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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 歯科保健・医療連携担当課長： 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を開催させていただきます。本日は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。私は、歯科保健・医療連携担当課長の小松崎でございます。議事を会長にお願いするまで進行させていただきますのでどうぞ宜しくお願いします。着座にて失礼いたします。 それでは資料の確認をさせていただきます。次第、席次表、委員名簿、計画の骨子案となっております。 委員の出席状況ですが、岡本委員、北村委員からは欠席の連絡をいただいています。 それではこれからの進行は、会長にお願いします。  ２２２２．案件．案件．案件．案件 （１）（１）（１）（１）計画骨子案について計画骨子案について計画骨子案について計画骨子案について    会長：     今日は資料が非常に多いので、なるべく早く進行したいと思います。まずは、案件①の計画骨子案について、事務局は説明をお願いします。     □第１章□第１章□第１章□第１章    計画策定にあたっての考え方計画策定にあたっての考え方計画策定にあたっての考え方計画策定にあたっての考え方    歯科保健・医療連携担当課長： 骨子をおめくりください。まずは目次があり、第１章が計画策定についての考え方、第２章が各施策の目標と取り組み、第３章が計画の推進に向けてと、３章から構成されています。 まず、第１章計画策定についてということで、３ページをご覧ください。「１ 計画の基本的事項」ということで、計画策定の趣旨、計画の位置づけ、計画期間、計画の目標について記載してございます。次に６ページをご覧ください。本計画の総合目標として、健康寿命の延伸と生活の質の向上の二つを掲げています。７ページに計画策定の背景として、国と区のこれまでの取り組みをあげています。次に９ページをご覧ください。区民の健康状況です。人口構成は、年少人口の割合が平成 18年から増加して、平成 30 年では、12.9％と 23 区平均よりも高い割合です。一方で老年人口も年々増加し、平成 30 年では 21.5％となっています。10ページをご覧ください。65歳の健
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康寿命は、上昇傾向にありますが、比較すると低い状況にございます。主要死因は、がん、心疾患、脳血管疾患が上位を占めています。一人当たりの医療費は毎年増加しており、高い状況にあります。12 ページをご覧ください。健診の受診状況ですが、特定健診の受診率はほぼ横ばいで、６割以上が未受診となっています。次に 15ページをご覧ください。計画の体系を示しています。健康寿命の延伸と生活の質の向上の２つの総合目標を達成し、ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまちを実現するため、６つの分野別目標を定めまして、それぞれの施策に取り組んでいくことを体系図で示しています。また、本計画の特徴として、がん、食育、健康増進計画の３つの計画を一体的に作成し、推進すること、また施策ごとに、区民のライフステージ別の取り組み、関連団体の取り組みをそれぞれ記載することで、地域全体で健康づくりをすすめていくことを記載しています。第１章については以上でございます。 会長：     ありがとうございます。ただいまの報告についてご意見はありますか。         よろしいでしょうか。では引き続き、説明をよろしくお願いします。  □第２章□第２章□第２章□第２章    各施策の目標と取り組み各施策の目標と取り組み各施策の目標と取り組み各施策の目標と取り組み    １１１１    生活習慣の改善生活習慣の改善生活習慣の改善生活習慣の改善    歯科保健・医療連携担当課長： それでは、第２章各施策の目標と取り組みです。第２章については、これまで三つの作業部会でそれぞれご議論をいただきまとめたものです。それぞれの分野別目標の施策ごとに、施策の目標、現状と課題、現状を示す図表、取り組みの方向性、区の主な取り組み、乳幼児期、学齢・青年期、成人期、高齢期のライフステージごとの取り組み、関連団体の取り組み、そして指標の記載をしています。 それでは 19 ページをご覧ください。まずは分野別目標の一つ目、生活習慣の改善についてでございます。健康寿命を延伸し、生活の質を向上するためには、子どもから高齢者まで、性別やライフステージに応じて健康づくりの基礎となる運動・栄養・睡眠・喫煙といった生活習慣の改善に取り組む必要がある健康状態やライフスタイルに応じて、適切な生活習慣を身に付けられるように普及啓発を行うこと、特に女性はライフイベントに特有の体の変化等をふまえた健康づくりをすすめる必要があるということから、身体活動・運動、たばこ・飲酒、口の健康、栄養・食生活、女性の健康について、それぞれを記載しています。 まず施策１の身体活動・運動については、施策の目標を身体活動量の増加と運動習慣の定着としています。課題としては、区民の１日平均歩行数 5,000歩以上は約３割と、国の目標値と大きな開きがあること、運動習慣が十分に定着していないことなど
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を記載しています。これらの課題に対して、取り組みの方向性としては、身体活動の増加につながる歩行数を増やすため、歩行の重要性の普及啓発、世代や職業により歩行数が違うことからそれぞれにあったプログラムの提供、運動習慣を定着させるための場の提供、子どものころから運動の習慣づけをすることの取り組みを展開していくことなどを記載してございます。指標としては、１日の平均歩行数、定期的に運動している人の割合を挙げています。 次に 24ページ、施策２のたばこ、飲酒についてですが、施策目標としては、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としています。たばこ対策の課題としては、喫煙率は減少しているものの、喫煙しようとしているがやめられない人がいること、妊婦や未成年の喫煙については数としては少ないものの、全くないということではないこと、たばこ病といわれているＣＯＰＤの認知度が十分ではないことなどを記載しています。