
 

江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・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３作業部会第３作業部会第３作業部会第３作業部会     １ 日 時   平成 30年６月 25日（月）   午後１時 30 分開会  ２時 55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〕 岡本 克郎   （江東区医師会 顧問）         一ノ瀬 顕輔 （江東区薬剤師会 理事）         平賀 正司  （東京都立精神保健福祉センター 所長）         石久保 亮  （ハナクリニック デイケア部 部長（精神保健福祉士））         六藤 陽子  （公募区民委員）  （２）事務局出席者 歯科保健・医療連携担当課長 小松崎 理香 保健予防課長 尾本 光祥 城東保健相談所長 松本 和也 健康推進課 がん対策・地域医療連携係主任 鈴木 英明 健康推進課 保健指導担当係長 佐藤 洋子 健康推進課 計画策定担当係長 大久保 玲二 保健予防課 保健係長 白井 晴美 保健予防課 保健指導担当係長 竹内 慶子 城東南部保健相談所 保健指導担当係長 山本 民子  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（資料２、参考１～３）   (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」   ・参考１ 平成 29年度江東区民健康意識調査より 抜粋 【一般区民】   ・参考２ 平成 29年度江東区民健康意識調査より 抜粋 【中学・高校生】   ・参考３ 平成 29年度江東区民健康意識調査より 抜粋 【乳幼児・小学生】    （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３作業部会 日程調整シート ・第１回作業部会 意見シート          
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江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・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３作業部会第３作業部会第３作業部会第３作業部会    会議内容会議内容会議内容会議内容        １１１１．．．．開会開会開会開会およびおよびおよびおよび挨拶挨拶挨拶挨拶 保健予防課長： お待たせいたしました。定刻になりましたので、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の第３作業部会を開催いたします。本日はお忙しいなか、ご出席たまわりましてありがとうございます。私は、保健予防課長の尾本でございます。事務局を務めさせていただきますが、議事に入りますまで進行を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。  保健予防課長： それでは資料の確認をさせていただきます。次第、名簿、席次表、資料１、２、参考１～３まで資料がございます。江東区民健康意識調査報告書の概要版を前回に引き続き机上に配付させていただいております。不足等ありましたら、事務局までお声がけください。     保健予防課長： この部会は初めての回でございますので、お手元の委員名簿の順に委員のご紹介をさせていただきます。 （各委員紹介） 改めましてどうぞよろしくお願い申し上げます。これから次第に従い進行してまいりますが、ここからの進行は岡本部会長にお願いしてまいりたいと思います。  部会長：    それでは、次第にそって進めさせていただきます。ご意見をいただき実りある会議にしたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。   ２２２２．．．．案件案件案件案件 （１）（１）（１）（１）計画策定の概要及び施策体系計画策定の概要及び施策体系計画策定の概要及び施策体系計画策定の概要及び施策体系についてについてについてについて    保健予防課長： 資料１は計画策定の概要、施策の体系について説明をした資料でございます。江東区の健康推進プランは平成 15年に策定されたもので、次を重ねまして、今回 30年度から健康増進計画第二次、江東区がん対策計画第二次、江東区食育推進計画第三次を策定してまいることになっております。これまで別のプランであったものを一つにして策定していくということでございます。現計画策定後に環境の変化や現計画の最終評価及び 29 年度の区民健康意識調査の結果等がでているところでございますが、がん対策推進計画、食育推進計画を内包した新たな健康増進計画を策定していくものでご
