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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（第２回）（第２回）（第２回）（第２回）        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 部会長：    それでは、定刻になりましたので、江東区健康増進計画・食育増進計画・がん対策推進計画の第３作業部会、こころの健康に関しまして検討部会を開催したいと思います。  皆様方、暑い中お越しいただきまして、どうもありがとうございます。  前回は６月の後半に部会が開かれ、活発なご意見をいただきました。色々な宿題をいただき、その後も保健所にご意見、質問等もいただきました。それらを踏まえお手元に資料が置かれてあります。保健所の職員の方が新しい資料を出してくださいました。  それでは、各委員方に今回も活発なご意見をお願いします。早速、順次この資料に基づき進めていきますので、よろしくご協力をお願いいたします。  お手元に資料１番、資料２番、資料３番、資料４番、それから参考と資料が準備されています。お手元に全部そろっていますでしょうか。それでは、その資料を順番に議論してまいります。  前回、この各資料の１ページ目をごらんいただいておりますが、前回の議論を踏まえ少し言葉の修正が施されています。それも含め資料１から順番に議論を始めます。１ページ目がその修正の含まれた最初の文章、その裏側が取り組みの方向性、次ページが関連団体の取り組み、施策の指標になっております。  では、資料１につきまして、事務方からご説明をお願いします。  ２２２２．．．．案件案件案件案件 （１）（１）（１）（１）各施策の「取り組み」及び「指標」案について各施策の「取り組み」及び「指標」案について各施策の「取り組み」及び「指標」案について各施策の「取り組み」及び「指標」案について    □休養・睡眠□休養・睡眠□休養・睡眠□休養・睡眠    保健予防課長： それでは、資料１からご説明をしてまいります。  資料１、２、３、４は、前回ご議論いただき、精神、こころの健康の取り組みをしていく順番についてもご指摘をいただきました。特に一次予防、二次予防、三次予防というような考え方に基づいて並べていったらよりわかりやすいのではないかというところもあり、このように休養・睡眠から始まりストレス対処、相談支援、うつ病対策の順番で並べさせていただきました。  １番目でございます。資料１でありますが、休養・睡眠に当たるところです。施策
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目標案は、睡眠という言葉をしっかり含めて、睡眠、休養の必要性の理解と促進、それから心身の健康づくりの推進ということにしております。  施策の現状と課題、これもさまざまなご意見いただいた中で変わっておりますが、１、２、３、４段からできており、最初に休養や睡眠の重要性をお話ししております。適切な休養をとることが大切です。睡眠については、こころの健康を維持していくために良質な睡眠が必要である等を述べております。  ２段目で、区民の状況を述べてございますが、34.2％の人は休養がとれていないと感じているという区民調査の現状を書いております。また、休養とストレスの関係を見てみると、休養をとれていない人ほどストレスを感じている割合が高くなっていると書いております。  また睡眠は、睡眠時間の充足度という点で調査をみてみますと、区民として余りとれていない、不十分であるとの回答が 32.8％となっていることを書いております。  そのような中で、区民の質の高い休養、あるいは睡眠を確保するために、ライフステージごとに基本的な生活習慣、生活リズムを身につけること、それから、休養がこころの健康の保持増進に大切であること、そうした知識を普及啓発していく、あるいは、睡眠障害、それから心身の不調等々についての相談支援に取り組んでいく必要があるという現状課題をまとめました。  次のページには、このような現状や課題に対して区が取り組んでいくことを書いております。その構成としてまず、こころの健康づくりには、講演会、パンフレット、さまざまな精神保健事業を行っておりますが、睡眠や休養の重要性について、その知識を普及啓発してまいります。  ２つ目の丸ですが、睡眠の質の改善、あるいは睡眠障害等、それらの早期対応に取り組んでまいります。  ３番目、世代別でストレスの対処法、こころの不調の気づきや相談支援に取り組んでいくこと、その方向性を挙げております。睡眠や休養の重要性について普及啓発をし、障害があれば早期対応に取り組んでいくということを方向性にしております。  このような中で、具体的に実際に区の主な取り組みとして、１つ目としてこころの健康づくりのための普及啓発を行ってまいります。さまざまな専門家、医師、あるいはこのような精神保健医療に取り組む専門家による講演会を開催してまいります。その中で普及啓発を行ってまいりますが、それ以外にも両親学級、育児学級、さまざまな健診、生活習慣病健診等々、多く行っている事業の中でもこのような規則正しい生活習慣、睡眠の重要性などを十分に普及啓発してまいります。  ２つ目、精神保健の開催ですが、こころの問題で悩んでいる本人、あるいは家族等