また、飲酒については、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人が男性で 17.9％、女性 14.3％でその低減が課題となっていること、さらに妊婦や未成年の飲酒については、健康影響が大きいことなどを記載しています。取り組みの方向性としては、喫煙や受動喫煙の健康影響の知識の普及、受動喫煙防止対策に取り組むこと、飲酒については、妊婦や未成年の飲酒防止についての普及啓発の取り組みについて記載をしています。指標としては、喫煙者の割合、妊娠中の喫煙・飲酒する人の割合、生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人の割合をあげています。また、29 ページにはコラムとして、節度ある適度な飲酒量について記載をしています。 次に 30ページをご覧ください。施策３の歯と口の健康についてです。施策目標を生涯を通じた歯・口の健康づくりの推進としています。課題としては、虫歯については改善しているものの、全身疾患にかかわる歯周病に関しては増加しており、そのためには若い世代からのかかりつけ歯科医による口腔・健康管理が重要であること、食べる、話すなどの生活機能である口腔機能の維持向上が重要であることなどを記載しています。取り組みの方向性としては、若い世代からの歯科健診の受診や適切な口腔ケアに取り組めるよう支援すること、歯周病と全身疾患についての知識の普及啓発や医科歯科連携を推進すること、口腔機能の維持向上を支援することを記載しています。指標としては、虫歯のない人の割合、週１回以上、フロス・歯間ブラシを使っている人の割合、かかりつけ歯科医を持つ人の割合をあげています。 次に 34ページ、施策４の栄養・食生活についてです。施策目標は、生涯を通じた正しい食生活の実践としています。課題としては、若い世代のやせ、働く世代の肥満の割合が高いこと、自分の認識している体型と実際のＢＭＩに差があり、特に中高生で
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この傾向がみられること、若い世代の朝食の欠食率が高く、内容に偏りがあること、食への意識と実際の行動に差がみられること、子どものころから基本的な食習慣を身に付ける必要性、学齢期においては、自分に必要な栄養量や適正体重を知ることなどを挙げています。取り組みの方向性については、食育推進計画の食に基づく健康習慣、実践力の向上に基づき、栄養の摂り方を理解し、実践できるよう支援することとしており、ここの栄養食生活の部分は、あとで出てくる分野別目標５の食育の推進の施策の部分で、詳細に記載をしているため、ここではこのような記載に留めています。 続きまして 36ページ、施策５の女性の健康についてです。施策目標は、ライフステージに応じた女性の健康づくりの支援としています。課題としては、女性の健康はホルモンバランスの影響を受け、ライフステージごとに変化するため、それぞれ支援が必要であること、若い女性のやせの問題、女性特有のがん検診の受診率が低いことなどを記載しています。取り組みの方向性としては、女性が生涯を通じて、主体的に健康づくりに取り組めるよう正しい知識の普及啓発を行うこと、ライフステージにそった相談支援やがん検診等の受診率の向上というようなことを記載しています。指標としては、健康の面からみた自分の生活習慣が良いと思う割合、中学 1年生の肥満度のやせ気味・やせすぎの割合、乳がん・子宮頸がん検診の受診率をあげています。 分野別目標の一つ目、生活習慣の改善については以上です。 会長：     ありがとうございます。この第１作業部会の部会長はなにか補足がありますか。 副会長：    補足は特にありませんが、生活習慣の改善ということで、世代や職業、性別、ライフステージによってそれぞれ細かく分けて設定をさせていただきました。あと、栄養と食生活に関しては、食育のほうにお願いしています。 会長：     ありがとうございます。ただいまの報告についてご意見や質問はございますか。         では私から質問させていただきます。ＣＯＰＤについてですが、なかなか認知がされていないということだが、ＣＯＰＤの検診は検討しているのかということと、都の禁煙条例をふまえて、区ではどのように考えているのかということについて説明をお願いします。 歯科保健・医療連携担当課長： ＣＯＰＤの検診については、現時点では検討していません。条例については、東京都の条例が２０２０年に全面施行となるため、それまでの間、ラグビーワールドカップ開催の来年９月までに取り組むべきこととして、区民への周知などを飲食店などできちんと実施していただくということで、東京都の条例に基づいて２０２０年４月からきちんと施行する準備を行ってまいります。 会長：     ＣＯＰＤ検診については、他の自治体で始めているところもあるため、今後、前向
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きに考えていただけるとよいと思います。 歯科保健・医療連携担当課長： ＣＯＰＤの検診については、イベント等で肺年齢測定等は行っていますが、検診については行っていません。 会長：     検診についても今後考えていただきたいと思います。         歯の健康についてですが、医科歯科連携の取り組みを推進するとありましたが、具体的になにかありますか。 歯科保健・医療連携担当課長： 今年度もお願いしていますが、糖尿病については、第６番目の合併症として、歯周病があげられているため、今までは歯科医院に糖尿病と歯周病の関連のポスターなりを貼っていましたが、診療所や薬局のほうでも貼ってもらえるような、糖尿病と歯周病の関係についてのポスターを作成して、受診した方に対して、普及啓発を行うような取り組みをしているところです。 会長：     例えば、健診で糖尿病が見つかってヘモグロビンの数値がいくつ以上だとか、糖尿の病歴が何年以上だったら、紹介状をもらい、歯科医師会に行って、確認をしてもらえるということになると、きちんとした連携になると思います。 委員：     できるだけそのようになっていけばよいと思っているのですが、互いに遠慮してしまって、先生方に聞きづらいというか、そのあたりを具体的にどうすると一番よい形でまわるかということを考えていきたいと思います。 委員：     私は区内の歯科医院に行って定期的検査を受診するようにしていますが、そこで歯科衛生士が糖尿病の数値に注意しなければいけないような方は定期検診をきちんと受診するということを検診中に教えてくれました。私は東京医科歯科大学で医療面接を模擬で受けていますが、動機付け面接だと感じました。医師が言いにくいようでしたら歯科衛生士が言うなど、周辺の方々も巻き込んでいただけるとよいと思います。歯科医師の方に言われると圧迫感を感じる可能性もありますが、歯科衛生士の方に言われると、また行ってみようかなという気になるような気がします。これから私も４か月に１回は検診を受診しようと思っています。 歯科保健・医療連携担当課長： 委員が言われた通り、連携ツールのようなものをつくらないとうまく連携できないだろうと思います。今後、医師会、歯科医師会と検討していきたいと思います。 会長：     ありがとうございます。他になにかございますか。         それでは生活習慣病の予防について説明をお願いします。  



