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江東江東江東江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画計画計画計画策定協議会策定協議会策定協議会策定協議会    第１作業部会（第３回）第１作業部会（第３回）第１作業部会（第３回）第１作業部会（第３回）        会議内容会議内容会議内容会議内容        １．開会１．開会１．開会１．開会 歯科保健・医療連携担当課長： お待たせいたしました。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。本日は大変お忙しいなかご出席いただきましてありがとうございます。本日、全庁で職員の防災服の着用が義務付けされておりますので、このような恰好で失礼をさせていただきます。それではまず資料の確認をさせていただきます。次第に続きまして座席表、資料の１から資料の３までご用意しております。不足等ありましたら、いつでもけっこうですので事務局までお声がけください。それではこれからの進行は部会長にお願いしたいと思います。では部会長よろしくお願いいたします。  部会長：    忙しい中、かつ暑い中ありがとうございます。今回が三回目で最後ということでどうぞよろしくお願いいたします。 次第に目を通しましたところ、皆様の意見をふまえ、事務局が修正等を行っておりますのでご説明お願いいたします。資料１からでよろしいでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： 本日は資料２からでお願いします。 部会長：    では資料２の生活習慣病の予防ですね。  ２．２．２．２．案件案件案件案件    （１）（１）（１）（１）各施策シートの修正箇所について各施策シートの修正箇所について各施策シートの修正箇所について各施策シートの修正箇所について    □「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： 健康推進課計画策定担当の大久保と申します。施策の説明に入ります前に全体的なところの変更・修正等について説明させていただきたいと思います。恐れ入りますが、着座にて失礼させていただきます。まず、事前の資料送付のメールでもお伝えいたしましたが、生活習慣病の予防分野のＣＯＰＤの予防施策につきまして、たばこ・飲酒の施策に含めたいと考えております。理由としましては今回実施した区民健康意識調査ではＣＯＰＤの認知度を確認する設問が中高生のみに限られており、区民一般の認知度を確認することができないこと、また、中高生の認知度を指標に設定しようと考
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えておりましたが、教育委員会に改めて確認しましたところ、たばこに関する健康教育は実施しているが、ＣＯＰＤを取り上げた形では行っていないとのことでした。 こうしたことから施策の取り組み、指標がたばこによる健康への影響に関する内容が主になったため、たばこ施策に含めることが適切であると判断いたしました。 二点目ですが、こちらは全施策に関わることですが、資料１の３ページの施策の指標欄をご覧いただければと思います。現在、指標欄の一番右の欄を目標と表記しておりますが、この名称を指標の方向という言い方に変えたいと考えております。理由としましては前回、各委員からご指摘を受けまして、今回目標の数値化に努めたところですが、依然として指標の数値の取得方法等から数値化できていない指標がございます。また、第二、第三部会では全ての施策の指標を数値化しておりません。 このため、今回の計画全体のバランスを考慮しまして指標の方向という名称がより適当であると考えた次第でございます。私からの説明は以上でございます。  部会長：    ありがとうございます。２点繰り返しになると思いますが、ＣＯＰＤの方を生活習慣の改善の資料１に移すということと、目標だと達成しなければいけないという形の意味合いも含んでしまいますので、目標という言葉を指標ということで目標達成を前向きな目安として、参考指標か指標の方向ということで、指標の方向となりました。全部を数値化できないということもあるので方向という文言になったと思います。そこ２点、皆さんいかがでしょうか。全部を数値化してほしいとこちらはお願いしたのですが、する方も大変でしょうし、よろしいでしょうか。資料１、２、３全ての目標という値が、全て指標の方向という値に置き換えられているのでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： 後日、変更したものをお送りいたします。 部会長：    わかりました。会合はないけれども別途お渡ししてという形ですね。わかりました。指標の方向という表現になりますので、数値化することはしたけれどもということで、他に皆様ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： 資料２の施策について、修正点を説明させていただきます。 医療保険課 医療保健係長： 医療保健係の吉田と申します。よろしくお願いします。生活習慣病の予防から説明させていただきます。 まず、前回からの変更点についてお伝えいたします。２ページ目の施策の取り組みの中にあります区の主な取り組みの４番目、生活習慣病予防に関する普及啓発の担当課のところに、各保健相談所に学務課を追加しております。それに伴いまして、取り