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へ専門医による個別相談を実施しております。これは一般に、思春期、高齢者等々を世代ごとに分けて相談実施しておりますが、そのほかに飲酒等、日常生活に影響及ぼすいわゆるコントロール障害などについても相談を実施しておりますが、これらをしっかり充実させているところです。  一方、我々の施策等も通して区民に取り組んでいただくものとして乳幼児期、学齢・青年期、成人期、高齢期に分けて取り組みの目標をお願いいたします。  次ページに、こころの施策、休養・睡眠の必要性の理解促進の分野の指標として２つ挙げております。休養が十分にとれていないと感じる人の割合の数値を揚げ、目標値として減らすことです。次に睡眠ですが、十分にとれてないと感じる人の割合を減らしていくことです。このような指標にしたいと考えております。 部会長：    どうもありがとうございました。  これが加えられた指標になりますが、委員の先生方、いかがでしょうか。それぞれ色々なご意見いただいておりますので、そのご意見を参考にして資料が作成されております。ご自分のご意見どおり、あるいはそのようなことを含めまして、ご質問、ご意見等をおっしゃっていただきたいと思います。いかがでしょうか。 保健予防課長： この部分については委員から、こころの健康で休養・睡眠、非常に重要なところである、あるいは、特に睡眠という部分について前面に出してきちんと施策として展開してはどうかというご意見をいただいております。これまで休養のみとしていたところをきちんと休養・睡眠として取り上げたところです。 委員：     おっしゃられるように、睡眠が中心であろうと思っています。  施策の取り組みのところで、本日は意見をさせていただいてもよろしいでしょうか。 部会長：    どうぞ、おっしゃってください。 委員：     １点目、区民の取り組みのところに「休養」という言葉が無くなり、睡眠に偏っているように思われますが、今後はどのようにされるのでしょうか。  ２点目、乳幼児と学齢期はおそらく、保護者あるいは親御様との関わりが非常に重要であり、乳幼児の方に基本的な生活リズムを身につけるなど、気をつけてあげることではありますが、資料４まで全部に共通したことにはなってくると思います。そのあたりをどのように、例えば何かメッセージ等を盛り込むのかどうかという点と、そのようになると、区の主な取り組みの中にもこころの健康づくりの部分だけではなく、例えば育児の問題等も入ってくるのではないかと思います。ライフステージ全体を見た際に、そのあたりをどのように考えるのか疑問に思いましたので質問させていただきました。 部会長：    ありがとうございます。乳幼児が自分で取り組むことは難しいことですので、実効
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的な対策とはどのようなことであるか、事務的にはどのようにお考えでしょうか。 保健予防課長： 区民の取り組みとは、乳幼児期からも含めてです。生活リズムをしっかりする、というのは乳幼児時期から大切なことですので入れてあります。例えば、さまざまな乳幼児が集まった機会等を捉え生活リズムを確立していただきます。これはこころの健康だけではなく、このような中で生活リズムを整えることも大事ですので、しっかりと啓発していきます。現在、お子様が生活のリズムが乱れているということがあるなど、実際にそのような例があれば相談支援にも取り組んでいくことを、よりわかりやすく記載したところです。  また、休養部分が少々睡眠側に偏っているようです。記載が漏れているところがありますので直してまいります。 部会長：    ありがとうございます。  恐らく保護者の方に働きかけるということになると思いますので、実際には乳幼児期のお子様をお持ちの保護者に語りかけていく、ということになります。保護者の方に出会うチャンスは、講演会でもありますし、場合によっては学校保健会のようなところで働きかけてもらう等、そのようなことも考えられると思います。  「休養」も復活させるとのことですが、よろしいでしょうか。  ほかに、いかがでしょうか。 委員：     講演会やパンフレット、講演会を行う、パンフレットを配布する、普及啓発を行っている取り組みの件で少し質問があります。メディア媒体の普及啓発を行っている方法というのはどのような方法があるでしょうか。例えば区報に載せる方法もあると思いますが、実際に困ったときにすぐに思い出す、ここに相談できる、ということを啓発するもので、それをどのような経路で今まで啓発を行っていたかというのを教えていただきたいと思います。 部会長：    実際には、どこがどのように機能するのかという具体的なイメージのご質問でしょうか。 委員：     はい、そうです。 部会長：    事務方としてはどのようにお考えでしょうか。 保健予防課長： 本日お配りをしている資料の中で、精神保健事業をどのように取り組んでいるかという資料を参考としてつけさせていただいております。それをご覧になるとわかるかもしれませんが、具体的に何を使い、媒体が何かというと、例えばホームページもあります。あるいは紙媒体、母子保健上の育児に関する精神保健のさまざまな研修会等の資料によるもの、またポスターや掲示によるもの、ありとあらゆる媒体を使用しております。何より個別の相談支援、よりディープなもの、より困っていらっしゃる方
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の早期支援に関しては個別の人対人の普及啓発等も、当然行っているところです。より適切に広く普及するものは広く広めたいと思い、早期対応や困難ケース等々、個別対応が必要なところは人対人の対応を行っているところです。 部会長：    今のご説明の参考の資料というのは、この１枚紙のことですか。 保健予防課長： はい、そうです。 部会長：    はい、わかりました。この１枚紙のどの辺りか、これ全体というのをご説明いただきたいと思います。 保健予防課長： 前回、区が行っているこのような精神保健の施策の体系化、どのようなことをしているのか、その中で計画しないといけないというご意見を委員からもいただきましたので、この１枚に添えさせていただきました。  この区だけではなく、色々な自治体でこのように取り組んでいるところもあります。江東区もこのように取り組んでおりますが、こころの健康を維持・回復する、そうしたことを目的に体系的に精神保健の事業を行っているところです。  それは予防、さまざまな普及啓発や予防から始まって相談、それから実際に医療が必要な方には医療を行っていただく支援、最終的には社会復帰していただくようなさまざまな支援、このような体系化した事業を行っております。  