6 

２２２２    生活習慣病の予防生活習慣病の予防生活習慣病の予防生活習慣病の予防    歯科保健・医療連携担当課長： では、41ページをご覧ください。分野別目標の二つ目、生活習慣病の予防です。ここでは、がん、心疾患、脳血管疾患等の生活習慣病による死亡者数は区民の死亡原因の半数以上を占めていることから、その予防が重要であると考えています。そのためには、健診の受診や生活習慣の改善が重要であり、糖尿病については自覚症状がないまま進行し、様々な合併症を発症することから、発症の予防とともに、重症化の予防に取り組むことが重要であること、また、高齢者が増える中、要介護状況になることを予防するためには、「ロコモティブシンドローム」や、「フレイル」の予防が求められているということで、ここでは生活習慣病の発症予防と重症化予防、フレイル・ロコモティブシンドロームの予防について、それぞれ施策の記載をしています。 まず施策１の生活習慣病の発症予防と重症化予防についてです。施策目標は、生活習慣病の発症予防と重症化予防対策の推進としています。課題としては、本区の死因や医療費は生活習慣病が上位を占めているということ、特定健診の受診率が東京都と比較すると低いこと、生活習慣病の中の、特に糖尿病については、様々な合併症を併発し、重症化すると失明や人工透析等、ＱＯＬの低下につながるため、重症化を予防することが重要であるということを記載しています。取り組みの方向性としては、生活習慣病予防の知識の普及啓発、特定健診の受診促進、特定保健指導の受診率の向上、糖尿病の重症化予防のための医療機関と連携し、保健指導を実施することを記載しています。指標としては、特定健康診査受診率、特定保健指導実施率、糖尿病重症化予防指導率をあげています。また、44ページにはコラムとして、糖尿病重症化予防についての記載をしています。 次に、45ページをご覧ください。施策２のフレイル・ロコモティブシンドロームの予防についてです。施策目標は、フレイル・ロコモティブシンドローム予防の推進としています。課題は要介護認定者数が増加し続けていること、介護が必要となる原因である骨折・転倒はロコモティブシンドロームが引き金となること、フレイルは身体的な虚弱だけでなく、こころや社会性の虚弱というような概念も含まれることから、身体活動や栄養、社会参加といった多方面の取り組みが重要でありますが、その一方で、高齢者が社会活動の場に参加している割合は 30％に留まっていることなどを記載しています。取り組みの方向性としては、フレイルやロコモティブシンドローム予防につながる知識の普及啓発、高齢者の地域での健康づくりや予防、介護予防活動への支援をしていくことを記載しています。指標としては、日中の過ごし方について、「特にない」65歳以上の人の割合、スポーツ施設のプログラムに参加する 65歳以上の人
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の割合、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、介護予防教室に参加する 65歳以上の人の割合をあげています。また、49ページにはコラムとして、フレイル、ロコモティブシンドロームについての詳細を記載しています。 分野別施策の二つ目、生活習慣病の予防については以上となります。 会長：     ありがとうございます。部会長の補足はありますか。 副会長：    一番成果が問われる領域だと思いますが、生活習慣病の予防に関しては、特定健診の受診率などはっきり評価されるデータがあるので、関係団体と改善の取り組みをすすめていかなければいけないということと、フレイル・ロコモについては、高齢者の方々が健康で生活していただくために、今後中心になっていく課題だということ、社会参加をしていただける方をいかに増やすかが、行政の手腕が問われるところだと思うため、30％という数値を上げるよう努めていただきたいと思います。地域の方に社会参加をしましょうという心意気をつくっていただくのが一番だと思います。 会長：     ありがとうございます。いまの説明について、ご意見や質問はございますか。 委員：      今回、区報で、知って実践！血糖コントロールという教室が開催されるという情報を拝見しました。こういった形で、先ほども申しました通り、周辺の方々の努力を持続・継続していただければ、区民は無料の講座というものには目を光らせているため、区報に載せていただきたいと思います。 会長：     他に何かありますか。 委員：      地域介護予防の介護予防リーダー養成講座を申し込んで、リーダーの認定をもらっています。区の祭りでもボランティアで皆様の前で体操をした一人です。今回初めてそのような取り組みに参加したのですが、高齢の女性の方が結構参加していて、真剣に身体を動かしていて、杖をついている方も真剣に取り組んでいた。とてもニーズがあると感じました。私はリーダーとして、そのような方々が運動する場をつくっていけたらよいなと思っているのですが、やはり場所の問題であったり、やる際のリーダーとしての負担があります。主体的にやりたいけれど一人で負担は大きいと感じる部分もあり、地域の住民を巻き込むことを実施する際に、少し負担が減るような形でリーダーが参加できると、多くの方が参加できるような機会につながってよいと感じています。 会長：     ありがとうございます。 歯科保健・医療連携担当課長： そのような支援を行政がやる方向で考えていきたいと思っています。 委員：     特定健診や健康診断の受診率を上げるということも大切なことなので、受診者向上