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組み内容につきましても、学齢期について生活習慣病予防健診や保健指導、健康教育等を実施しますという文言を追加しております。また３ページ目に記載があります、関係団体の取り組みの中の三番目ですが、生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発には区内薬局、医療機関の他に、学校保健会を追加しております。最後ですが、前回の会議でご指摘がございました、同じく３ページ目にございます施策の指標についてですが、前回まで記載しておりました糖尿病重症化予防指導人数から糖尿病重症化予防指導率に修正させていただきました。また平成 30 年度の実施状況につきましては、参加回指導者を確定し、初回の面談を始めたばかりとなっておりますが、順調に対象者全員の指導を行った場合は、指導率の実績としては最大 11.5％となる見込みです。 また今年度から糖尿病重症化予防指導事業の対象者を拡大いたしました。これまでの医療機関の対象者の推薦の他に、区が健康診査の結果や、レセプトデータをもとに対象者向けに文章にて参加勧奨を行っております。平成 35年度までに糖尿病重症化予防指導率が 20％になるように取り組んで参りたいと思います。 私からの説明は以上でございます。 部会長：    ありがとうございます。続けて次にいきたいと思います。 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。私からはフレイル・ロコモティブシンドロームの予防の推進について変更点をご説明させていただきます。フレイル・ロコモティブシンドロームの前回からの変更でありますが、まずは取り組みの方向性について変更点をご説明させていただきます。２段目の身体活動や社会活動が介護予防につながることについて更なる周知を行っていきますの文言ですが、当初は最後の位置に記載させておりましたが、今回の位置に変更しております。これは普及啓発と周知の記載が類似の内容ということでこの内容をこちらに集約したものでございます。内容自体に変更はございませんので、記載のみの変更とさせていただきます。 次に区の主な取り組みについての変更点についてご説明させていただきます。区の主な取り組みにつきましては、前回資料では 20 の事業を記載しておりましたが、他の事業と比較して数が多かったということから、ここでは他の事業とバランスを合わせ今回は主な４つの事業に記載事項を絞らせていただきました。この抽出基準ですが、関係各課からまずは１事業を抽出いたしました。この１事業を抽出するにあたりましては、多くの区民の方にご参加いただける事業を残そうという視点から、やっている場所が多いあるいは対象者の幅が広い、こういった事業を各課１事業抽出し、記載いたしました。また、健康診査事業については当初、健康推進課が担当課でしたが、国
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民健康保険加入者につきましては、医療保険課が関与しているという事でしたので医療保険課を追記させていただきました。 次に施策の指標についての変更点についてご説明させていただきます。前回の部会におきまして地域の活動に参加しているかといった内容を指標に掲げるべきではないかというご提案をいただきました。これをうけまして、上から３つ目の住まいの地域で住民主体の活動や交流の場に参加している 65 歳以上の人の割合の指標を追加いたしました。なお、この項目でございますが他の３項目と同様３年に１回実施しております、江東区高齢者生活実態等調査の調査項目となっております。またその他、細かな点でございますけれども 65 歳以上の高齢者の表記を他の施策に合わせまして、65歳以上の人という表記に訂正しております。フレイル・ロコモティブシンドロームの予防に関する修正点の説明につきましては以上でございます。 部会長：    ありがとうございます。二つ、生活習慣病の糖尿病と、もう一つフレイル・ロコモティブシンドロームです。学齢・青年期に関しても、生活習慣病の予防に関与していただくことが増え、これが大きいです。あと、指導率もここは指標の方向性がありますのでパーセンテージにしていただきました。目標が 20％は低すぎるのではないかという感じもあります。 委員：     いまの糖尿病の重症化予防についてですが、区民の方がこの数値をどれだけ理解できるのかなと思います。母集団は、糖尿病の重症化予防の取り組みというのは、健診を受けた方から、患者を抽出して、その中で栄養士さんが訪問して、糖尿病に関する取り組みが行われたと認識しています。医師会のほうで、手上げ方式で 20弱の医療機関が手を挙げて、その中で糖尿病の対象になる方をピックアップして、スタートしました。つまり、健診を受けた方が、何万人といらっしゃって、そのうち指導を受けた方は 11.5％にはならないと思います。これは、母集団はいくつになるのでしょうか。 医療保険課 医療保健係長：  母集団は 200 となります。200 の方に糖尿病の数値であるヘモグロビンＡ１Ｃや、脱落想定もありました。いわゆる途中で健康となる答えも目立ちました。 今回から、29年度までは医師会さんのほうから、推薦していただいた方を対象に糖尿病の重症化予防チームというものを実施したのですが、人数は 18 名推薦していただいて、うち、13名の方が指導に来てくれたのですが、30年度につきましては、対象を200名の方に送付する、医師会から推薦していただいた方の代わりに、区の健診のデータやレセプトのデータから抽出した糖尿病の第二期とか、そういった形で、いわゆる重症化予防が見込まれる方に絞って 200名、医師会が選んだ方以外に抽出もしました。 
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委員：     それは理解していますが、区民の方が冊子を見て読んだときに、そういう細かいことをコメントで、今回、平成 30年度は母集団を 200名で行ったとか書かないと、理解できないのではないかと思います。区民に渡すものなので、普通、区民は母集団が 45万人と思うと思います。健診を受けた方から抽出している場合は、母集団が例えば５万人とかだと思います。それが、特定健診受診率と母集団が違うが、三つが並んでいますが、同格ではないです。なので、但し書きでもよいですし、何か書かないと、ホラを吹いているようになると思います。29年度から新しい取り組みで、医師会と江東区さんが始めたばかりで手探りなので、事実で、現在このような取り組みをしていますといったニュアンスでよいのではないでしょうか。事実として、母数は少ないわけですから、年度ごとに母集団を増やしていこうということになっていますし。 