予防の中では精神保健相談、この計画の中でもさまざまに、たびたび言葉が出てきますが、精神保健相談として一般精神保健相談、それから精神家族相談、児童思春期の精神保健相談、高齢者精神保健相談、それぞれライフスタイル、ライフステージ、ターゲットを絞る中でご説明、ご相談に応じております。もちろんご本人だけでなく周りの方、ご家族の方に対しての相談も行っております。  また、より広く一般的に知識を普及啓発するという意味では、さまざまな講演会を行っております。予防相談の３つ目に自殺総合対策を行っておりまして、これはゲートキーパー研修や、さまざまな自殺予防に対する取り組みを行っているところです。  実際に医療が必要になった方に対しては自立支援医療、精神科の通院医療費を負担する、助成するという医療制度、それから、入院された方に対しては医療保護入院や区長同意入院、あるいは措置入院、さまざまな形の入院の形がありますが、それらの申請や対応をしているところです。  次に、最終的に社会復帰してこられる中では、さまざまな復帰促進事業として復帰された後の生活訓練等です。生活教室、あるいはアルコール依存等々の場合、そうした中で酒害生活教室、アルコールの教室等も行い、予防から実際に医療を受けられる、周りの方、それから、復帰された後の仕事、こういうものを体系的に提供しているところです。 
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 最後に、具体的に個別にといいますか、そうした中では地区担当保健師が家庭を訪問、面接、電話相談ということを日々の活動の中で行っておりますが、これらを総合的に、支援、提供しております。 部会長：    保健所で色々なことやっているので保健所にお問い合わせ下さい、ということになりますが、これだけ体系的な事業をやっています、という保健所のご意見でよろしいでしょうか。  はい、どうぞ。 委員：     いただいた参考資料中のものと、広報と、まだこの協議会でどこまで話し合うか自分の中でつかめておりませんが、とても良い内容の講演があっても広報活動が伴わなければ、参加者が少ないともったいないことになると思います。プラス広報活動をどのようにするかということは、この会ではどこまで話すべきか、ただこの中身を充実させて濃くしてよりよいものをつくっていきましょうという会なのかという点において、どの辺りでしょうか。 部会長：    おそらく広報は、このようにするという案があればもちろんこの会でお話しされていいかと思いますが、事務方では何か明確なイメージがあるのではと考えていらっしゃると思いますので、そのようなイメージを少しご説明いただければと思います。恐らく広報、あるいは町内会の看板など、そのようなこともいろいろお考えかと思いますが、皆様のご意見をお聞かせください。 健康推進課 保健指導担当係長：  ありがとうございます。  今現在こんなことをしております、ということを少しご参考にご案内できればと思いますが、一般的には、やはり区報に出すのが一番です。通年出している事業の案内は月に１回出していますので、それを目にとめていただければというところがあります。月に１回やっている相談事業については全部区報にご案内が出ており、区報を見て申し込まれる方も大勢いらっしゃいます。  それから、講演会についても同じように区報、ホームページ、あとはチラシですが、目につくようなところ、例えば区役所の窓口、図書館、出張所、そのような区内の施設が主になりますが、置かせていただいております。  また一般的に、くらしのガイドです。区民の人に配布される、くらしのガイドなどにもこのような事業を行っていますということが載っております。  今は、先ほど子育ての話にもありましたが、子育て期のメンタルヘルスがとても大事になっていますので、子育てハンドブックにもお父さん、お母さんたちのメンタルヘルスという部分でこのような事業、子育てのことなどを入れさせていただいていま
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す。 部会長：    委員、いかがでしょうか。 委員：   ありがとうございました。 部会長：    ご説明どうもありがとうございました。広報は以上の内容です。  皆様、他にご意見はいかがでしょうか。  どうぞ。 委員：     先ほど岡本部会長がおっしゃられたような学校医との関係も含め、こころの健康づくりの普及啓発、小さいお子さんに対応するところまでかかりますとなかなか書きにくいのかもしれませんが、教育との連携は、学齢期から青年期に入ってくるところに関しては少し大事なところであると思います。高校生が割とストレスを感じているという区の調査の中にもありましたので、先ほどの部会長がおっしゃった学校医との連携ということも含めながら、教育機関のようなところとの連携も区の取り組みの中にもあってもいいのではと感じました。 部会長：    ありがとうございます。大々的には書いてありませんが、私も少しそのように思いました。事務方としてそのような方針も可能であれば組み込んでいくようによろしくお願いします。  学校医と申しましたが、学校保健会という会があり、医師会や歯科医師会や薬剤師会や養護の先生方のグループが定期的に活動しております。その活動に少し、このたび区側としても働きかけをすれば十分可能だと思います。学校保健会の会長につい最近まで私が就いており、医師会長も兼ねておりますので、医師会に話を持って行くとおそらく、学校現場全体の話は通じるかと思います。  よろしいでしょうか。ほかにはいかがでしょうか。  どうぞ。 委員：     ２つあります。  まず、先ほどもお話に出ました媒体、講演会やパンフレットなど、情報提供の媒体としてＳＮＳ、ＬＩＮＥ、フェイスブックなどのソーシャルメディアの検討はされているのでしょうかというのが１つ目の質問です。まず、１つ目をお願いします。 部会長：    いかがでしょうか。事務方ではどのようにお考えになりますか。 健康推進課 保健指導担当係長：  ありがとうございます。考えなくてはいけないところです。今、具体的に何かに取り組んでいる、予定をしていることはありませんが検討したいと思います。 委員：     ありがとうございます。特に子供、母親のＬＩＮＥの使用率が非常に高く、私も６歳、幼稚園児の親ですが、利用していなかったＬＩＮＥを嫌でも使わなくてはならな