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は重要なテーマと考えています。ただし、受診率の向上だけで終えるのではなく、さらにその経過について、グレーゾーンの方が黒にならず、白に引き上げるような工夫が今後行政としては必要になってくると思います。先ほどの無料の講座など魅力ある講座をわたくしどもは考えていくことが大切だと思います。そして、介護リーダーのお話も伺いましたが、一人で行うと負担も大きくなるので、様々な形で仕組みづくりができるようにして、ロコモティブシンドロームにならないよう、社会参画についての取り組みは行政が力を発揮すべきところだと思いますので、今後様々な関係者と協力していきたいと思います。 委員：     私も高齢者ですが、2007年は超高齢社会は高齢者が支えるという本を読み、そのような高齢者になりたいと思って、ずっと下支えを目指してきました。行政は 60、70歳以上の元気な高齢者を様々な企画に巻き込んでもらえれば、そのような人材はたくさんいると思いますので、そのような視点で 70歳以上の委員をつくらないなどといった野暮なことは考えないようにしてもらいたいです。お茶に掲載される俳句で大賞をとった方は 83歳です。どうか、80歳以上の委員を見たいと思っていますので、年齢を度外視にしていただきたいと思います。 会長：     柏モデルでは、元気な高齢の方をリーダーにして、ある程度の実績をあげています。元気な高齢者の参加が町のコミュニティをつくる一つの手だと思いますので、私もそのように考えていただきたいと思っています。         ＫＯＴＯ活き活き体操がありますが、ケーブルテレビがあるので、10 時と 15 時など同じ時間に定期的に流すようにして、それをデイサービスやデイケアで流すようにするだとか、繰り返し流すということをしないともったいないと思います。せっかく江東区内の病院の先生たちが一生懸命つくったものですから、ケーブルテレビ等をうまく利用して周知していただけるとよいと思います。体操ができて３年ほど経つが、全然普及していないのはもったいないと思います。         引き続き、こころの健康についてお願いします。  ３３３３    こころの健康こころの健康こころの健康こころの健康    保健予防課長：  50 ページをご覧ください。分野別目標の三つ目はこころの健康です。生活の質を保ち、自分らしく生きていくためには、こころの健康を保持することが重要です。そのためには、適度な運動やバランスの摂れた食生活、十分な休養と睡眠をとり、ストレスと上手に付き合っていくことが必要です。こころの病気を防ぐためには、セルフケアや不調を感じたときに周囲の人や専門家に早めに相談をすることが重要で、必要な相談ができる体制を整えるとともに、周囲の人の理解と適切な対応が求められます。
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地域全体でライフステージに応じたこころの健康を支えるための取り組みをすすめる必要があります。このこころの健康の項目では、施策として、休養・睡眠、ストレス対処、相談支援、うつ病対策について記載しています。 まず、施策１の休養・睡眠についてです。施策目標として、睡眠と休養の必要性の理解の促進と、心身の健康づくりの推進としています。現状と課題として、心身の健康の保持促進には適切な休養・睡眠をとり、規則正しいリズムで生活することが欠かせないなか、区民の３割超が休養をとれていない、そうした人ほど、ストレスを感じている割合が高い、また睡眠については、３割の区民があまりとれていない、不十分であると回答しています。ライフステ－ジごとに基本的な生活習慣を身に付けること、休養が心身の健康の保持増進に大切なこと、睡眠障害や心身の相談支援に取り組んでいく必要性を記載しています。取り組みの方向性は、講演会やパンフレットなどで睡眠や休養の重要性について普及啓発をはかること、睡眠の質の改善・睡眠障害等への早期の対応に取り組むこと、世代別のストレス解消法やこころの不調の気づきや相談支援に取り組むことをあげています。指標は、こころとからだの休養がとれていると感じる人の割合、睡眠時間が取れていると感じる人の割合としています。 次に 55ページです。施策２のストレス対処についてです。施策目標は適切なストレス対処方法の普及啓発としています。現状と課題は生活を送るうえで避けて通ることができないストレスは長時間続くと、心身の健康に影響を及ぼすものであって、ストレスを理解し、適切に対処することが大切とされるなか、日常生活でストレスを感じる人が働き盛りの世代から子育て世代に多いこと、また、適切適度なストレスの対処方法をとることが大切であること、ストレスに対する正しい知識や適切なセルフケア、また、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相談することが重要であることなどを記載しています。取り組みの方向性は、講演会や事業等で適切なストレス対処について、普及啓発に取り組むこと、また、世代別のストレス対処法やこころの不調に対する相談支援に取り組むこととしています。指標は、ストレスの解消ができていない人の割合、悩みや不安、ストレスを相談できる人がいない割合としています。 次に 59 ページです。施策３の相談支援につきましては、施策の目標をこころの健康の相談支援の充実としています。現状と課題として、区ではこころの健康の予防事業・相談事業、社会復帰に向けた事業などを展開しているところです。ライフステージに応じた専門的な相談体制、あるいは、継続的な療養生活のサポート体制、アルコール等の依存症に関する関係機関との連携をはかった相談支援などの充実した体制をとることが大切としています。取り組みの方向性として、こころの不調に対し、早期に相
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談支援、対応に取り組むこと、相談内容やライフステージに応じた相談支援を行うこと、相談窓口の利用について十分な周知を行うことをあげています。指標は、精神的に不調になった時に相談、助けを求めることにためらいを感じる人の割合、周囲の人が精神的に不調になった時に相談をすすめることへのためらいを感じる人の割合、悩みや不安、ストレスを相談できる人がいない割合をあげています。 次に 63ページです。施策４のうつ病対策では、施策の目標はうつ病の理解促進と相談支援体制の整備としています。現状と課題として、ストレスや不安の増大にともない、うつ病など精神的な問題を抱える人が増えるなか、うつ病などこころの健康、こころの病気の理解促進のため、講演会やリーフレットの配布、ゲートキーパー研修、早期発見や社会復帰を促すための支援を行っていますが、うつ病など、こころの病気に対する理解を促進し、必要な相談や支援ができる体制、地域で支える仕組みづくりをすすめる必要があるとしています。取り組みの方向性でございますが、うつ病について正しい知識の普及啓発をすすめること、こころの不調に対し早期発見、相談支援に取り組むこと、相談窓口を周知して、関係機関とも連携した支援を行うことをあげています。