医療保険課 医療保健係長：  わかりました。ありがとうございます。 歯科保健・医療連携担当課長： そうしましたら、このあたりにコラムかなにかで、糖尿病重症化予防の事業について区民の方に分かりやすく記載してはどうでしょうか。 委員：     なにかないといけないと思います。これだけ見ると、違和感があると思います。 歯科保健・医療連携担当課長： わかりました。 委員：     よろしいでしょうか。先生がおっしゃったように、生活習慣病の予防ということで、糖尿病を取り上げるのであれば、糖尿病はⅠ型とⅡ型があるということなどごく基本的なことをしっかり知らないで読んでいる方というのが出てくるのではないかと思います。根本的なところは、いまコラムという言葉が出ましたが、最低のことを知らないで、予防予防と言っても、あとからⅡ型になった人間の予防で、どの段階で指導を受けているのか、ヘモグロビンＡ１Ｃが８とか７になってどのぐらいの継続があった人が予防を受けているのか、これは全然意味が分からないと思います。推薦を受けた方と言いますが、区民の私からすれば、江東区民が 50万人いるなかで、どのような種類の人が、指導を受けられたのか、羨ましいという発想も出てくると思います。私も昨年Ａ１Ｃが上がりましたが、他の病院の先生に言わせると、あなたは本当だったら入院させられて、１週間ぐらい指導を受けるのよと、何もされなかったと、自力で６まで下げたと言ったら、驚かれました。人によってそんなに差があるのかと、お医者様が何を判断基準としているのか分かりませんが、他区はすぐ入院させられて、１週間の療養指導や食事療法までやらされたとなると、11.2 だった私がなくて、２年で死
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ぬと言われたのですから、それで死なないと言われますし、よくわかりませんが、糖尿病の重症化予防をどこまで始めているのか、全然私はリアリティがありません。 委員：     おっしゃる通りです。 そもそも論ですが、時間もありますので、国民医療費の抑制が大テーマです。その次に、糖尿病の合併症によって医療費がかかる、では何に費用がかかるかというと、人口透析です。膨大な金額がかかります。そして、糖尿病による重症化は何かというと、糖尿病性腎症で、その予防というのは、食事治療が一番大切だと思って、今回、糖尿病重症化予防となっています。簡単に話しましたが、そういうコラムを江東区のほうで用意してほしいです。 昨年から立ち上げてやっていますので、ぜひ区民に分かるような形にしてほしいと思います。 委員：     理解できる内容でよろしくお願いいたします。 部会長：    糖尿病の検査をして、指導を受ける人がどんな人か、対象がどんな人かわからないと、私がなっているのかなっていないのか、現場が混乱しますので、コラムの中に落とし込んで、区民が必要以上に慌ててもいけませんし、逆に区役所への問い合わせも増えないように、すすめられるとよいと思います。         フレイルとロコモに関してはいかがでしょうか。 委員：     私のほうから２点質問をさせてください。区の主な取り組みで、最初のほうに戻りますが、今回新たに追加された、学齢期の生活習慣病の予防健診やこれこれを実施しますと書かれていますが、この生活習慣病の予防健診はすでに行っているのでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： 実施しています。 委員：     何年生対象でしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： 小学４年生と中学１年生です。 委員：     それを継続するという意味で、書かれているわけですね。分かりました。 それと、ロコモについての質問は、区の主な取り組みのところで、最後の長寿応援課の７か所の福祉会館において、転倒予防、認知症予防、引きこもり予防を図るプログラムを行いますと書いてありますが、これもすでに行われていることですか。 地域ケア推進課 地域ケア係長：         行っています。 
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委員：     わかりました。参考までにお聞きしたいのですが、引きこもり予防を図るプログラムというものがどのようなものなのか教えてもらいたいです。例えば教室を開くとなると、外に出なくてはいけないということで、外に出られる方は引きこもりではないのではないかと思います。最大の問題は、引きこもりの方をどうやって外に出すかだと思います。すべての地域の方の課題ですが、江東区では具体的にどのように取り組まれているのかを教えていただきたいです。 地域ケア推進課 地域ケア係長：  いま手元で長寿応援課が行っている事業について確認できるものがなく、お答えができないのですが、後ほど事業を調べてお知らせします。 委員：     よろしくお願いします。 部会長：    引きこもりの方をどうするかは他でも問題にあがっているように思います。 結局これは、一般の区民の方の力を借りないといけない、行政というよりも地域の世界でやっていけるよう、うまくやっていけるとよいとも思います。         他にはいかがでしょうか。また最後に確認もできますので、資料１の説明をお願いします。  □「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： 健康スポーツ公社事務局管理係外山と申します。着座にて失礼します。身体活動量の増加と運動習慣の定着についての変更点でございます。施策の現状と課題ですが、歩行数だけだとどれくらい歩く必要があるのかがイメージしづらいので、時間に換算した場合の説明を追記してございます。 続きまして、施策の指標の変更点でございます。１日の平均歩行数は、前回、全体と自営業・主婦の２段にしていましたが、全体のみといたしました。また前回 8,000歩以上５割という目標といたしましたが、健康日本 21に近づけるだけというあいまいな根拠での設定だったため、今回は根拠のある数値を目標とさせていただきました。健康日本 21 では一人 1,500歩増を目標としており、平成 29年度区民健康意識調査で3,000歩以上 5,000歩未満が 31％であったため、その枠の方が 1,500歩以上歩行を増やせばその 3/4、23.2％の方が 5,000歩以上と想定されるため、5,000歩以上 54％と目標を設定させていただきました。下段の指標名は運動習慣にしていましたが、こちらは定期的に運動している人の割合に変更してございます。説明は以上でございます。 健康推進課 がん対策・地域医療連携係長： 