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いという状態から、非常にママさんネットワークで情報を伝える為には、とても有効であると最近感じておりました。ぜひ検討いただければと思います。 健康推進課 保健指導担当係長：  子育ての分野でやっている発信サービスのようなものがあります。 委員：     メールであるのは存じ上げています。 健康推進課 保健指導担当係長：  その中に何か一部入れていただく等はありますが、全体としては、そこまで届いておりません。 委員：     ありがとうございます。  もう１点、よろしいでしょうか。 部会長：    はい、どうぞ。 委員：     両親学級、育児学級、乳幼児健診という箇所ですが、私も子育てを体験してまいりました。そこで色々な睡眠や休養のお話をたくさん勉強させていただき、とても良い機会であると思っておりました。乳幼児健診は大体３歳ぐらいがマックスとなり、あとは幼稚園期に当たります。その後、小学校低学年となると、なかなか保健所に行く機会が無くなります。ただ現在、幼稚園の子供がおりますが、ママ友達との会話の中で必ず子供が何時に寝るか聞かれます。私の子供は結構寝つきがよかったので、乳幼児期の終了後もまだ睡眠の悩みがあるのかということを、とても日々感じることがあります。小学校に上がる前後というのが子供もテレビを見たりゲームを始めたりという時期でもあるので、親御さん自身のそのような睡眠に関する心配や興味も高まっているのかもしれないと感じることもありますので、小さくても構わないので、ぜひ講演会で上手に伝われば良いと感じました。 部会長：    ありがとうございます。恐らく睡眠の重要性は皆様薄々、十分どの保護者も思っていらして、しかし何をしたら良いのかよくわからないというのが実態ではないでしょうか。むしろこのような事業を行って確かな情報をお伝えするというのはとても意味があることだと思います。先ほどの委員の意見を参考にして進めていただこうと思います。  ほかにはいかがでしょうか。  よろしければ、次の資料２に進みたいと思います。  では、資料について、事務方からご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    保健予防課長： 資料２はストレス対処です。ストレスに適切に対応すること、適切なストレス対処
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方法をしっかり普及啓発していこうというのをこの資料２の目標にしているところです。前回議論いただいたところも含めて、施策の現状、それから課題をまとめております。  ストレス、現代社会で生活していく上で避けて通れないものでありますが、過剰なストレスが長く続くとそれは精神的に悪い影響を及ぼすところであります。そのようなストレスのもとや、ストレスというものをしっかりと理解し、それに適切に対処することが必要であるということを現状・課題にしているところです。  区民調査からわかる中身は、働き盛りの方のストレスを感じている割合が多い。また、世代別では乳幼児を抱えている保護者にストレスを感じるところがある。逆にストレス解消法を聞くと、７割の方は解消できていると答えているが、その中身等々を調べていくと、テレビを見る、ゲーム、インターネット、ＳＮＳをする等、ストレスの対処に良いと思い利用していることが二次的に困ったことになる。このようなことも読み取れます。  このような中で、ストレスと上手につき合うことが非常に大切であり、正しい知識で適切にセルフケアをしていくこと、これを普及していくこと、あるいは環境を整えることが大切である一方、対応できないときには早目に専門家と相談していくことが重要です。  このように区民のストレスに関する課題を解決していくために普及啓発、相談支援体制の充実を図っていくことを現状の課題にさせていただいております。  前回ストレスに対して議論をしていただき、様々なご意見いただきました。それらを参考にさせていただいておりますが、次のページにストレスへの対処方法について取り組んでいく方向性、区の取り組みを挙げております。  まず方向性です。こころの健康づくり、ストレス対処方法については講演会、パンフレットの配布、また、様々な事業を行う中でもストレスの対処法、あるいはそこに向けて睡眠や休養のとり方の知識の普及啓発は引き続き十分に取り組んでまいります。また、ストレスの対処方法、こころの不調に気づいたときには相談支援も行っていきます、という方向性です。  この取り組みはこころの健康づくりのために普及啓発を行っていくことになります。専門家による講演会で知識の普及啓発を行うことや、両親学級、育児学級、乳幼児健診、あるいは生活習慣病健診、さまざまな世代に対応したライフステージ等、このような事業の中でもストレス対処法について普及啓発に取り組んでまいります。  ２番目の精神保健相談ですが、実際、ライフステージごとにさまざまな相談を実施しておりますので、このような中でのストレス対処について相談支援を進めていくと