指標は、うつ病に関心がある人の割合、精神的に不調になった時に相談、助けを求めることにためらいを感じる人の割合としています。 分野別目標の三つ目、こころの健康については以上です。 会長：     ありがとうございます。岡本部会長は本日お休みですが、部会長から報告を預かっていますか。 健康推進課 計画策定担当係長： 岡本部会長より報告をいただいているため読み上げさせていただきます。 第３作業部会は、６月、７月、８月と３回開催され、医療関係者および一般区民から成る５人の委員と、事務局の間で活発な議論が行われました。さらに、各委員は資料を持ち帰って検討し、後日事務局へ意見を寄せ、それらについても次の部会で検討しました。事務局にとってはかなりの事務量であったと思われます。ありがとうございました。 「こころの健康」は大変重要なテーマですが、部会で出た多くのアイデアの中には、現実的でないものも少しありました。また、江東区単独で実施できることには限界もあります。しかし、やれることについては全て遅滞なく進めていかねばなりません。既に江東区としても保健所を中心に多くの事業に取り組んでおられます。これらを相互に有機的に位置付け、さらに拡充すべき点を加え、また予想される将来的な江東区の人口構成や江東区の環境に適した現実的な計画となるよう議論を重ね、本日皆様のお手元にある計画骨子案をまとめました。 
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区民の健康増進を目標に、本日の協議会でさらに必要な点をご議論いただき、実行可能でかつ最善の計画となるよう、皆様にお願いいたします。 第３作業部会 岡本克郎。 会長：     ありがとうございます。では、質問、ご意見ございますか。         私からよろしいでしょうか。私は難病専門なので、難病の患者で若い女の子がいて、産後うつになってしまい、精神科の先生や私のところに来て、子どもは一時保育に預けたほうがよいだろうということになりました。これは保健所の問題ではありませんが、なかなか保育所に入ることができませんでした。相談も受けることはよいと思うのですが、受けた後にきちんと行政につなげていって、相談された区民にきちんとした対応を行うことが重要だと思います。こうしたらよいですねで終えるのではなく、その先まで、踏み込んだ相談体制をとらないと、区民の話を聞いただけでおしまいになってしまうと思います。そのため、区民と行政がやりあうのではなく、保健所も介入してその間をコーディネートして一歩踏み込んでもらえると、区民は助かるのではないかと思います。いかがでしょうか。 委員：     産後うつのことで、なかなかご苦労をされたという話だったと思いますが、例えばその方の地域の保健相談所にまずは相談をしてもらいますと、それぞれ担当の保健師が地域を持っていますので、一時的に相談の全様を伺いまして、難病であれば、医療機関との連携、それからうつの部分もあれば精神科との連携、あとはお子さんのことをどうするかというと、庁内の保育園のことに関して福祉の部門との調整そういったことが必要だと思います。それに対しては、次のところに紹介するよりも、保健師は本人、家族全体を支えていく、相談を受けるという立場にありますので、関係者会議というものを行い、今後どういったことをすればよいのか検討する場を日常的に開いていますので、このようなケースの場合にも、まずは保健相談所にご相談いただいてそれで関係者会議を開いて、子育ての保育園の問題だとか、医療や福祉の問題などを総合的に検討できるように一般的にはいま私たちは努力しているところでございます。 会長：     やはり行政の担当者の資質もあるのかと思いますが、以前、港区で同じようなケースが発生したときは、丁寧に扱ってくれたので、江東区はどのような状況なのかなと思いました。なるべくそのように細かい対応をしていただけるとよいと思っておりますので、よろしくお願いします。         それでは引き続き、分野別目標の四つ目、がん対策についてお願いします。  ４４４４    がん対策の推進がん対策の推進がん対策の推進がん対策の推進【江東区がん対策推進計画（第二次【江東区がん対策推進計画（第二次【江東区がん対策推進計画（第二次【江東区がん対策推進計画（第二次））））】】】】    歯科保健・医療連携担当課長： 
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66ページをご覧ください。分野別目標の四つ目、がん対策の推進です。この分野は、区の第二次がん対策推進計画として位置づけており、計画の趣旨、位置づけ、国や区のこれまでの取り組み、区のがんの状況について、前段に記載をしています。 それでは各施策の目標と取り組みということで、71ページをご覧ください。施策１のがんの予防の一つ目の施策目標として、がんのリスクを下げるための生活習慣の定着としています。課題はがんの 75歳未満年齢調整死亡率は 23 区の中で男女ともに高いこと、健康に対する関心度は高いものの、がん予防のための生活習慣を改善する行動にはつながっていないことなどを記載しています。取り組みの方向性については、がんのリスク要因についての正しい知識の普及啓発を行うことなどを記載しております。指標としては、適正体重を維持している人の割合、1 日の平均歩行数、喫煙者の割合、生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人の割合としています。 次に 75ページの施策１のがんの予防の二つ目の施策目標は、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をあげています。課題として、ウイルスや細菌に起因するがんについては検査をしていないために感染に気付いていない場合や感染しても認識が不十分で治療につながっていないことなどを記載しています。取り組みの方向性は、正しい知識の普及啓発や早期発見や早期治療につながる検診体制の整備、子宮頸がんのワクチン接種については国の動向を注視すること、子宮頸がん検診の受診勧奨を記載しています。指標は、肝炎ウイルス検診受診者数、子宮頸がん検診受診率としています。 次に 79 ページをご覧ください。施策２のがんの早期発見の推進ですが、施策の目標は、がん検診受診率の向上としています。80ページの表をご覧ください。がんの検診受診率ですが、平成 28年度より胃がんの受診率の算出方法が変更になったため、平成28年度の胃がんの受診率が 6.1％、平成 29年度は 5.6％になりますので、お手数ですが修正をお願いいたします。ここの課題としては、国や都のがん対策推進計画の中では、がん検診受診率は 50％とされていますが、区のがん検診受診率を見てみると、最も高い乳がんでも、28.4％に留まっていること、がんによる死亡率を下げるためには、検診の精度管理が必要であることを記載しています。取り組みの方向性としては、検診の意義や必要性について、分かりやすい説明を行うとともに、受診しやすい環境の整備をし、受診率向上に努めること、科学的根拠のあるがん検診を実施するため、実施方法や精度管理を行い、検診の質の向上を図ることをあげています。なお、指標は、がん検診受診率を載せていますが、ここに関しても、胃がん検診の受診率は 5.6％となります。 次に 82 ページ、施策３のがんになっても安心して暮らせる体制づくりです。施策目