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健康推進課のがん対策・地域医療連携係の田中でございます。着座にて失礼いたします。施策のたばこ、飲酒について説明させていただきます。まず、施策の現状と課題の修正の部分ですが、習慣的な喫煙のところで男性の 23.3％のところを 24.2％に今回変更させていただきました。区民意識調査の項目の中で喫煙率を足し上げたときに、ほとんど吸わないのパーセンテージが漏れておりましたので、今回こちらを含めました。女性は前回の修正に含めましたので 7.7％のまま変更はありません。先ほど説明させていただきました通り、今回こちらにＣＯＰＤの内容を統合させてもらいましたので、赤字で追記した部分がＣＯＰＤの原稿を追記してございます。 次のページの取り組みの方向性にも、ＣＯＰＤの予防を追記しております。あわせて取り組みの方向性のほうにも、ＣＯＰＤの予防を追記しております。また、区の主な取り組みについては、成人期、高齢期に子どもの受動喫煙を防止することを促すような取り組みをあげて頂きたいとのご意見をいただきましたので、上から４つ目、受動喫煙の防止に向けた環境整備の推進の欄に健康増進法改正と、東京都受動喫煙防止条例に並びまして、東京都子どもを受動喫煙から守る条例も既に施行されていますので、そちらも普及啓発を追記させていただきました。次のページの区民の取り組みの成人期、高齢期の欄に乳幼児期、学齢・青年期の子どもに受動喫煙をさせないようにするということで、周囲の人に受動喫煙をさせないように配慮しましょう、特にこどもが受動喫煙しないように注意しましょうという記載を追記させていただきました。左下の黄色のＣＯＰＤの欄に戻りまして、ＣＯＰＤ認知度向上の欄を追記しました。先ほど説明がありましたが、学校現場ではＣＯＰＤというところまで、細かくたばこの授業まで説明するわけではありませんが、たばこの害についての健康教育はあるとのことなのでそこでもたばこの健康教育については追記しております。 次に施策の指標についてですが、喫煙者の割合についてですが、現状値について、前回は男性 23.3％で、これを先ほど 24.2％に修正させていだきまして、喫煙者の割合は男女合わせ全体で 15.3％、前回は男女別だったのですが、こちらも修正させていただきました。目標について、前回は減らすとしていましたが、極力数値化すること目指しまして、今回は全体を 13.4％、男性 21.8％、女性 6.3％と水準を作成しました。これは区民健康意識調査で喫煙をしていると選択した区民の方にさらにそこから禁煙を希望するかどうかという設問の項目に繋がる形にしておりまして、そこで禁煙を希望すると答えた方の数を全員禁煙したと仮定して、禁煙している方たちの率に混ぜた、要は禁煙したいと希望した方が全員禁煙した場合の数値を再計算して出しています。今回タバコについては私の方から説明させていただきましたが、アルコールについては佐藤から説明させていただきます。 
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健康推進課 保健指導担当係長： アルコールにつきましては、７ページ目の施策の指標のところです。生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人の割合のところで目標値についてです。男性 13.0％、女性 6.4％と追記しておりますが、アルコール健康障害対策基本計画の目標値にあわせた目標値ということで修正をかけております。 適正飲酒量の正しい理解についてという意味合いで、コラムという形で適正飲酒量についての表記を記載しております。 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と申します。着座にて失礼いたします。施策、歯と口の健康の施策の目標案、生涯を通じた歯・口の健康づくりの推進でございます。赤文字の修正箇所について失礼します。まず、取り組みの方向性については変更がございません。区の取り組みの歯と口の健康づくりのための啓発部分の取り組みの内容ですが、会長様、委員様より、誤嚥性肺炎についての予防策と周知についてのアドバイスをいただきましたので、こちらに誤嚥性肺炎のための適切な口腔ケアと具体的に明記させていただきました。フレイル予防とともに、かかりつけ歯科医の定着とライフステージに応じた様々なテーマで健康教育、保健指導等を実施など、関係機関と連携し、歯と口の健康の普及啓発をするという内容にしました。下段の区民の取り組みの赤文字の部分ですが、高齢期部分は取り組みの内容に対応し、加齢に伴う口腔機能の低下や誤嚥性肺炎の予防のための口腔ケアを実践しましょうになっています。 次に指標です。東京都の数値目標を参考に、可能な限り数値化に努めました。しかし、虫歯のない人の割合（３歳）の目標値ですが、すでに東京都の目標値である 90％を達成していることから、都の増加率を参考にしました。今年度までの本区の健康増進計画の目標値が 95％であったこともあり、同数として、95％といたしました。次にかかりつけ歯科医を持つ人の割合の 40歳ですが、東京都の目標値が 90％に対し、本区の現状値からは、目標達成が難しいと考えられるため、過去の数値の推移を参考に、達成するかもしれないし、しないかもしれませんが、約半数の方に、かかりつけ歯科医を持ってもらうということを目標とさせていただきました。70歳については、東京都の目標値も増加となっており、こちらの数値も予測不能であるため、都とあわせた形で増加といたしました。修正箇所は以上です。 健康推進課 保健指導担当係長： 続きまして、健康推進課の佐藤です。着座にて失礼いたします。11ページのライフステージに応じた女性の健康づくりの支援についての部分ですが、こちらの修正箇所