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いうものです。  区民の取り組みです。ストレスがあるときは相談するようにしましょう。しっかり自己管理ができるようにしましょう。上手につき合う、あるいはストレスのセルフケアをし、ストレス対処をしましょう。また、悩みがあるときは相談するようにしましょう等、区民に求め取り組んでいただくことを挙げております。  ３ページ目に指標を挙げております。１番目にストレスを解消できていない人の割合、２番目にストレスの相談をできる人、このような人がいない割合を減らしていきますということを指標にしております。 部会長：    どうもありがとうございました。  資料２ですが、これに関して各委員の先生方、いかがでしょうか。どうぞ。 委員：     １つは先ほどと同様に学齢期、学生に対しての取り組みが、少し具体的にこの主な取り組みに書かれているのかと思います。前回のストレスのときにも少しお話をさせていただいたかもしれませんが、相談支援になると、より少し専門的な、いわゆる疾患に近くなってきます。病気に近くなってくると相談支援、うつ病対策になりますが、ストレスの場合、もう少し幅広くなってきますので、専門的な相談とこころの健康づくりの部分だけで良いのでしょうか、という疑問が少しあります。ストレスの原因はたくさんあります。もっと社会的な、ちょっとしたことがストレスの原因になりますので、そのような問題を解決する窓口との連携が必要です。例えばお金に困っている、生活が立ち行かない等、そのようなこともストレスになると思います。こころの健康相談に行くよりそれ相応のところにしっかりと相談ができるような対処方法いわゆる相談窓口がもう少し専門的以外に幅を持ち、「それもいいんだよ」というのがここに書かれていても良いのではないかと思いました。以上です。 部会長：    ありがとうございます。病気にあまりとらわれずに考えたらいかがでしょうか、間口をもっと広げたらいかがでしょうか、ということであると思います。  いかがでしょうか。事務方はどのようにお考えでしょうか。 保健予防課長： いただいたご意見は、さまざまな経済的な課題であり、あるいは学校関係であり、多岐にわたっております。我々は今も各窓口と連携しているところでございます。休養・睡眠の問題、ストレス対処の中で様々な窓口と連携を深められる支援をしていく必要があると思っております。ありがとうございます。 部会長：    経済的な悩みをどのように相談に持っていくかは、なかなか難しいと思います。もちろん福祉事務所がある程度その役割を果たしていると思いますが、福祉事務所に行く場合は、ある意味、「お金を下さい」と言いに行くような状態になっておりますので、そのようなレベルになる前段階で何かあったのではないでしょうか、ということをお
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っしゃっていると思います。いかがでしょうか。各委員の先生方もどのようにお考えでしょうか。  どうぞおっしゃって下さい。 委員：     ありがとうございます。  生活保護の受給となると本当に行き着くところまで行ってしまうという感じになります。もっと前の段階で借金の問題や関連であれば弁護士等を、今の人はネット等で調べて行くと思いますが、それも一大決心しておそらく行っていると思います。多岐にわたる相談、例えば先ほどの病気ではなく、もう少し困ったことを気軽に相談できるような相談場所があると良いと思います。もしかしたら本当にストレス対処の最たるものだとも思います。何か困ったことを人に相談することは結構抵抗があります。やはり、そこの抵抗が軽くなるような取り組み、周知の仕方、普及啓発等があると良いと感じました。 部会長：    様々な相談となりますと保健所の手に余るのかもしれませんが、色々なところがその機能を多少果たしていると思います。おそらく実際には、政党も議会議員さんが果たしている部分もあると思います。それをどのように普及啓発という概念で考えるかということだと思います。医療に関して、内容別窓口を作成するように要請され、現在、在宅に関しては内容別相談窓口が医師会の訪問看護ステーションの中につくられています。そこでまず割り振っていただいております。ストレス全体に関してこのように、どこに行けば良いのかということは、どのように考えたら良いでしょうか。大きな課題であると思います。  いかがでしょうか。ほかの委員の先生方、ご意見がおありでしょうか。  どうぞおっしゃって下さい。 委員：     ストレスというと、非常に幅が広く、対象となるとそれぞれ対応も変わってくるというお話に、私もとても共感します。ただ、ストレス対処の講演会等も色々な切り口があると思います。例えばアンガーマネジメントというものにも興味はあります。やはりそこに行く人はかなりストレスをため込んでいる人であり、パイも少ない、受ける人も少ない、しかし興味はある。そういう人はおそらく自腹でもどこかに受けに行くだろうと感じています。  より多くの人がストレス対処で話に行くのではなく参加できるものがあったら良いと、私が今ふと思いついたものがあります。木場公園のように広い公園などに集まりストレッチを皆でする、太陽を浴びる、日々ストレスがあるときに何かそのときだけ大きい声を出してもいい等、何か実践できるような場を、１人だとなかなかできませんが、皆で集まりここではリフレッシュできます、のような形のイベントがあると参
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加しやすいと思います。ちょっとストレス発散のために行ってみようと思うかもしれないと感じました。 部会長：    ありがとうございます。恐らく赤ちゃん教室等ではお母様方にそのようなことをしていると思います。和気あいあいと会話をしていると思いますし、体も動かしたりしていると思いますが、一般区民対象というのはないかもしれません。そもそも一般区民対象とは、どのようにしたら集まるのかわかりにくいと思います。 委員：     もう少し具体的に言いますと、例えば女性の早朝ヨガ等は渋谷区の区がやっているわけではないと思いますが、六本木ヒルズの芝生に集まり皆でヨガをしませんかというように、若い女性のおしゃれ感を出したイベントも実際にあり、ストレス発散、リフレッシュの意味ではとても良いと思った記憶がありました。ただ、少し遠く、交通の便が良くありませんでした。もし木場公園等で朝、ラジオ体操をすることは若い人には少し重いかもしれませんが、早朝ヨガをしましょう、となると比較的若い女性等の反応は良いのではないかという気がしました。 部会長：    恐らくヨガは、江東区の場合には保健所の管轄ではありませんが、全部の体育館を使用し、区民のためのスポーツフェスティバルが開催され、広報にも多種のものがあり、ヨガも入っていたと思います。