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ざいます。計画期間は、31 年度からの５年間の計画でございます。国は、「健康日本21」、東京都は「健康推進プラン 21」を 29年度からとしておりますが、江東区は２年ずれての推進プラン策定になります。計画を策定してまいります体制でございますが、全体をまとめる会として、健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画の策定協議会がございます。その中でそれぞれ第１作業部会、第２作業部会があり、この部会は第３作業部会として、その計画の中の「こころの健康づくり」の分野を策定していくという部会でございます。最終的には、事務局が取りまとめをさせていただきまして、最終的な計画を作ってまいります。この計画の構成（案）でございますが、ポイントの一番目として、現在別計画として策定しているがん対策推進計画・食育推進計画は生活習慣や生活習慣病対策との関連性が強いので健康増進計画に内包してまいります。二番目として、現健康増進計画は５つの柱を立てており、それを６つの分野に再編しております。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、こころの健康づくり、社会環境の整備に再編しております。その中のこころの健康づくりの分野を第３部会が担当いたします。江東区、この地域が主体的に健康づくりに取り組めるよう区民・関係団体・区が地域の中で果たすべきそれぞれの役割を示していきたいと考えております。生涯を通じた健康づくりを推進するため、各施策のライフステージごとの取り組みを示していきたいということでございます。３ページ目をご覧ください。５月に策定協議会の全体会議でございますが、第１回を開催いたしました。その後、第１、第２、第３のそれぞれの部会を６月、７月、８月に行い、まとめをしてまいりたいと思っております。骨子案を 10 月に、それを 11月の協議会にかけてまいります。素案を策定したのち、パブリックコメントでさまざまな意見を求め、修正を行い計画を決定していくという手順でございます。この部会は６月、７月、８月の開催を予定しております。４ページ目でございますが、先ほど述べましたが、６つの分野で目標を定めた体系案でございます。生活習慣の改善、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、社会環境の整備の６つの分野別の目標でございます。繰り返しとなりますが、第３部会はこころの健康という目標を達成する企画を立てるということでございます。中で４つの施策を挙げてございます。うつ対策、ストレス対処、相談支援、休養の４つの施策を検討いただき、分かりやすくライフステージごとに計画にしていくという形になります。最終的には地域全体で取り組む健康づくり、ライフステージに応じた健康づくりというのが計画の体系でございます。以上、計画策定の概要、施策の体系案についてご説明を申し上げました。この部会で進めるこころの健康づくりの位置付けや全体の中での位置づけ、計画全体が目指すところをご理解いただければと思います。 
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部会長：    ありがとうございました。ご説明にあったようなことで、この会が開かれております。資料１の１ページをご覧いただきますと、平成 15年から 10 年計画で策定され、次に 20 年に５か年計画、25 年、30年と順次５年ごとに新しい計画を作っています。平成 30 年度は１年間をかけて次の計画を作るという位置づけであると思います。こころの対策がこのプランの中に取り入れられたのは、私も不勉強でよく分かりませんが初めてかなと思います。25 年はがん対策がメインで、食育は名前がとても人気があって皆さん熱心でしたが、委員会で申しあげても、すぐに戦略がでるということでもありませんでした。25年のがん対策では、ジャーナリストをお呼びして検診でがんをくい止めたという経験をお話しになり、乳がんサバイバルの方もお話いただきました。私もシンポジウムでディスカッションをしたという思い出があります。平成 30年からの計画では、健康増進とがん対策、食育と３本柱ですが、健康増進の作業部会は、このこころの健康というだけのようです。他の社会環境の整備、生活習慣病の予防、生活習慣の改善等はこのような作業部会なしに進んで行くのかなと思っております。 歯科保健・医療連携担当課長： 部会を３つ立ち上げておりまして、この部会の他に生活習慣の改善・生活習慣病の発症予防や重症化予防、がん対策の部会と食育を検討する部会があります。 部会長：    私は２つと思っておりましたが、３つですね。社会環境の整備はないということですか。 歯科保健・医療連携担当課長： 社会環境の整備は全体の策定協議会の中でご検討いただくと考えております。 部会長：    生活習慣の改善と生活習慣病の予防は一つの作業部会で両方議論をする。そうすると、部会は４つあるということですか。 歯科保健・医療連携担当課長： 資料１の２ページをご覧ください。計画の策定体制ですが、策定協議会の下に３つの部会を立ち上げておりまして、地域とのつながりの部分は策定協議会でご意見をいただくことになっております。第１作業部会では生活習慣病や生活習慣の改善、がん対策となっています。 部会長：    理解が不十分で恐縮です。作業部会は３つということで、健康づくりのうちのこころに関してはこの第３作業部会がメインであるという理解でよろしいでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： はい。 部会長：    今、資料のご説明をいただきました。委員の皆様、いかがでしょうか。何かご質問、ご意見ございますか。 