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は、現状と課題部分、12ページの取り組み部分、指標値の部分に修正をかけております。  まず、現状と課題についてですが、ご意見として目標値を設定するという意見をいただいておりましたので、再度数値目標をどこに設けるかという視点で、見直しを行いました。これまで書いていた数値は、29年度の区民健康意識調査からの回答率のなかからみた数値で、思春期時期のやせといったところをとりあげていましたが、今回、数値化といったところを、修正をかけるということで考え、江東区の学校保健の統計のほうから、数値を拾うような形で修正をかけました。つきまして、この赤字の部分ですが、まず、小中学生が行っている生活習慣病健診の 28年度の結果からみまして、やせ気味、やせすぎの痩身傾向がつかめる中学１年生の女子のところが 6.93％になっていたこと、これを、国の学校保健統計のなかからの東京の出現率と全国の出現率と比較して高くなっているというような現状値をあげました。体型と肥満度の一致のところは、変更はありません。11ページをおめくりいただきまして、学校保健との連携といった視点のところで、取り組みの内容のところに、健康づくりのための啓発事業の部分ですが、ここに学務課をあわせて学齢期についても生活習慣病健診や保健指導、健康教育などを実施しますといった文言を追記しております。指標の目標値の部分のところですが、ここに先ほどの数値目標の部分といったところを変更しましたので、中学１年生の肥満度のやせ気味・やせすぎの割合といった部分を取り上げています。ですので、現状の数値が 6.93％でこちらは学校保健統計書から拾った数値でございます。目標となる 4.36％のほうは、全国の痩身傾向児の出現率が中学１年生 12歳のお子さんが 4.36％になってございますので、そちらの目標値を記載しています。説明は以上です。 部会長：    ありがとうございます。資料の２の量が増えてたくさん内容がありますが、まずは最初のほうからでよいでしょうか。最初の身体活動・運動については、歩行が 8,000歩とありましたが、今回のほうが一般の方が分かりやすいと思いますし、施策の指標に関しましては、5,000歩は意識調査の結果で 54％を目指すということ、もう一つは定期的に運動している人の割合を増やすということですが、身体活動・運動についてはいかがでしょうか。 委員：     飯田橋に東京都の官公物を置いている図書館があります。そこで、よく官公のものを見に行くのですが、江東区のウォーキングマップというのは、スポーツ公社さんが出されていますが、こんなによい本は行政の中でなかったような気がします。それも区民の方と共同で作成されたようなので、もっとこれは周知して、区内のいろいろなところに置いてもらいたいです。それと、歩くということの楽しみが増えますし、こ
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んな小さくてハンディなもので楽しめるということを、区民が享受できるというのは、税金の還元だと思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。 部会長：    マップをもし改訂するときがあれば、80 分、90 分とか、万歩計がなくても歩数が分かるような形にしてもらえるとよいかもしれません。  江東区は平らで歩きやすい土地です。 委員：     景観もよいです。 部会長：    私は埼玉の端に住んでいますので、江東区はよいですね。 次はたばこと飲酒ですが、ＣＯＰＤがこちらのほうに来たということで、学童のほうの教育のほうにがんだけではなくて、ＣＯＰＤの説明も入れたとのことです。今回、受動喫煙のことがかなり厳しく言われると思いますので、これはしっかりしていただいて、受動喫煙に関しては江東区ではパンフレットを作る予定はありますか。教育のときに配るものですとかありますか。 歯科保健・医療連携担当課長： 都の条例ができて、細かいことが決まったらとなります。 部会長：    決まってからの話なのですね。都の動きを見ながら、区のほうも平行でやっていくということですね。これはたぶん皆さん気になることだと思います。あと、アルコールの具体的な量について書いていただきましたが、喫煙者の割合もこのぐらいかなと思いますが、たばことアルコールはよいですか。 次は歯と口のほうですね。口腔ケアのこととかフレイルのことですとか、高齢者の方に食べることをきちんとしないと大変だとか、トラブルが発生することを記載しておりますので、こちらの取り組みに関しては書いていただければよいと思いますし、かかりつけ歯科医に関してはありますが、40歳の 50％はどうなのでしょうか。 委員：     おそらく 40歳の方は会社勤めの方も多いと思うので、会社に近い歯科医を選ばれる方が多いのかなと思います。70歳になって退職をされた方だと、自宅の近くになるのかなと思います。なので、定着率でいうとこのぐらいの数値になるかなと思います。土曜日になると、40歳の方も、近所のかかりつけ歯科医を利用する人もいます。 部会長：    40歳の方は、職場近くの歯科医に昼休みや帰りがけに寄るということになってしまうのかもしれませんね。そう書いていただければ 50％でもなるほどと思いますね。書き込める部分があれば書いてみてもよいかもしれません。 あと、女性の健康に関しては、やせすぎのことや生活習慣病予防のことなどでしたが、パーセンテージやＢＭＩで、小数点１桁や２桁がありますが、かなり細かすぎるような感じがするので、小数点１桁か、小数点なしでもよいのではないかなと思います。 