これらは健康増進を目的として行われていますので、先ほど委員の言われたような概念に少し近いかもしれません。そのようなところも利用できるような橋渡しをすれば良いのかもしれません。保健所が全部事業をやる必要は必ずしもありませんので、このようなことがストレスの解消に役立つというつながりが少しでも示すことができると、委員が言われたようなことも役立つと思います。 部会長：    ほかにはご意見ありますでしょうか。  それでは資料３について進めたいと思います。どうぞ先生方ご議論をお願いいたします。  事務方からご説明をお願いいたします。  □相談支援□相談支援□相談支援□相談支援    保健予防課長： 資料３は、相談支援です。さらに一歩踏み込んだところですが、施策の目標案はこころの健康の相談支援の充実という目標です。  ここではさまざまな、予防事業や相談、あるいは社会復帰に向けて健康事業を展開しています。精神保健のいわゆる相談事業として、まず個別相談、一般、それから思春期、高齢者等、ライフステージに分けた個別相談を行う、あるいは社会復帰を目指す方のために生活教室等を行う、あるいは家族対象に家族相談教室、その中には統合
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失調症や酒害、アルコールの害や、分けた家族相談教室等を行う。それぞれの地区担当保健師が個別相談にも応じているところです。  実際、江東区の相談状況を見ますと、一般相談では３０歳から４９歳、働き盛りの方が多いことや、内容としてはそれぞれの疾患があり、子供の相談を見ると発達障害の方が半数ぐらいを占めていること。それから、地区担当の保健師が個別に行う支援活動の中には家庭訪問や面談での相談、医療機関へのつなぎや連携などなど、さまざまな形で保健師個別が取り組んでいる。それから、精神保健講演については、さまざまなメンタルヘルスに関するテーマで講演会を実施しているところです。  こうした相談支援全般の中でライフステージに応じた専門的な相談、それから、継続した療養生活をサポートする体制をしっかりとる、アルコール等、依存症の相談にも関係機関と連携を図りながら行う、そのような相談を行っていく。さらには、これらを利用していただくための周知活動もしっかり行っていく、このような課題があるという認識がまとめてあります。  次のページは、施策の取り組みについてです。  まず、方向性ですが、こころの不調等々に対して早期に相談支援や対応に取り組んでまいります。その中身ですが、一般精神や思春期、高齢者等々の個別、ライフステージに応じたものやアルコール相談、あるいは母子分野での相談、ライフステージや内容に応じた相談支援を行っていきます。また、このような相談支援ができる窓口等々についてしっかりと周知しますということを方向性にしています。  具体的な区の取り組みとして、こころの健康に関する普及啓発です。これは専門家による講演会であるとか、さまざまな普及啓発を行って早期に相談につなげていくということです。  ２つ目、精神保健相談の実施です。世代ごとのライフステージに応じた相談をしっかり行っていくとともに、個々の地区担当保健師による相談も行ってまいります。  ３つ目、こころの発達支援事業、乳幼児期の心理精神発達について専門家による個別相談等も行い、この時期にあるお子様についても取り組みを行ってまいります。  それぞれのライフステージに応じた区民の方々に取り組んでいただくことを挙げております。  ３ページ目に指標となるところを示しております。相談支援ですので、不調になったときに相談、助けを求めること、それにためらいを感じる人を減らすと。それから２番目で、周囲の人が不調になったときに相談を勧める、ご本人に相談を勧める、相談をすることのためらいを感じる人を減らす。３番目は、具体的に相談相手がいない人の割合を減らす、この３つを指標に挙げております。 
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 以上が、相談支援についての部分です。 部会長：    ありがとうございます。  この資料３について、ご意見、ご発言をお願いします。  どうぞおっしゃって下さい。 委員：   ストレスの箇所には精神保健相談開催と書いてありましたが、こちらは実施と書いてあり、何か意味合いがあり、あえて分けたことになるのかというのが１点です。次に、乳児の空欄部分ですが、せっかく発達相談のようなことが記載してありますので、親目線で、このようなことがあり得ます、というのが入っていても良いと思います。例えば乳児になるとかなりわかりにくいところもあるかもしれませんが、幼児になると色々なことが生じます。先ほどのストレス対処というところも幼児期になると、赤ちゃん返り、夜尿の問題、夜になると大きい声出して何か落ちつかなくなることも、親目線で見ると心配なことがあるので、そのような時は相談に行っていいものか、このような育児相談ができますよ、こういうところでも相談ができます等が入っていても良いと思います。ここにも発達支援相談が入っているので、そこと組み合わせて、親目線の区民の取り組みというのも取り入れても良いと思いました。 部会長：    ありがとうございます。確かに乳幼児にもストレスはあるかもしれません。それを見ている親もはらはらするかもしれません。あるいは相談をしたいかもしれないし、それも本人から相談したいと思うかどうかわかりませんが、親は相談したいことだろうということで、そのようなことも必要だというご意見です。  事務方として、いかがでしょうか。 保健予防課長： おっしゃる通りのことが多くあり、書きあらわし方をきちんとしたいと思います。以上でございます。 部会長：    ありがとうございます。  ほかにはいかがでしょうか。  どうぞおっしゃって下さい。 委員：     直接、区民に向けてではないのですが、江東区の現状でやっている部分の事業等、地区担当者さんも絡むと手厚くおこなっているという印象を持っております。私はアルコール対応関係の仕事をしておりますが、アルコールの部分に関して、なかなか本人が登場しにくいというところがやはりあると思います。本人が一番困るのは、体を悪くして、ということだと思います。取り組みの周知というところは内科の先生、神経科の病院等、そのようなところにも周知できるようなシステムや方法というのがわかると良いと思いました。そうすると直で精神、メンタルヘルスの病気ではなく体のほうで相談し、実はそれはお酒が原因というようなところから相談につながりやすく