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標はがんに関する相談支援・情報提供の充実としています。課題は、がんの拠点病院等ではがん相談支援センターを設置しているが、患者、家族に十分周知ができていないこと、働く世代のがん患者に対する支援が求められていること、がんを含めた在宅医療の連携体制や情報共有が不十分であること、緩和ケアの提供体制や区民に対する周知が十分ではないこと等について記載しています。取り組みの方向性としては、がん相談窓口の一層の周知、在宅医療に対する多職種における連携の強化や病気と仕事についての両立の理解促進、在宅医療や緩和ケアについての正しい知識の啓発について記載しています。指標は、在宅療養支援診療所の数、がん夜間相談窓口利用者数をあげています。また、85ページにはコラムとして、がんの夜間相談窓口について記載をしています。 分野別目標四つ目のがん対策の推進については以上となります。 会長：     ありがとうございます。部会長から補足はありますか。 副会長：    がん対策の推進に関しましては、施策１は生活習慣の改善ですとか、運動習慣の定着などがん予防に関しては、普及していただいて、的確な知識を持っていただきたいと思います。施策２の早期発見に関しては、区の関係団体すべてが改善するためにしなければいけないことをするということと当然の区民の方にも知識を身に付けていただいて、受診しやすい環境等を整備することが求められています。施策３のがんになっても安心して暮らせる体制づくりについては、関係団体のほうでネットワークをつくるということで、区全体で話して、サポートできる体制をつくる必要があると思いますので、そこに対してもっとすすめていけるとよいと思います。行政には指導をしてもらって、音頭をとってもらえたら、現場のほうも頑張るのでよろしくお願いします。 会長：     ありがとうございます。ご意見、ご感想等ありますか。         私からですが、がんの夜間相談窓口について、マギーズ東京でやっていますが、マギーズ東京が２０２０年で切れてしまうが、なにか検討していますか。マギーズのほうは延べ１万人ほど相談がきているとのことですし、8.8 ほどですがだんだんと増えてきているという状況を考えていって、ＮＰＯのマギーズ東京が存続できるのかできないのか、江東区のほうではどのようにお考えでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： あの土地は元々東京ガスが所有している土地で、江東区の土地であればよいのですが、なかなか民間の土地ということもあってやりづらいところはあります。ただし、区としてもマギーズ東京は重要な施設だと考えていますので、何か支援ができることがあれば考えていきたいと思っています。 



14 

会長：     他になにかありますか。 委員：     江東区歯科医師会として、ここに口腔がんの単語があまり出てきていないということは物足らないように感じます。死亡者数の中に入るものでもないということはわかりますが、口の中にもがんはできるのだということを区民の方々に啓発をしていただきたいと思います。この前、ご厚意により口腔がんのポスターをつくっていただきました。共同制作的に、つくっていただいたと思います。あれは歯科医院には配布していただいたと思いますが、医療機関のほうに配布はしていただいているのではないでしょうか。もし配布をしていないようであれば配布をしていただきたいと思います。贅沢は言いませんが、口腔がん検診というのもそろそろ念頭に置いていただけますと幸いです。 歯科保健・医療連携担当課長： ポスターについては、予算の関係上、今年度は歯科医療機関のみの配布となっています。次年度以降、歯科医師会と相談をしていけたらよいと思いますので、医師会や薬剤師会にご協力いただいてポスターを掲示していただきたいと思います。 また、口腔がん検診については、基本的には国や都が定める、対策型の検診には入っていませんので、検診をするという書き込みはなかなか難しいのですが、口腔がんについても普及啓発について、現状と課題のあたりに追記したいと思います。 会長：     前立腺も入っていますので、前向きに考えていただけるとよいと思います。         では、食育の推進についてよろしくお願いします。  ５５５５    食育の推進【江東区食育推進計画（第三次食育の推進【江東区食育推進計画（第三次食育の推進【江東区食育推進計画（第三次食育の推進【江東区食育推進計画（第三次））））】】】】    歯科保健・医療連携担当課長： では 86ページをご覧ください。分野別目標の五つ目、食育の推進についてです。こちらは、区の第三次食育推進計画として策定をしています。がん対策と同様に、計画の趣旨、位置づけ、背景、区の食育の状況等について、前段に記載しています。 それでは、89ページをご覧ください。施策１の食に関する知識・選択力の向上です。施策目標は、食に関心を持ち、正しい情報の選択力を養うとしています。課題としては、食育に関心がある人の性別や世代間で差があること、若い世代と男性では、食事に関する知識や技術がないと思う人の割合が高いこと、外食や中食が増えていること、成分表示を全く参考にしていないという人も３割程度いることなどを記載しています。取り組みの方向性としては、関心がない人にも届くよう、情報発信を工夫すること、望ましい食生活の実践ができるよう、世代や性別にあわせた支援をしていくこと、食品表示の正しい理解と活用をすすめること、給食などの体験を通じて食の実践教育を