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歯科保健・医療連携担当課長： 学校保健統計に出ている数値が、小数点第２位までで公表されているため、この表記にしています。 部会長：    たぶん統計を勉強されている先生方だと小数点２位までにするのだと思いますが、現場からすると、小数点２桁までいるのかなという気がしますので、このあたりは相談してもらえるとよいと思います。たぶん区民の方に配るときはもっとおおざっぱでもよいかなと思います。学問的にはたぶん２桁まで書けと言われるのだと思いますが。 他にございますか。あと、乳がんと子宮頸がんの検診のほうは、一応指標 50％から譲れない感じだと思います。 では、三つ目のがん対策の推進の説明をお願いします。     □「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： では、資料３がん対策の推進のところで、引き続き健康推進課田中のほうで説明をさせていただきます。まず、がんの予防の施策についてです。まず施策の現状と課題の欄をご覧ください。前回の資料からの修正点でございますが、中段に、成人期に至る前に正しい生活習慣を確立することはがん予防に効果的でありという文章を作成していたのですが、早期に生活習慣を正すということで、がん予防にどれだけ効果があるのか、意見シートによりご意見をいただきまして、こちらの一文を削除しました。次のページをご覧ください。施策の指標のところでございますが、まず指標として挙げておりました、五つのうち、睡眠時間を取れていると感じる区民の割合を載せていましたが、こちらも委員より、直接的にがん予防に関係がない指標ではないかとご意見をいただきましたので、削除いたしまして、指標をこの四つにいたしました。また指標の名前が他とあっていなかったため、訂正をいたしました。修正をしたところは、体重を維持している区民の割合の後ろに説明文である、18 歳以上のＢＭＩ18.5以上25.0未満を入れたところと、先ほど運動のシートで出ました１日平均歩行数を再掲といたしました。目標値は先ほどの説明の通り、5,000歩以上30.6％が 54％に増やすと、あと喫煙の指標ですが、前回は喫煙をしていない区民の割合としていましたが、他のシートの指標が喫煙者の割合で指標としていましたので、こちらもあわせまして、喫煙者の割合ということにいたしました。目標値につきましては、先ほど説明をさせていただきました通り、全体の喫煙率が 15.3％を 13.4％に落としていく、全体の内訳については先ほど説明をさせていただきました通りとなります。あと、飲酒の指標につきましても、生活習慣病を高める飲酒をしている人のとなっていたところを生活習慣
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病のリスクを高める飲酒をしている人のといったように文言修正をさせていただきました。目標値は先ほど出ましたけども、アルコール健康障害対策基本計画の目標値ということで修正をしています。なるべく数値化をするようにということで変更をさせていただきました。私からは以上です。 健康推進課 健康づくり係長： 健康づくり係長の畑中と申します。続きまして、４ページ目がんの予防②感染症に起因するがんの予防について説明をさせていただきます。着座にて失礼いたします。最初に施策の現状と課題につきまして、先月の第二回の部会を終えてから、南塚委員よりご意見をいただき、現状と課題の説明の順番が胃がん、肝がん、子宮頸がんの順番で書かれているということで、胃がんリスク層別化検査の記載につきまして、現状と課題の一番下に記載がございましたけれども、順番を入れ替えまして、中ほどに移動をさせていただきました。続きまして、６ページに入りまして、施策の指標のところですけれども、肝炎ウイルス検診（検査）受診者数につきまして、部会長よりご指摘がございまして、肝がんの罹患率が 2008年をピークに低減しているとのことでしたので、目標を増やすにしておりましたけれども、維持に修正をさせていただきました。簡単ではございますが、修正についての説明は以上となります。 続きまして、７ページに移らせてもらいます。施策、がんの早期発見の推進につきまして、８ページ目、施策の取り組みの区の主な取り組みについてのところです。こちらも部会長よりご意見がございまして、区の主な取り組みとして、受診しやすい検診環境の整備を追記させていただきました。また、取り組みの内容といたしましては、江東区医師会と協力し、よりよい受診体制の構築や検診環境の整備に取り組みますという内容を追記させていただきました。現在、江東区医師会の先生方のご協力のもと、胃がん検診の一つであります、胃内視鏡検診導入に向けて会議を重ねているところでございます。受診率の低い胃がん検診ですが、胃内視鏡検診の導入により、受診率向上を図りたいと思っております。簡単ではございますが、修正箇所の説明は以上となります。 健康推進課 がん対策・地域医療連携係長： そのあとは引き続き、健康推進課田中が説明させていただきます。10ページのがんになっても安心して暮らせる体制づくりです。現状と課題と施策の取り組みについての修正はございません。次のページの関連団体の取り組みの部分で、多職種緩和ケア・在宅医療の研修への参加と記載しておりましたが、多職種の研修は在宅医療の研修のなかの一環ということもありまして、こちらの多職種の文言を削除させていただきました。次の施策の指標のところですが、在宅療養支援診療所の数、47を増やすという
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ことにしておりますけれども、この 47という数字は、厚生労働省の在宅療養の推進というところに掲載されているデータを基にしておりまして、そのデータの中では平成28年の３月 31日となっているのですが、一部データの修正がありまして、更新をした年月日が平成 29年 11月でしたので、ここは平成 29年度の表記にしております。あとこちらのほうに、在宅療養の支援病院の数も記載してはどうかというご意見もいただきましたが、こちらの健康の計画の取り組みの中で、数が増えていくというのも難しいというところがございまして、見送らせていただくこととなりました。また、在宅による死亡率ですが、こちらも記載してはどうかとご意見をいただきましたが、在宅の死亡率の中で、本人が在宅での死亡を選択したかどうかというところが不明ということもございまして、今回のこの資料のなかでは取り上げていません。