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なるというところはあるのではないかと感じています。 部会長：    ありがとうございます。こころの問題というと精神科医のみ出てきて内科医は出てこないことが多いのです。実際にはアルコール患者はほとんど内科に行き、肝臓の問題でよく行きます。内科ドクターもどのようなシステムになっているかは承知しているので、現状このような活動をしているということがわかってたほうが良いというのはおっしゃる通りです。対象をアルコール依存症だけに限るとそれほど多くないのかもしれませんが、内科ドクターもそのときの対応をわかるように、あるいはわからせるための普及啓発活動があったほうがいいという、ご意見です。事務方の方も参考にしていただければと思います。ほかにはいかがでしょうか。  どうぞおっしゃって下さい。 委員：     先ほど広報活動の話をさせていただきましたが、相談支援の充実、早目に相談していただく、施策の指標の相談にためらいを持った人が約４割以上いるということは、これが広報活動に大きくかかわることであると思います。気軽に相談ができることを知れば、早目に相談するという問題や、ためらっているという方の数も減ることにつながると思います。そうすればするほど相談件数がふえ、受ける側は大変なことになるという問題も出てくるとは思います。  私は、この施策の取り組みは広報活動であるという印象を持ちました。そうなると広報をふやすことは大丈夫であるかということ、早期の分母がどんどんふえていくことが相談員、保健の窓口の半分にならないかということも考えつついきたいと思いますが、いかがでしょうか。 部会長：    ありがとうございます。たくさん相談が来たらどのように対処するかというご意見でしたが、事務方としては何かお考えがありますか。 保健予防課長： 取り組みの方向性の中でも、このような窓口の利用についてしっかり周知していくということを含めさせていただきました。前回も同じようなご意見いただき、相談支援のみ、相談支援というものがあること、相談支援がある場所、このような相談を受けているということをしっかり周知しないと相談支援ができない、とご意見をいただいたので、そのような点を項目にして方向性として出していきます。 部会長：    どうもありがとうございます。  認知症に関しましては、サポーターのようなものをいろいろつくるということで、裾野を広げるということを盛んに江東区の行政でおこなっております。裾野が広がってくるとそれだけ、ゆとりを持った応対ができると思います。委員、よろしいでしょうか。 委員：     はい。 
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部会長：    どうもありがとうございます。  よろしいでしょうか。  最後に資料４につきまして、ご説明をお願いします。  □うつ病対策□うつ病対策□うつ病対策□うつ病対策    保健予防課長： 資料４です。うつ病対策、施策の目標案はうつ病の理解促進と相談・支援体制の整備になります。  現状と課題等々、前回のご意見等を含めて変えたところがありますが、さまざまな社会情勢等の中で、実際に区の自立支援医療制度の交付数、精神障害ある方の数は年々増加しているところです。  そうしたうつの対策について、本人の治療、回復というのはもちろん大事なところであり、それに対する周囲の理解、あるいは周囲の対応というのも適切であることが求められているところです。実際、精神的に不調になったときに、この調査を見ますと、精神的不調になったときに誰かに相談する、あるいは助けを求めるというのに４割以上の人がためらいを感じるというふうに答えているところです。  そうしたこころの病気についての理解の促進を図ることは大変大事ですが、目標を達成するために現在、講演会を開催したり、あるいはリーフレット等で普及啓発を図ったり、自殺予防対策としてゲートキーパー研修を実施したり等々を行っております。このような施策でこころの病気を早期に発見していただく、早期治療を進めていただく、あるいは早期の社会復帰、良好な社会復帰を図っていただく等の支援を行っております。  うつということでは、産後うつについてもさまざまな調査票を用いて、産後うつについても対応しているところです。こうしたうつ病に対する理解を促進して必要な支援ができる体制を今後とも行っていく、それが地域全体で支えていけるような仕組みづくりを進めていくということを現状の課題にしているところです。  ２ページ目をごらんください。１つ目に取り組みの方向性です。うつ病について正しい知識の普及啓発を進めます。２つ目として、こころの不調に対して早期発見・相談支援を進めてまいります。３つ目として、相談窓口を周知してさまざまな関係機関がありますが連携を図りながら支援をしてまいります。以上の３点を方向性としております。  具体的な取り組みとして、こころの健康に関する普及啓発、この中では専門家による講演会、それから、その中ではうつ病、精神疾患、アルコールに関することなどの普及啓発を行い、早急に相談につなげる理解を広めていきます。 