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推進することなどを記載しています。指標は、食育に関心がある人の割合、栄養成分表示を参考にしている人の割合、食品を選んだり、バランスのよい食事を作るのに必要な知識や技術があると思う人の割合としています。  次に 94ページです。施策の２、食に基づく健康習慣・実践力の向上についてです。施策の目標は、各世代に適した食生活の実践支援としています。課題は、若い女性のやせ、働く世代の男性の肥満の割合が高いこと、自分の認識している体型とＢＭＩに差があり、特に中高生でこの傾向がみられること、若い世代の朝食の欠食率が高く、内容に偏りがあること、食に関する意識と実際の行動に差がみられること、子どものころから基本的な食習慣を身に付ける必要性、学齢期においては自分に必要な栄養量や適正体重を知ることなどをあげています。取り組みの方向性についてですが、自分の適正体重を知り、維持する力を身に付けられるよう支援する、生活習慣病を予防する食生活として、食事量や栄養バランスのとれた食事を基本に減塩や野菜の摂取量を増やす、朝食の大切さについての普及啓発、保育園では食事のリズムをつくること、適切な給食の提供、学校での栄養指導に取り組むことを記載しています。指標としては、適正体重を維持している人の割合、朝食を摂る人の割合、バランスの良い食生活を実践している区民の割合、野菜を多く摂るようにしている人の割合、うす味を心がける人の割合をあげています。  次に 100ページをご覧ください。施策の３、食に対する感謝の気持ちの醸成です。施策の目標は食を通じたコミュニケーションの推進としています。課題は、家庭の伝承料理や郷土料理を伝えるよう努める人が減少していること。誰かとともに食事をする機会がない人が１割程度いること、食事を無駄にしない行動をとっている人は増えてはいる一方で、何もしていない人も一定程度いることなどをあげています。取り組みの方向性としては、食文化の継承と理解を深めること、共食の実践を支援すること、食の循環を意識した食育を意識すること、食品ロスを減らすための取り組みを推進すること、給食を通して、行事食やマナーを身に付けさせることや給食のリサイクルの取り組みについて記載をしています。指標としては、家族や友人など、誰かと食事をする機会がない人の割合、食品を無駄にしないよう何らかの行動をしている人の割合、季節の食べ物を意識している人の割合、食事の手伝いをするこどもの割合をあげています。  説明は以上です。 会長：     ありがとうございます。それでは部会長、補足はありますか。 登坂委員：   三施策とも、ご覧いただくと分かる通り、実際にそれぞれ区の取り組みについては、かなり他の施策と比較して多いかなと思います。それで一番最初に出てきましたが、
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施策１のところで、情報についてどれだけ発信するのかとなったと思いますが、先ほどご意見にありましたが、広報に載せるというのは一つの手ではあるのですが、このなかにもありますが、若い世代になかなか情報が伝わらないということは、広報を若い世代の人たちが見るのか、現在、新聞の読者数は年々減少していますが、いわゆる既存の情報伝達を利用する人が減っているなかで、若い人たちがよく利用しているＳＮＳ等を活用していく必要があるのではないかと思います。委員会のなかでも意見は申しましたが、全国の自治体広報のメディアを確認したところ、江東区も公式のツイッターを持っているわけで、それだけ利用されているのかと思い、いくつか確認したところ、墨田区は様々な講習会などの情報も頻繁に更新しています。どれだけの方がご覧になっているかはっきりはわかりませんが、いずれにしろ情報をどのように伝達するのかを書くだけではなく、やはり今の時代にあった方法を作っていくべきだと思います。また、費用がかかりすぎてはいけないと思いますが、ツイッターやフェイスブックはあまり費用がかからないのではないかと思いますので、全体として様々な取り組みはされていると思いますが、参加する方を新たにということになった場合はご検討いただけるとよいと思います。 会長：     ありがとうございます。ご意見はありますか。 委員：     今回、メニューコンテストというのを知ったのですが、世代間でそれぞれ努力していることをなんとか伝える方法を、ＳＮＳと先ほどありましたが、図書館にポスターを貼るとか、そういったことをキャッチコピーをうまくつかむようにして、いま介護なども地域包括ケアという言葉を使いますが、人間包括というようなネーミングで全世代を包括するような形で、小中学生が大人から見ても素晴らしいことをやっているのだということを、子どもから見てもいきいきしたおじいさん、おばあさんがいるといったような流し方を世代間で相互に関心を持つような、行政の流し方を工夫してもらえると、行政っておもしろいんだということになると関心度も高くなるのではないかと感じています。 会長：     ありがとうございました。 歯科保健・医療連携担当課長： 情報発信の部分については、三部会ともたくさん意見をいただいているなかで、記載としては、これから説明をする、社会環境の整備のところの取り組みのところに少し書き込みをしています。現時点でどのようなことをするということを具体的には書けないのですが、構成としては情報発信の方法を世代別に効果的な情報発信の仕方を工夫していきますといった取り組みを記載していますので、食の部分だけではなく、全体を通して、情報発信の仕方というところは、非常に課題と認識しています。 
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会長：     ありがとうございました。         それでは、社会環境の整備について報告をお願いします。  ６６６６    社会環境の整備、□第３章社会環境の整備、□第３章社会環境の整備、□第３章社会環境の整備、□第３章    計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて    歯科保健・医療連携担当課長： それでは、107 ページの分野別目標、社会環境の整備についてです。施策の目標は、地域のつながりの醸成による健康づくりの推進としています。課題は、ライフスタイルの多様化等で地域のつながりが希薄になっており、特に区の南部地域の大規模マンション等の増加により、地域コミュニティの活動が一層低下することが懸念されています。地域のつながりが強く、良好なコミュニティをつくっている地域では、健康状態がよい状況にあるため、地域住民のつながりを促進し、地域活動等を通じて、区民が主体的に健康づくりに取り組む環境整備が求められているということを記載しています。取り組みの方向としては、先ほど申しました通り、地域とのつながりの重要性を広く区民に普及啓発していくこと、健康づくりをすすめるための、情報発信については、世代等も考慮しながら、さらに充実していくこと、区民が気軽に健康づくりに取り組めるようなインセンティブが働く仕組みづくりについて、区民の意見を直接反映できるような方法で検討していくことを記載しています。 