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委員：     ５つの柱を６つの分野に再編をされた経緯について教えてください。 歯科保健・医療連携担当課長： これまでは、体系が歯と口の健康、親子の健康づくりを一つの分野として立ち上げていましたが、区民健康意識調査やこれまでの健診結果等を踏まえて、評価をしたところ、歯と口の健康、親と子の健康づくりについては指標のほぼ 70％以上が達成または改正されているというところから、今回は大きな柱立てにはせずに、生活習慣の改善、あるいは生活習慣病の中に入れていくということです。先ほど部会長のお話しにあったようにこころの健康づくりは、これまでの計画の中には入っていなかったのですが、区民健康意識調査の結果から、何らかの健康ストレスを感じている人の割合が、区民の 70％程度となっています。国の同様の調査結果に比べると江東区民がストレスを抱えている状況が少し多いことから、今回、柱立てのひとつにこころの健康づくりを入れさせていただいたということでございます。 部会長：    よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 委員：     健康のためにジャンルを分けて、縦割りという形にどう定めていくかはとても難しいところだと思います。この３部会でこの５つのカテゴリー、分野はどれもお互いが絡み合っています。こころの健康だけでも食事からくるものや病気からのものもあり、横のつながりもかなり強いものなので、どの程度縦の話しをしながら横も絡めていくのか、流れはどのように考えられますか。 歯科保健・医療連携担当課長： とりあえず作業部会はこの分野で立ち上げておりますが、全体をオーソライズする会議として策定協議会があり、ここで全体を通じた社会環境の整備等も含めてご意見をいただきたいと考えています。 部会長：    よろしいでしょうか。 委員：     それはスケジュールの中でどのくらいのスパンで行われるものですか。 歯科保健・医療連携担当課長： スケジュールでは、作業部会でそれぞれ具体的な取り組み、施策の方向性、指標等をご議論いただいて、それを事務局で骨子案として取りまとめたものを 11月に策定協議会でオーソライズをしていくという予定になっております。 委員：     11 月には３部会全員が集まることになるのでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： いいえ、策定協議会はそれぞれの部会の部会長に部での議論をご報告いただきますので、部会長にご出席をいただきます。 部会長：    私が代表として出席しますので、責任が重大だということですね。皆様のご意見を
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よく理解して咀嚼し協議会に臨みたいと思います。よろしいでしょうか。他にはありませんか。 委員：     こころの健康の施策で、うつ、ストレスとありますが、お酒の問題が背景にあってのうつ病であるとか、ストレスのはけ口での飲酒であるとか、生活習慣の改善にたばこ、飲酒が出ていますが、こころの健康の上での視点でその部分を捉えるということはないのでしょうか。 部会長：    今の質問のポイントは、たばこ、飲酒が第１作業部会のテーマに挙がっているが、こちらの作業部会でも関係するのではないかということです。 歯科保健・医療連携担当課長： アルコールや薬物は、精神の健康の重要な課題の一つでありまして、この４つの課題、相談支援、対策などの中には含まれてくると思います。 部会長：    お互いに関連がありますので、よその作業部会だからといって遠慮せずに、いろいろとご意見を言っていただいて、委員のご意見を全体が集まる策定協議会で代表して説明をしたいと思います。 委員：     先ほど、区民意識調査で区民の 70％がストレスを感じており、その割合はとても高かったとうかがいましたが、性別、年齢構成などデータとしてあるのでしょうか。 部会長：    区民のアンケートについての具体的なご質問ですが、資料２でその説明があるのでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： 参考資料についておりますので、後でご説明をいたします。 部会長：    他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、このテーマは終了といたします。次に各施策の「目標案」及び「現状と課題」について事務局からご説明をお願いいたします。  （２）（２）（２）（２）各施策の「目標案」及び「現状と課題」について各施策の「目標案」及び「現状と課題」について各施策の「目標案」及び「現状と課題」について各施策の「目標案」及び「現状と課題」について □うつ対策□うつ対策□うつ対策□うつ対策    保健予防課 保健指導担当係長： 資料２の１ページをご覧ください。施策は「うつ対策」で、施策の目標案、施策の現状と課題です。施策の目標案は、「うつ病の理解促進と相談・支援体制の整備」。施策の現状と課題は、急速に変化する社会情勢や地域・社会とのつながりの希薄化などによるストレス・不安の増大に伴い、うつ病などの精神的問題を抱える人が増え、区の自立支援医療制度（精神通院医療）の交付数は年々増加しています。うつ対策は、本人の治療、回復とともに、周囲の理解、対応が求められています。区民意識調査に
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よると、精神的不調になったときに、誰かに相談したり、助けを求めたりすることに４割以上の人が「ためらいを感じる」と答えています。うつ的な症状がある人は、専門機関での相談や治療など、早めに支援を受けることが大切です。周囲の人がうつ病の理解を深めることで、本人の不調に対しての早期発見と、適切な相談や支援に結び付けることができます。 現在、うつ病を始めとしたこころの病気の理解促進の取り組みとして、講演会の開催、追加で本日机上に配布しましたリーフレットの配布、自殺対策としてゲートキーパー研修等を実施しています。また、こころの病気の早期発見、早期治療を促進し、社会復帰を促すための支援を行っています。また、産後うつについて、新生児訪問指導等で自己記入式によるエジンバラ産後うつ病質問票を実施しており、実施数の10.4％がハイリスクとなっています。ハイリスク者及び育児状況等で経過観察をする場合は、個別に継続支援を行っています。 