代わって、相談支援の指標として、何かよいものをと考えまして、今年度よりマギーズのほうと連携をして取り組んでおります、がんの夜間相談窓口の相談件数を追加しておりました。こちら本年度始まったばかりの事業で、数というか、現状値というところが正確ではないかもしれないのですが、４月から８月までの相談件数から、メディア関係による件数を引いたところ、月平均 8.8 名というところでした。一応こちらも目標を増やすとしていますが、経営の体制のところにも関わってきますので、経営の体制の強化についても検討したいと思います。私からは以上です。 部会長：    ありがとうございます。資料３はがん対策の推進ということで、まずは最初のほうから確認しましょう。生活習慣の改善の定着のところですが、指標は歩行や喫煙、飲酒とあり、飲酒のリスクの男女のパーセンテージは、国の目標ということで、喫煙者のほうは調査からということです。皆様よろしいでしょうか。次ががん予防の感染症に起因するところで、胃がんのこと、肝臓がんのこと、子宮頸がんのことが掲載されております。きっと胃がんのことが主になると思うのですが、指標のほうで私は、肝炎ウイルス検診は維持のほうがよいのではないかと意見をさせていただきましたが、子宮頸がんの数値は 50％ということで、増えてくれるとよいと思います。次はがんの早期発見の推進ですが、これに関しましては、胃がん、肺がんの現状値が１桁ですが、２桁ぐらいに到達してほしいなと思います。 委員：     やはり、胃がんの検診の受診率の向上がずっと低迷していて大きなテーマなのですが、経過を見ていくと、かなり皆さんかかりつけ医であったりですとか、社保のほうでは、一般健診に加えて、胃のレントゲン検査ですとか、超音波検査とかが、結構しっかりした社保の組合では取り入れられておりますので、サラリーマンの方は結構、胃の検査もすすんでいます。国保の方も、ぜひ受診していただきたいと思っているのですが、なかなかすすまないということで、先ほど説明があったように、いま、胃の
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内視鏡検診が対策型の検診として国のほうから認められたということで、ゴーサインが出たのですが、やはり胃の内視鏡というのは、楽な検査ではありませんので、安全に行えるようにいますすめています。なるべく早い時期に江東区もスタートできるように、毎月のように会議を重ねているところでございます。 部会長：    社保ですけど、健診を受けないと働かせてくれないというようになってきたので、国保の方と差が出るようになってきてしまったと思います。健診を受けないと働かせないよといったところがあれば違うのかもしれません。 最後のほうが相談支援で、がんになっても働き続ける対策ということで、これは、がん研や、高齢者医療センターさんのほうで相談体制を組んでいますが、やはり相談する場所がどこなのか、電話番号がいくつなのかわからないので、行政のほうでパンフレットを作っていただけるとありがたいと思いますし、働き盛りの方が夜間でないと相談できないと思うので、マギーズさんの力を借りながら、すすめていただくと課題がクリアになると思います。殺到しすぎても困るかなとは思いますが。いかがでしょうか。 委員：     がんの患者として、思うことが一つあります。それは、がんにかかってから、３年以内とか短い期間で亡くなる方もいますけれども、私は 11 年、生存しております。そうすると、がんサバイバルなどという言葉で言われておりますけれども、内面は慢性疾患というように呼び変えて、自分のがんを捉えろというような、患者会もあったりして、いろいろな解釈の仕方というところで、自分の人生の中で解釈をする力をつけたいと思って、いろいろ勉強してはおります。慢性疾患と言われるようになっているようながん患者、再発がいつあるかはわかりませんけれども、そういった患者の情報のニーズと情報利用がどこに行けばということへの、がん研有明さんに行ってパンフレットをたくさんもらってきて、自分はこの間もリンパをやっている友達にたくさんパンフレットを送りましたけれども、やはり慢性的になった患者が、死に至るまでのプロセスの中で情報ニーズと困難なエビデンス、エビデンスのないところの苦しみ、緩和ケアにつながっているのかもしれないですが、がんとなった途端に精神的に苦しむ部分が出てくるので、そのへんのメンタリティみたいなものが、どこかでこういう数字と急性期に対する取り組みは熱心なのですが、そのあたりのところが 2025年問題の多量死時代にからめまして、高齢者ががんでありながら生存して老いていくというところをどう捉えていくかも、次回の５年後のがん対策推進会議に向けて、項目を入れておいてもらえればと思います。私は特養でボランティアをしていますが 100歳とか 80歳以上がたくさんいますので、がんで長生きし出した人への対応といったところも一つ、次回のときによろしくお願いします。 
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部会長：    ありがとうございました。がんのことをずっとやっていて、昔は、がんは内緒話をしながらやっていたのが、いまでは告知や話すことも当たり前になり、そうすると、100人診ると 100人皆違いがあります。そこは細かく対応しなければいけないと思います。窓口もいろいろ選択できるようにきちんと明確にしなければいけませんし、がんセンターやがん研に行く方は、働き盛りの患者さんが多いので、６、７割が働いている方です。ところが、江東区高齢者医療センターさんのように、８割以上が 70歳以上の方のところもあって、全然違いますので、皆さん年齢や働いている方によって相談体制も変えていかなければいけないと思います。相談窓口一つで全部ということではなくて、多種多様な相談の仕方が必要ですというようにアナウンスしていただければ、あとは専門家がいますので、多種多様な相談も必要ですと言っていただければまた変わってくると思います。 一応これで、今日の意見もまた直していただいて、一応また直したものはネットで共有していただける形になるのですかね。 歯科保健・医療連携担当課長： はい。