りまして、全体的なことで何かご意見、ご質問の事項とかございますか。 委員：       全体というか、今のがんのところで１つ質問をしたかったのは４ページのところです。この年齢調整死亡率の推移を見ますと、明らかに江東区、男性、女性とも東京都の平均と比べて非常に死亡率が高いというのがここでよくわかります。特に２７年、２８年度、それが結構広がっているようにも見えますが先ほどのウイルスの関係、受診率の関係などのところでは、がんを一度このような部位別にしっかりと示しておられますが、この死亡率は結局どのがんか、どれがこれを持ち上げているのかということです。要するに、がんの部位別の死亡率というものを少し知りたいと思いました。もしある特定のがんが非常に多いようであれば、今それに対する対策の重点を置かなくてはならないと思いました。 部会長：      データを見たわけではありませんが、私が経験した例では、東京の東に来ると肝臓がん、肺がんが多いと感じました。肺がんでがん研に来られる方はやはり江戸川、墨田、江東区の方が多く、山手地域は少ないとい
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う地域差があります。また鼻中隔せん孔という六価クロムか何かの病気になるかたも、こちら側の墨田あたりや江東でしか見たことがないので地域性はあると思います。そのあたりの病気が一番、やはり山手地域に比べると東の背景が違うのは統計で確認したわけではありませんが、経験としてはあるところです。           確かに僕からすると、江東区も南北に長いので地域性があると思います。ただ、地域まではデータは出ないと思いますが、豊洲地域と北部では少々違うのは感じます。           江東区全体として捉えるのか、江東区の中を細かく分けるかでまた作戦が変わると思いますが、江東区全体で捉える形にはなるわけです。なので、細かい地域包括ケアが回ってくると少し作戦を変えても良いのでしょうか。 委員：       よろしいですか。がんはとても関心のある項目ですので、すみません。           まず、墨田区では都立墨東病院の在宅医療で先生ですが、がんサロンや、個人的な努力をされていて、あれもなかなかだと思います。私は先日がん研有明に久しぶりに行き、このチラシ１冊全部をがん研有明からもらってきました。やはりがん研有明が江東区にあるということは、どれだけ心強いかと思いました。あらゆるがんに対するフォローのチラシがありました。それから、このマギーズハウスです。マギーズ東京のがんの夜間相談窓口という対応ですが、大抵行政側から病院というのは昼間ですから、夜に行ける人、特に若年者の３０代、２０代のがんになった方は、このようなちょっとすてきなハウスでお茶を飲んで、話を聞いてもらうというのは、若い人たちにとってはリフレッシュできる効果があるのではと、その意味では大変いいスポットだなという経験をしてきました。           それと、１つお願いがあるのですが、がんで亡くなるという形を今とてもポイントにしていらっしゃいますが、緩和ケアに行く前のがん患者、がんサバイバー、これらは、がんでもすぐ亡くならない人もたくさんいらっしゃいます。例えば私もがんになり手術をして３年目で再発したと言われました、乳がんで肺に転移しました。ところが、放射線の炎症だったのです。６回ＣＴを撮り、結果において再発ではなかったのですが、それからまた７年、今１１年目ですが、まだホルモン療法しております。この長さというのは、私は、中高年になってからがんになりましたので、受けとめ方が、受容するのがとても楽でしたが、若い人が１０年生きることは、どれだけ大変であるかと思います。そのようながんサバイバーに対する視点も変わります。すぐに亡くなってしまうような方ばかりが
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がんではありません。胃のスキルスなどの方で何人も亡くなった方をたくさん見ていますが、どうも周りにサバイバーもたくさんいらっしゃるようです。そのかたへのフォローも何か一つ入れていただけるとありがたいと思います。 部会長：      ありがとうございます。このお話を聞くと、一番、私は真ん中に立たされるのがよくありまして、がん研で働き盛りの方が治療を受けられたのですが、実際には土日は外来をやっていない、相談体制がない。相談支援、相談の受け付けに関しても、がん研にかかっている患者さんが半分、がん研にかかっていない患者さんが半分ということでしていますが、江東区の患者さんはがん研の中の６％ぐらいということで、地域という考え方があまりがん研の中にありません。１都３県みたいな感じになっており、どうしても後回しになります。包括ケアやその辺に関しては、あまりやる余裕がないが、かといって、経営者はもうからないところには投資をしません。うちの相談員さんもそうです。           また、患者さんがいろいろな問題を抱えているが、相談する場所が細切れになっており、あっちに行ったりこっちに行ったりして、マギーズさんみたいに全部とりあえず受けとめてくれるようなところがあまりありません。その辺、マギーズさんは患者さんの立場からあるので、どうしても病院だけではやってゆけないところをマギーズさんのようなところとタイアップできる、枠を乗り越えてやる形ができればありがたいと思います。僕からすると、がんだけに限らず、病気を持っている方がいろいろな相談をどこでしていいのかわからない、あちこちに流れるより１カ所またはここに行けばとりあえず相談できるという、包括的な相談ができるところが１カ所、医師会の相談所みたいなことができればいいと思います。そこからまた専門性に分けていただく、そのようなネットワークを行政が音頭をとっていただければ、多分、誰か音頭をとる方がいないと病院もそれぞれの医療関係者も動けないので、行政が指揮棒振っていただければありがたいと思います。そこをお願いしたいと思います。 委員：       ありがとうございました。 部会長：      ほかにいかがでしょうか。           あと２回ぐらいに分けてまた意見を聞くという形と、あと２回目、３回目のスケジュールを決めて、またご意見をうかがうと、その辺でどうでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長：  本日はいろいろとご意見をありがとうございます。本日いただきましたご意見を踏まえまして、次回までにまた施策の目標、現状と課題につ
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いて、再度整理をさせていただきます。           それから、まだまだ本日のお話の中でお気づきのことなどあろうかと思いますので、机上に施策の身体活動・運動を意見シートの見本としてご用意してございます。施策ごとにこのようなシートをメールで委員の先生方に明日中にお送りいたしますので、何かお気づきの点を、何でも結構でございますので、ご記入の上、大変期間が短くて恐縮ですが、来週の水曜日、７月４日、１週間ぐらいでメールまたはファクス、どちらでも結構ですので、事務局宛てに追加のご意見をいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。           それから、本部会は月１回程度を予定しておりますので、２回目を７月末、３回目を８月末に予定してございます。お手数ですが、本日お配りしてございます日程調整シートにご都合を、できれば本日ご記入いただき、机上にお残しいただければと思います。もし本日ご都合がわからない場合は、お手数ですが、ファクスかメールで二、三日中に事務局宛てにご都合をお知らせいただければと思いますので、あわせてよろしくお願いいたします。           以上でございます。 部会長：      ありがとうございます。それでは、短い時間の中で意見を全部出すことは大変だと思いますし、気づくことがあると思いますので、メールでいただけるところはシートに返送し、７月の４日、来週の水曜日というところで一応させていただくということ、７月、８月の皆様のご都合をこの調整シートに書いていただけるということでよろしいでしょうか。           あと２回でまとめなくてはならない部分は大変だと思いますが、よろしくお願いいたします。           また何かありましたら、私に言っていただければ、お手伝いさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。           それではよろしいでしょうか。お返しいたします。 歯科保健・医療連携担当課長：  それでは、本日はどうもありがとうございました。また次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。 