これからも、うつ病に対する理解を促進し、必要な相談ができる体制づくりと支援を行い、地域で支える仕組み作りを進めていく必要があります。 部会長：    これが現状と課題だということですが、いかがでしょうか。私から一つ質問ですが、ゲートキーパー研修は年間でどの程度の頻度で参加者は何人ぐらいですか。 保健予防課 保健指導担当係長： 回数は年に２回、今までは区の窓口の職員、保健所関係の職員、高齢者、障がい者に関わる施設の職員、民生委員、養護教員を対象に研修をしています。回により参加者数はまちまちですが、20～30 名以上の方は参加していただいています。 部会長：    年に２回で 40～60 名、毎年やっていらっしゃるわけですから、だんだん行き渡るということですね。 委員：     理解促進をしていくということですが、理解促進をしていく対象は誰ですか。広く浅く区民全般の方なのか、例えば専門的な学校の養護教員の方、職員の方とか限定した方を意識されているのでしょうか。 部会長：    いろいろな事業があり、ゲートキーパーの対象はこのような方ということだと思いますが、他の事業はどのような目標でどのような方を対象に設定しているかというご質問のように思います。 保健予防課長： 周知していただく、よく理解いただくという意味では、それぞれターゲットを絞った形で、理解促進を今も図っているところでございます。実際にこころの健康を作っていく中でさまざまな層、広くこころの病を持っている方、我々全てもそうなる可能性があると理解をしていただく。実際に患者になられた方、ご家族、さまざまな支援をいただく方、それぞれの立場の方に周知、理解をしていただくことが大事であると
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思っています。そうしたことが総合的になされて、進んで行くと思っております。 部会長：    具体的に考えますと、講演会は区民に広報で知らせて、おいでになった方を対象とする。リーフレットの配布は公的な機関や医師会に依頼して開業医さんの窓口に置いて配布し、新生児訪問指導は出産時の手帳を調べて新生児を訪問し、お母さんの指導をしているということであろうと思います。他にあるのかどうかは存じませんが。 委員：     今後はもう少し幅広くしていくというイメージで考えたらよいのか、もう少し深くしていくと考えたらよいのか。何かお考えがあるのでしょうか。 部会長：    対象をもっと絞り込むのか、広げていくのかというご質問です。 保健予防課長： 必要に応じ、必要なところは広く、より効果的に理解していただけるように進めていきたいと思います。 部会長：    より効果的にということで、ケースバイケースということかもしれません。一律には言えないということかもしれません。もし具体的なイメージがございましたら、お話しいただきますと説明ができると思います。他にはいかがですか。 委員：     今の段階では質問はありません。なぜかというと、私は何もわからない状態で出席していますので、今まで皆様がやってこられてだめだったことや問題点を具体的に挙げていただき、参考資料を見せていただいて初めて質問や疑問が出てくると思います。いままでの対策で失敗したことや課題をお知らせいただければより成果があがっていくと思います。 部会長：    区は毎年事業評価をしていますからデータはあると思いますし、準備されていると思いますが、今ここで提出できるかどうかはわからないということだと思います。成果を元に、過去の反省に立って先を考えようというご意見であると思いますので、データを議論につなげていけたらと思います。次の作業部会の予定はどうなっていますか。 保健予防課長： 月に１回で３回予定しており、次回は７月 25日の予定です。 部会長：    その時に資料を見せていただけるようご準備ください。３回目はいつ頃の予定ですか。 保健予防課長： 経過を見ながら開催日を決めたいと思っています。 部会長：    次に「ストレス対処」について事務局から説明をお願いします。  □ストレス対処□ストレス対処□ストレス対処□ストレス対処    健康推進課 保健指導担当係長： ２ページ、「ストレス対処」のところです。施策の目標案としましては、「適切なストレス対処方法の普及啓発」を案として出させていただいております。施策の現状と
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課題ですが、今日お手元にお配りしました健康意識調査概要版の 18ページから 22ページまでにこころと体の休養の充足度、睡眠時間の充足度、悩みやストレスの有無等を抜粋しておりますので、併せてご覧ください。後でもお話しをさせていただきますが、ストレスの対処の部分と休養の部分は、こころの健康を保つための生活に視点を当ててのことになってきます。施策の現状と課題について、現代社会で生活していく上で、ストレスは避けることができないものとなっています。過剰なストレスが長時間続くと、精神的にも身体的にも健康に影響を及ぼします。健康的な生活を送るためには、ストレスを理解し、適切に対処することが必要となっております。概要版からの抜粋ですが、区民健康意識調査によりますと、日常生活でストレスを感じている人は、男女とも働き盛りである 30 歳～50 歳代の割合が高く、ストレスの原因としては「仕事」の割合が最も高くなっています。また、乳幼児の保護者につきましては子育て等、その世代によって項目も変わってきますが、「負担だが楽しい」という方がいる一方で「親同士の付き合い」や「こどもへのしつけ」、「教育」等について悩みを持ち、世代によって項目が変化をしております。ストレスと上手に付き合うことが大切といわれておりますが、このストレスに対して正しい知識をもつこと、適切にセルフケアができるように環境整備も必要となっております。