今日いただきましたご意見と、本日以降にご意見シートをお送りさせていただきますので、提出いただきましたご意見については部会長と相談いたしまして、修正をかけて、11 月の計画の策定協議会に出させていただきます。 部会長、もしも時間があるようでしたら、特にご意見をいただきたい部分が、施策の取り組みの区民の取り組みと関係団体の取り組みというところが区分けてございますので、皆様、関係団体、区民の立場から何か追加のご意見があればご意見いただければと思います。 部会長：    各施策に関しての区民の取り組み、関係団体の取り組みに関してもう少し確認していただきたいということですね。 歯科保健・医療連携担当課長： なにかこんなこともやれるよですとか、こういうのもあればというところを教えていただきたいと思います。 委員：     それでは一つ、関連団体の部分ですが、資料２の生活習慣病の発症予防と重症化予防の関連団体の取り組みですが、学校保健会が入りまして、区の主な取り組みにも学務課が入りましたが、ＣＯＰＤが資料１の中に組み込まれまして、区の主な取り組みのところで児童・生徒へは学校においてたばこの害について健康教育を行いますとありますが、ここは学務課を入れなくてもよいのでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： 
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これは、直接学校の教科としての授業の中で、学習指導要領のなかで、たばこの害について教えるというようになっているので、指導室という記載にさせていただいております。学務課というのは、学校保健会の所管が学務課なので、資料２のほうでは学務課としていますが、直接子どもたちに対する教科の学習については、指導室が所管をしておりますので、そのような書き方にしています。 委員：     学校薬剤師として、私だけでも年間６回ほど学校に行っているので、去年あたりから飲酒や喫煙についても盛り込んでくれという指摘が入りまして、もう何回か、飲酒と喫煙についても行っているのですが、直接学務課からの要望ではないので、学校からも直接のお願いで行っています。私以外にも、何人かいますので、第１回のときに最後少しお話しをしましたが、妊婦さん向けのパンフレットは充実しているようですが、喫煙についてのパンフレット、私たちが学校で話をするときは、薬剤師会で自前でつくったパンフレットを持って行って、もしも学生さん向けの持って帰ってもらえるようなパンフレットを作成いただけるのであれば助かるなと思っています。ご検討いただければと思います。学務課がからまないとそこらへんは動かないのかと思っています。 歯科保健・医療連携担当課長： ここのところは学務課と相談して、学務課を追加するかもしれません。 部会長：    他にございますか。 私のほうから、資料２の６ページの区民の取り組みのなかで、高齢期の介護予防や社会参加支援に関する事業に積極的に参加しましょうとありますが、引きこもりをみんなでなくすような文言があるとよいのではないかと思います。逆に言うと、行政が頑張るというよりかは、地域の働きかけで引きこもりをなくすような文言が入っているとよいと思います。行政が直接動けない分野だと思いますので。 委員：     よいでしょうか。私は社協でボランティアコーディネーターをやっていますが、いま社協ではカフェをあちこちでやって、ボランティアコーディネーターもそこに常駐していて、引きこもりを防ぐために、ボランティアをやることをすすめています。いまの時代もあり、私がボランティアを始めたころよりも 60代からの人が 70歳ぐらいまで年金をもらえるまでに、生活費を稼ぐために、パートで従業をしていたり、働く方が多くなりました。江東社協でもボランティアの人口が 5,000名を超えたときもございますけれども、現在は 4,500 から 4,600 となっています。ようするにボランティアをし始める年齢が高くなっています。以前は 55 歳ぐらいから、退職した方なんかはスタートしてくださっていたのですが、皆働いて年金補助と言いますか、お金になることをしている方が多くなっています。ボランティアをやりたいという方がなかなか
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減ってきているのが現状です。ボランティアの現場にいてそのように思います。あともう一つは、ボランティアの場で動ける人が決まってきています。やっている人は５、６個やっていますが、引きこもりというのは、本当に引きこもってしまっていて、出てこないです。だからそのアンバランスさです。どういう理由で引きこもってしまっているのかはわかりませんが、あらゆることをやって、出てきてもらえるような体制をとらないとそれこそ高齢者の人たちのメンタリティが危ないと思います。 部会長：    ありがとうございます。行政が直接手を出せない部分で、間接的なサポートになるかと思いますので、どのように書くか悩むところでございます。行政が何かやってくれるのではなくて、区民の方が地域で取り組みができているとよいですね。 その他なければ、これまでと同じ流れで、ご意見をもう一度確認したうえで修正をかけてもらうことになります。その後のスケジュールはいかがですか。  （２）その他（２）その他（２）その他（２）その他 歯科保健・医療連携担当課長： 今後のスケジュールですが、11月に全体の策定協議会を行い、そこに骨子案を出させてもらい、また協議会でご意見をいただいたものを、素案として 12月中にパブリックコメントを実施したいと思います。 部会長：    11 月の協議会までに皆さんに意見をいただいて確定したところで、また見せてもらって、11 月の協議会にかけて、12 月には区民の方に見ていただくということです。来年はメール等のやりとりで完結させるということです。お手数をおかけしますけれども、皆さんよろしくお願いいたします。  ３３３３．．．．閉閉閉閉会会会会 歯科保健・医療連携担当課長： 三回にわたり、貴重なご意見ありがとうございました。今後ともご連絡差し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。  以上 