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 ２番目に、精神保健相談の開催を挙げてございます。さまざまな精神的な問題で悩んでいるご本人、家族等に対して専門医による個別相談を実施してまいります。また、新生児訪問等を行う中で産後うつなどを早急に把握し、必要なケア、支援につなげてまいります。  ３番目に、自殺対策計画の策定を挙げております。  その下に区民の取り組みを挙げております。  この項の３ページ目ですが、この項の施策指標としてうつ病に関心がある人の割合をふやしていく、それから、精神的な不調になったときに相談を求めることにためらいを感じる人の割合をきっちり減らしていくだというのを指標に挙げております。  資料４は以上です。 部会長：    ありがとうございます。最後の資料４ですが、先生方、いかがでしょうか。  うつ病となると病気ですので、とても医療の果たす役割が重要であると思いますが、医療までつながるかどうかということもありますので、医療だけで完結するものでもないのが現状であると思います。  委員、どうぞおっしゃって下さい。 委員：     うつ病対策だけに限らず、全体を通して周知をするというところが方法として挙がっており、その媒体が色々あるというお話がありました。ある自治体でアプリをつくり、体と心のバランスが絵でわかり、表現されるというものがありました。もし講演会やパンフレット、さまざまなやり方があるとは思いますが、そのような区民にとってメリットのある情報が入るようなところであるとか、抱き合わせてそのような心の部分が記憶され、もし疲れているならばどこか相談に行く具体的なことが出てくる等、そのような新しい媒体を使うというのも良い方法であると思いました。 部会長：    ありがとうございます。既に取り組んでらっしゃると思いますが、赤ちゃんが生まれたときに予防接種のスケジュールを、生年月日を入れると出してくれるようなアプリは既に開発され保健所に提供されていたと思いますが、それに似たようなうつ病に関する警告がわかるような感じのものを取り入れたらいかがでしょうか、というご意見です。  事務方で何かお考えがありますか。 保健予防課長： 部会長に言っていただいたように、予防接種は取り入れているところです。また、母子保健、赤ちゃん、妊娠されると今このような状態、このような検診が近づいています、赤ちゃんが実際生まれると３カ月健診、１歳５カ月健診を受けられましたか、発達は良好でしょうかというようなことをアプリ上でやりとりすることは既に始っているところです。 
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 精神保健、そのまま真っすぐというものはございませんが、確かに周知している、あるいは今回は情報をとっていただくというところは、このような形の周知啓発、普及啓発というのも考えないといけません。 部会長：    ここにもエジンバラ産後うつ病質問票を実施していると書いてありますが、そのようなことはチャンスさえあれば本人自身も自分でできることでもありますので、一般的に提供すればやってみようかという方が出てくるかもしれません。そのような意味では、委員のお考えもお役にたつ感じもいたします。 委員：     母子保健に書かれている産後うつの情報を持っているかというところですが、既存の何かをつけるような形もあり得ると思います。 部会長：    現在、母子保健関係では、色々な健診をしなさい、ワクチンを打ちなさい、というスケジュール管理に主として利用されているのが実態です。一般的な健康管理を目標としていましたので、方向性が違うと思います。今すぐには実現不可能ですが、勉強するべき課題なのかもしれません。  ほかの先生方、いかがでしょうか。  どうぞおっしゃって下さい。 委員：     これも先ほどのお話にありましたが、まさにうつ病対策を内科の先生、様々な関係機関の分野の方がここに連携を図り支援しますということも書いてありますので、そのあたりが、今行っている取り組みのネットワークのようなものをどのようにつくるかということが大事になってくるのかもしれません。新しい取り組みというのはそのようなことに努めていく等のことが主な取り組みの中に書かれていても良いのではないかと感じました。 部会長：    委員のご意見は、内科と精神科は仲よくしなさい。そのようなことも含まれているのでしょうか。 委員：     はい。 部会長：    そのような連携ができるように考えることは、もっともなことだと思います。むしろこちら医師会がしっかりと取り組まねばならない大事なポイントのような気もします。ほかにはいかがでしょうか。  各委員の先生方から多くのご意見を出してくださってどうもありがとうございます。きょうの議論を取りまとめ、次の部会に進むと思います。後に意見等を思いついた場合には事務方にご連絡をいただき、できるだけ実り多いものになるように引き続きご協力をお願いしたいと思います。  きょうの議論は終了でよろしいでしょうか。  部会は終了させていただきます。 
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    （２）その他（２）その他（２）その他（２）その他 部会長：    次回の予定等を事務方から事務連絡をお願いしたいと思います。 歯科保健・医療連携担当課長：  先生方、どうもありがとうございました。  次回、３回目、８月に開催予定でございますが、本日いただきましたご意見、またはきょう以降、また皆様、先生方にメールでご意見シートを送らせていただきますので、本日出なかった意見等もまたご記入いただきまして、こちら事務局にお返しいただければと思います。それらの意見を次回、またこのシートに反映し、次回は施策の目標案から施策の指標まで全部を通してもう一度見ていただいて、またさらにご意見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  次回の３回目で部会は終了させていただきます。事務局でそれをもとに素案の策定をし、策定協議会に部会長から報告をいただくという段取りになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  こちらからは以上です。 部会長：    ８月の作業部会の日付はいつでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長：  27 日です。 部会長：    それでは次回は８月 27 日に、よろしくお願いします。  きょうはどうもご協力ありがとうございました。  以上 