しかし、セルフケアをすると同時に、自分で対応しきれないストレスに対しては、周囲の人や専門家に早めに相談すること、周囲からもサポートを受けることが非常に重要になってきます。区民のストレスによる問題を減らすために、区としてはこころの健康づくりの一環として、世代別のストレス対処方法についての知識の普及啓発や相談・支援体制の充実を図ってまいりたいと考えております。 部会長：    ストレスの現状です。資料の８ページ、悩みや不安、ストレスの有無について質問に対しての結果がグラフになっています。ストレスがある人は７割台、９ページでは、「よくある」、「ある」という人が 30歳代で８割台、70歳代では５割となっています。先ほどの六藤委員からのご質問はこのあたりのことかと思います。この数字が他の区より高いというご説明であったと思います。表を見て読み取るのは多少時間がかかるかもしれませんが、他の区よりも高いかどうかは皆様も気にされていると思いますが、よその区の調査方法とこの調査方法が同じということではないので、単純には比較しづらいということもあるのではないでしょうか。こういう傾向が認められるという程度のことで、きちんと統計的な検定に耐えうるデータという意味ではないと思います。ご意見はどうでしょうか。 委員：     40歳代前後の働き盛りの男女が仕事により非常にストレスを感じていると読ませていただきました。私はまさしくこの世代です。職場でのストレス対策も行われている
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と思いますが、まだまだ課題があるというお話しを聞きます。江東区として働き盛りの方達にアプローチしていくのは難しいのかなと感じていますが、実際にはどうなのでしょうか。 部会長：    今のご質問の趣旨は、職場の問題はあまり手が出ないのではないか、ということですね。男性と女性では、女性の方がストレスが高いということが書いてありますので、女性の方が職場でのストレスは高いのかもしれませんね。 委員：     江東区は特に子育て世代、共働き世帯が増えています。働いていた時のことを考えると、江東区の区民報を読むことはなかったですし、図書館に行くことはあってもチラシを見ることはありませんでした。せめて週末は休もうとか子どもと過ごそうとか、家のことでいっぱいでしたので、知識の普及、啓発、支援体制は身近に感じられませんでした。これまでの課題に対して、今後考えておられるアプローチはあるのかなと思ったしだいです。 部会長：    ストレスというテーマに対しての施策は、これまであまりなかったのではないでしょうか。 保健予防課長： ストレスがこころの健康に与える影響は非常に大きいこと、ストレスのコントロール、休養や良質な睡眠を適正にとることは認識されており、我々も気を付けて指導や研修などさまざまなことで広めているところでございます。職域の保健、いわゆる労働問題としてのストレスやうつなどにもアプローチをかけております。中小企業が多いところなので、職場を通してさまざまな配布物等で啓発を行っています。今、お手元にパンフレットを配布させていただきました。 保健予防課 保健指導担当係長： このパンフレットは中小企業にお送りしています。 保健予防課長： このほかにカレンダーも中小企業にお配りしアプローチしていますが、職域に入っていくのは、難しいところです。 部会長：    職域に関しては労働安全衛生法がありますので、強制的な権限を持って産業医が関与し、職場のストレスをチェックすることになって２年になります。これはさぼると罰則となりますので、全ての事業所がやっています。江東区は強制的な権限を持っておりませんので、職域に入っていく事は事実上は不可能です。プライベートのところで応援できることは応援したいと行政の皆さんは考えていらっしゃると思います。共働きについても行政が介入する問題ではありませんので、どうフォローしていけるかという視点で考えていくということだと思います。よろしいでしょうか。次は「相談支援」について事務局から説明をお願いします。  
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□相談□相談□相談□相談支援支援支援支援    保健予防課 保健指導担当係長： ３ページです。こころの健康の「相談支援の充実」。施策の現状と課題は、こころの健康の維持・回復をすることを目的に、区ではこころの健康に関する予防事業、相談事業、社会復帰に向けてなどの事業を展開しております。精神保健相談としては専門医による個別相談（一般、児童思春期精神、高齢者）や社会復帰をめざす方の生活教室、ご家族が病気の知識や対応について学ぶための家族相談教室（一般、精神、酒害）、地域を担当する保健師による個別支援活動といった相談事業と精神保健の講演会を開催しております。江東区保健事業概要により、一般精神保健相談の相談対象として、30 歳～40 歳代が 54％を占めています。内容としては、精神性の障害、統合失調症、うつ病等の気分障害がそれぞれ 20％となっております。児童思春期精神保健相談は、９歳までが 43％、10歳～19歳までが 47％となっており、診断については発達障害の方が約半数を占め、その中には二次障害に関する相談もあります。また、地区担当保健師による個別支援活動は、家庭訪問や面接相談、電話相談などを行っております。精神保健講演会は、年７回程度メンタルヘルスに関するテーマで実施しております。こころの健康相談支援として、一般精神保健相談、思春期相談、母子保健分野でのメンタルヘルスの相談といったライフステージに応じた相談や継続した療養生活をサポートする体制をとること（退院支援や地域での生活支援）、アルコール等の依存症の相談など関係機関との連携を図りながら相談支援を行うこと、社会復帰促進事業や家族の相談等も精神保健事業の中で必要な相談や対応ができるように体制をとることが重要であると思っております。 