この社会環境の整備については、本日委員の皆様から意見をいただければと思っています。 最後の第３章については、計画の推進に向けてということで、次年度以降、会議体を立ち上げて、ＰＤＣＡサイクルをまわしていき、計画の進行管理や評価を行っていくことを記載しています。 この他に資料編として、計画の策定体制や経過、区民健康意識調査の概要、各施策の目標と指標の一覧、各施策の関連事業一覧を記載する予定でございます。また、本文のなかに、コラムを４つほど掲載しています。具体的には 29 ページの節度ある適度な飲酒量について、44ページ糖尿病重症化予防について、49 ページフレイル、ロコモティブシンドロームについて、85ページがんの夜間相談窓口ですが、他にコラムとして適当なものがございましたら、余白がまだございますので、掲載をしていきたいと考えていますので、ご意見等いただければと思います。以上でございます。 会長：     ありがとうございます。ご意見はありますか。 委員：     今後の取り組みの方向性のところについて、先ほど情報の発信について申し上げましたが、三つ目のインセンティブですが、厚生労働省が健康づくりのインセンティブを提供する取り組みという事例をホームぺージで掲載していますが、ほとんどのとこ
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ろでポイント制をやられていると思います。委員会の中で紹介をさせていただきましたが、厚生労働省の藤枝市がやっているポイント制に近い部分があると思いますが、私が所属している大学と市川市が相互協定を結んでいて、市川市の事例もやはりポイント制なのですが、健康づくりだけではなく、もう少し広く、ボランティアとエコ活動を含めたポイント制となっています。市の健康に関する講習会に参加する、アルミ缶を回収する、モニター制度に参加するとポイントがもらえるなどあります。実際、相互協定を結んでいる関係で、健康づくりの講習会を開催したりするわけですが、皆さんエコポイントを持っていらっしゃっていて、真剣にポイントを貯めています。貯まったポイントは、市内のいろいろな文化施設で利用が可能で、図書館やコミュニティバスで使うことができます。江東区の中でも、インセンティブとしては、かなり働くのではないかと思います。ただ年代的に高齢の方のほうが喜ぶかもしれないが、動機付けにはなるであろうと思いますので、ご検討をお願いします。 会長：     ありがとうございます。 委員：     今の話に関連して、私は社協でボランティアコーディネーターをしていますが、いま周知の徹底ができていませんが、砂町文化センターや豊洲区民文化センター、総合区民センター、住吉地区集会所で、カフェをやっています。それが地域の方々に憩いの場という形で集まっていただくという形なのですが、私は最初の段階に参加していて、豊洲で行ったときは一人も参加者がいませんでした。三年経ったいまは、豊洲の会場で入りきれないほど人が来るそうです。そういった形で草の根運動というのは時間がかかるものだと自覚しています。こういった社協の場所とか、男女共同参画センターなどでやる講座も司令塔である行政は、たくさん活用していただいて、一つの広報を流すターゲットとして、そこに集まる方々は意識が高く、来ているからには何かを掴んで帰りたいという方が多いはずです。そういった方々のためにも、情報を出す場所として、行政は社協や男女共同参画といった周辺の活動しているものを巻き込んでいくという視点に立って、大きく動いていただきたい。普及させるということは単独でやっていては大変だと思います。持続可能な社会と言いますが、そこらへんのことは行政が指揮をとって活用できるものは活用していただけるという、旗振りをやっていただきたいと私は思います。 会長：     ありがとうございます。他にございますか。         今度、オリンピックの２０２０ではボランティアにあまりお金を払わないようですが、有償ボランティアが当たり前のようになっていて、やはりインセンティブがないとなかなか動けない。介護保険も最初できたときは、フォーマルなサービスとインフォーマルなサービスがあって、インフォーマルなサービスが大事だと言っていて、そ
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のときに２０００年ぐらいにできたときも、インフォーマルなサービスをインセンティブを付けたほうがよいのではないかとかあったと思います。ボランティアに対して有償で行うということは馴染みがないかもしれませんが、やはりそれがないと、人は動かないのではないかと私も思っています。ぜひそういったところを考えていくということと、私も社協委員で出ていて、社協のボランティアで様々な取り組みを行われているということは初めて知りました。なかなか私でも知りません。ぜひ横のつながりを持ってボランティアの育成ができるとよいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。         では、その他について、報告をよろしくお願いいたします。  （２（２（２（２））））そそそその他の他の他の他    歯科保健・医療連携担当課長： 今後のスケジュールでございます。12月１日号の区報にパブリックコメントの実施として、12 月 25 日まで意見募集を行っています。本日出た意見やパブリックコメントの意見を会長とご相談のうえ、修正をかけました結果、計画案を皆様にお送りしたいと思います。修正をいたしました計画書案ですが、なにかございましたら、その後ご意見をいただければと思います。 最終は３月の議会で報告をいたしまして、案がとれるといった流れとなります。また、コラムについては、何かございましたら来週中までに意見をいただければというように思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 会長：     コラムについてよろしくお願いいたします。         時間も皆様のご協力で２時間におさまりました。ありがとうございました。  歯科保健・医療連携担当課長： 皆様、どうもありがとうございました。改めてお礼を申し上げます。また、部会長をはじめ、各部会の先生方には、三か月にわたり、活発なご議論をいただきありがとうございました。今後パブリックコメント等で意見をとりながら、計画策定に取り組んでまいりますが、皆様におかれましては、計画策定までの間、引き続きご指導をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 それではこれを持ちまして、本日の会議を閉会といたします。ありがとうございました。  以上 