部会長：    現状についてのご説明でしたが、ご質問、ご意見等ございますか。 委員：     先ほどのストレス対処とつながってくると思いますが、ストレス対処の中にも相談・支援体制の充実が入っていて、こちらは本当に専門的な相談までいくのかどうか。先ほどの相談は家族などの身近な人への相談も含み、必ずしも専門的な相談だけではないように思います。こちらは、より疾患に近く、もう少し専門的な領域だと思います。これは枠づけの問題なのかもしれませんが、相談体制といった場合は、どのあたりまで含めていくのかを考えて、前のストレス対処とつながってくるのかもしれませんが、ストレス対処は、自分でなんとかするというセルフケアに近いところを対策として盛り込んでいて、そのために、知ってもらい、自分でこんなことをしていけばいいですよ、でも相談は大事ですと、そういうことも含めた相談支援体制の充実となると、固い内容で専門的なところに特化したものになるので、もう少し身近な相談場所はどんなものがあるのかから広げていってもいいのかなと感じました。 
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部会長：    相談はストレス対処も含まれており、相談支援においてもやっている内容は若干違うと思いますが、相談員が一生懸命やっているということで、一般のストレスの相談にも広げてはどうかというご意見であると思います。 保健予防課長： 名称は「相談支援」としており、ライフステージごとの相談は、医師だけではありませんが、専門の医師や精神科医に入っていただくという相談支援を行っています。専門的なというのが適切かどうかわかりませんが、より深い相談支援について書き表したものです。平賀委員が言われたようにより広く一般対象の相談にも広げていくことが大切かと思います。相談支援というのは専門用語でしょうか。分かるように書かないといけないのかもしれません。 部会長：    ２ページのストレス対処の下から４行目に「自分で対応しきれないストレスに対しては、周囲の人や専門家に早めに相談することが重要です。」とありますが、直前のセルフケアと専門家に相談ということばが並んで出ているので、平賀委員はことばの羅列ではなく考えられないかと思われたのではないでしょうか。 委員：     はい、その通りです。それとライフステージに沿ったというところも大事なところです。もう少しわかりやすく、いろんな世代の方がいて、いろんな悩みを抱えている方がいて、江東区は女性で働いている方が多いとのことですが、そういう方々も含めての対策を考えられるといいかなと思います。 部会長：    もう少し具体的なイメージで文章を作っていけば、その都度具体的な作戦が立っていくのではなかろうかと、そういう一般的なご指摘が含まれているように思います。次回に向けてお考えいただければと思います。他にはいかがでしょうか。次は、「休養」について事務局からご説明をお願いいたします。  □休養□休養□休養□休養    健康推進課 保健指導担当係長： ４ページです。「休養」は全体の説明の中でもありましたが、生活習慣と大きく関連する部分もありますが、こころの健康でも施策の一つとして取り上げさせていただいております。施策の目標案としましては、「十分な睡眠・休養をとり、心身の健康づくりの推進」です。施策の現状と課題は、心身の健康の保持・増進には、適切な休養をとることが大切です。しっかりと休養をとり、規則正しいリズムで生活することが、心身の健康づくりには欠かせません。区民の健康意識調査の結果から見ますと、34.2％の人が休養がとれていないと感じている状況でした。休養のとり方とストレスの関係をみますと、休養がとれていない人ほど、「ストレスを感じている」という割合が高くなっており、睡眠の充足という視点から見ても、とれていない人がほぼ同じ割合で回
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答をいただいております。中高生、乳幼児、小学生と世代別にアンケートをとっておりますが、ストレスの割合と休養についての傾向は、一般の方と中高生で同様の傾向が見られました。健康づくり推進の視点での重要性となってきますが、休養はこころや体の健康を維持するために必要だということ、休養の重要性を認識し、十分な睡眠をとることが重要というところの啓発をしていくということです。区民の質の高い休養を確保するために、区はライフステージごとに基本的な生活習慣（睡眠や生活リズム）を身につけること、休養が心身の健康の保持増進に大切であることなど正しい知識の普及啓発を進め、睡眠障害や心身の不調などの相談・支援に取り組んでいく必要がある、と考えております。 部会長：    いかがでしょうか。 委員：     現状と課題のところで、休養の大切さの普及啓発を進めると書いてありますが、実際に休養が大事というのは、たぶん皆さん知っていることで、知っていてもできない人達に対して、正しい知識や普及啓発をどのようにアプローチするのか、お考えをお聞きしたい。 部会長：    今のご質問は、休養の大切さを知っている状況において、休養がどの程度の効果があるのか、そのようなアプローチでいいのだろうか、というご質問です。 委員：     最初に委員がおっしゃったように、健康対策のそれぞれの部会と重なることがあって、必ずしも一つの区分けでいかない。うつ病対策もストレス対策も全部がお互いに絡んでいるので、分かりにくいというところがあり、ストレス対策の中に休養という項目がそのまま入り込んでしまうというイメージあります。ここだけが目出しをして、休養の大切さをどのように普及していけばよいのか、考えつきません。施策の目的の一つとして休養ということばを挙げて、対応をとっていくというのは、区を挙げて皆を休ませようとしているとも違うと思うし、かといって、いい休養をとらせるためにどういうことをしたらいいのかということを広げていくのか。イメージはわくが、なかなか難しい。ここを目出しにしたことに意味があるとは思うが、このこととストレス対策が一次予防で、相談支援とうつ病対策が二次予防から三次につながっていくというようになんとなくイメージがあって、広く健康づくりの中に休養が入ってくるのだと思いますが、休養だけぽんと出してしまっていいのか。他の部門に関わるのかもしれませんが、こころの健康ではあるが、心身含めた健康というような項目にして、その中に休養を入れた方がわかりやすいのではないかと思います。 部会長：    ストレス対策の一番は休養ではないかというご発言がありました。全くその通りだと思います。章立てがこれでよろしいのでしょうかという根本的な疑問も今のご発言に含まれていたと思いますが、事務局としてはどのようなお考えで章立てをなさった
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のでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： 最初は生活習慣の改善に休養を入れ込んでいましたが、施策を考えていく中で行き詰まり、こころの健康で書いた方が書きやすいと思い、こころの健康に移しました。委員の皆様からそのようなご意見があれば、元に戻して生活習慣の改善に入れてもいいのではないかと思います。生活習慣が基本でいろいろなところに関わっていることははっきりしていますので、章立てを動かすことも含めて検討させていただきます。委員の皆様のお考えをお聞かせください。 部会長：    休養といえばまず睡眠のことであると思いますが、年齢により必要な睡眠が異なり、個人によっても異なります。地方に行くと地方の方は夜は早いなという印象があります。街が早くから暗くなってしまうという感じで、睡眠の問題は地方ではあまり問題ではないのかなという気もしますが、江東区は都心でございますので、夜遅くまで皆さん活動されている印象を持ちます。全員が活動されているとも限りませんが、江東区の事情、やむを得ない前提条件もいくつもありますので、そこから考えていくしかないのではないでしょうか。江東区にはもう住むなという結論ではなく、こういう条件がありながらここを良くしようというニュアンスが込められている必要があるのではないか。休養に関しても、そんな感じがします。章立てを変えるかどうかは事務局にお任せいたしますけれど、確かに休養というのは、こころの健康と関係がありますが、他の健康とも関係がありますので、委員のご指摘は、的を射ている感じがいたします。 委員：     会長がおっしゃったように、むしろ睡眠にして、章立てとしては、睡眠の質を保つとか、その中に休養を含める。富士宮市が睡眠キャンペーンの中で、「お父さん眠れてる？」というようなことをやられました。睡眠をきちんと確保していくことが大事ですということは、一次予防の中でこころの健康を考える上で、もう一度寝ることを考えていきましょうということであれば、会長のおっしゃったことがしっくりくると感じたところです。 部会長：    休養でも特に睡眠に関しては、ここにあってもいいのではないかという委員のご意見です。 委員：     もちろん睡眠も大事ですが、遊ぶとか好きな事をするのも休養になると思うので、先ほど、他の部会にあった休養で行き詰ったからこちらにという話がありましたが、どう行き詰ったのかということも教えていただきたい。恐らくどの部会にいっても、よく分からなくなったら他の部会に移すということになっても、全てが絡んでいるので、どこかで引き受けようと思えばできると思う。何に行き詰ったのか、今までやっ
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てきたことの悩みを教えていただいて、その中でできることがあればいいなと思っています。いろいろと議論され決定されたこの分類は、このままでいいのではないかという意見です。 部会長：    章立ては変えなくてもいいという委員のご意見ですが、行き詰ったからには何か多少分けにくい問題があったのではないか、その点をここで議論して答申に書けばいいというご意見です。それも一理あると思います。この辺をもう少し事務局で筋が通るようにしていただければと思います。 委員：     休養の中の睡眠のお話しがでまして、正しく知識の普及、啓発を進めるということですが、分かっているができない。夫も睡眠が１日５、６時間で平日はずっと仕事、週末に寝だめるという生活をしていて、年齢も 45歳になり疲れてきたので、「寝なさい」と言いますが、眠れない。興奮状態で仕事から帰ってきたときに、寝るまでに落ち着かせる装置のようなものが必要で、そこがうまくいかなくて眠れず、寝る時間が短くなってしまう現状です。中学生や高校生も働いているわけではありませんが、勉強や趣味で興奮して眠るまでに時間がかかっています。睡眠導入へのアプリもあり、私も使ったりしますが、施策としては前向きにスイッチを切り替えましょうというようなものも対策としてあるのではないでしょうか。分かっているのにできないという現実が非常にもどかしく、施策としては難しいと思いますが、体験からお話しをいたしました。 部会長：    確かに睡眠はとった方が良いことは分かりきっているが、なかなか難しいという現実的なご意見がでました。どうすれば少しずつでもやっていけるか、そのようなことを議論しましょうという提案だと受け取りたいと思います。皆さんそれぞれ思い当たることがあると思いますので、何か作戦があれば、それを集約していければと思います。今、いろいろなご意見がでまして、章立てにも踏み込んだご意見がありましたが、事務局としてもそれなりのお考えがあって、このように切り分けていらっしゃると思いますので、もう少し筋道立てて皆さんに納得できるような構成が作れたらいいと思います。次回の作業部会に向けて、今日の議論を参考にしていただき、もう少しわかるものを作っていただきたいと思います。 委員：     ストレスという言葉は便利でついつい使ってしまいますが、実態がつかみづらいところがあり、自分のこととしてとらえにくいところもあると思います。もう少し具体的な体の不調であるとか、こころの不調の延長線上に睡眠不足や眠れないということもあると思いますが、そうした具体例があると区民の皆さんも自分のことかなと思い、相談につながりやすいのではないかと思います。全体は章立てとなっていますが、どこの部分に自分が関係しているのか、とっかかりの部分がないと単に報告でまとめま
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した、で終わるのではないかと思います。 部会長：    重要なご意見で、ストレスという言葉は、安易に使われ過ぎており、自分の直接的な具体的な現象とつながる議論があれば、皆さんの理解が進みやすい。ここにも医者が２名いますが、たいしたことはないと思ったときに「それはストレスですよ。」と言って終りにしてしまう、そのように利用することもままございまして、ストレスという言葉はいいかげんな言葉でもあるという大事なご指摘であったと思います。ですからストレス対処するというのは、具体的なイメージでこんなことがあった、あんなことがあったらそれがストレスで、それに対応が必要で、若干具体性を持たせた表現が必要であるというご指摘だったと思います。今後の参考にして進めたらと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。 委員：     具体的に抱えている問題として知りたいこともありまして、例えば、ストレスやこころの病気になると、いろいろなことでだまされたり被害を受ける方も増えてくると思いますが、実際にそのような被害が増えているのか。現実的に何か害をなしているのか。減らしたいものがあると、それに対しての対策も考えやすいと思います。実際に課題や問題はありますか。 部会長：    例えば、おれおれ詐欺が何件、今年は何割増えたとか、こころの健康に関しても数値化するものがあれば、分かりやすくて目標も掴みやすいというご意見ですね。こころの健康が良くない時に、よくない治療に飛びついてしまい、金銭的な損害も生じてしまう。金銭の概算はできないのかというご意見ですね。それができるとすばらしいと思いますが、少し考えていただき、あれば次回お持ちいただければと思います。 委員：     今のご意見と少し近いかもしれませんが、ある区の「健康 21」を見て、メタボリックが何％という調査があって、○や△がついており、○は全国的に見て優れているとか、△は全国レベルから見るとあまり良くないということです。先ほど、ストレスを抱えている人が７割で、これはよろしくない事態ですよとおっしゃっていて、そういうことが見えるといいのかなと思います。必ずしも同じ調査レベルで調査をしているわけではないのですが、全国ではこのようなことが言われていて、全国と比較して、区は眠れていない人か多いですよということが分る。会長が言われたように田舎の人はよく眠れているが、ここは明るすぎるのですかね、というような話の中からどうしていけばよいのかなど、なるほどこのようなことをやっていくのはその通りだと言いやすいのかなと思います。一つの例として、うつの方、自立支援の申請が増えているとか、手帳が増えているとか、うつ病の方が多いからうつの対策はしていかなければいけないとか、同じような前提が引っかかりながらでてくると思うので、見える方がわかりやすい。他と比べて多めですよというのが分ると、我々もぜひこれはやった方
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がいいですねと分かるのかなと思いました。 部会長：    よく似た意見がでてまいりましたが、○、☓と一目瞭然にわかるようなプレゼンテーションがあるとよいというご意見でした。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本日予定の議論が終わりました。その他として事務局から何かございますか。  （３（３（３（３）その他）その他）その他）その他 保健予防課長： 事務局からご連絡をいたします。お配りした資料の最後から２枚ですが、１枚目は第３回作業部会の８月のご日程をうかがう用紙です。記載されている時間で行いますが、ご都合の悪い日に☓印をつけていただき、ご提出をお願いします。 部会長：    ２回目は７月 25日とおっしゃいましたね。８月は３回目ということで、８月 20日～31日で、ご都合の悪い日に☓をつけて本日ご提出ください。 保健予防課長： もう１枚は作業部会の意見シートでございます。本日ご意見をさまざまいただきましたが、本日のご意見をこちらにおまとめいただき、また、言えなかったけれども思いつかれたことなどご意見があればご記入いただき、お送りください。いただいたご意見は次回の作業部会に戻してまいります。 部会長：    今日の意見は箇条書きでもよいと思いますし、ご発言の無かったことでも追加でお書きいただき、FAXでお送りください。締切はいつですか。 保健予防課長： ７月２日を締めとしておりますので、それまでに、FAX、郵送でお送りください。   ３３３３．．．．閉閉閉閉会会会会 部会長：    他にはよろしいでしょうか。それでは本日の作業部会はこれで終了したいと思います。皆様、ご協力ありがとうございました。  以上 


