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（４）重点プランについて 

 

（５）その他 

 

３ 閉 会 
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開会：午後１時１５分 

 

【新井企画調整課長】  お時間になりましたので、ただ今から、平成２９年度第２回地

域保健医療推進プラン改定作業部会を開催いたします。 

 皆様、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 まず、委員の出欠状況をお知らせしたいと思います。本日、欠席のご連絡をいただいて

おりますのは、小平市社会福祉協議会会長の金子委員でございます。また、東久留米市福

祉保健部長の内野委員が都合により欠席ということですが、代理で城市特定健診係長にご

出席いただいてございます。 

 次に、本日の資料を確認させていただきます。座席表と出席者名簿の他に、クリップで

留められた資料がございますが、資料１から資料６までございます。確認をお願いしたい

と思います。また、資料番号はつけておりませんが、後日、委員の皆様からご意見をいた

だくためにファクス用紙をお配りしてございます。この他としましては、東京都北多摩北

部保健医療圏地域保健医療推進プランの冊子を配付してございますので、ご確認をお願い

したいと思います。よろしいでしょうか。 

 本日の会議及び会議録並びに会議に係る資料は、協議会設置要綱によりまして、原則公

開することとなってございます。会議録は後日、保健所のホームページに掲載いたします

ので、ご了承願いたいと思います。 

 それでは、ここからの進行は上木部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

【上木部会長】  改定作業部会の部会長を務めております上木でございます。本日はお

忙しいところお集まりいただき、本当にありがとうございます。 

 本日は、前回欠席されていた地域保健医療協議会会長の手島先生もお見えになっており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが議事に入りたいと思います。 

 本日の議事は、改定作業や個別プラン概要シートに対してご意見をいただいております

ので、それを踏まえまして、次期プランの構成や指標の内容、そして重点プランの選択な

どが議題として用意されております。 

 では、最初の議事「改定作業及び個別プラン概要シートに係る意見・提案等について」

と「個別プラン概要シート（案）について」の議事（１）と（２）をまとめて事務局から
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説明をお願いします。 

【新井企画調整課長】  それでは、ご説明いたします。 

 前回の部会では、現行プランの最終評価、それから次期プランの章立て、個別プランの

項目についてご議論いただいてございます。その後、本部会の親会である地域保健医療協

議会の委員の方々にも、この案をお示ししご意見をいただいてございますので、皆様から

のご意見を照会し、対応を説明したいと思います。 

 資料２をご覧ください。まず、章立てについてでございます。 

 介護予防事業の推進としまして、「フレイル対策」は、第１章第１節「生涯を通じた健康

づくりの推進」の章に移した方が適当ではないか。「健康づくり」の目指すところは健康寿

命を延ばすことにあり、「フレイル対策」はライフステージの早い段階から、意識して取り

組む課題ではないかと考えるというご意見をいただいてございます。こちらにつきまして

は、要介護高齢者の多くが、フレイルという中間的な段階を経て徐々に要介護状態に陥り

ますが、適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能であるとされております。

また、ご指摘のようにライフステージの早い段階からフレイル対策に取り組むことが重要

となってございます。これを踏まえまして、プランを作っていくわけですが、都の改定指

針では、高齢者保健福祉施策の中に整理されてございまして、第１章第３節の「介護予防

事業の推進」の中で記載することとなってございます。しかしながら、第１章第１節の「健

康づくりの推進」の中にも、関連項目や参照などの表示をしてフレイルについて記載し、

事業の関連性がわかるよう工夫するように考えてございます。 

 ２番目が、生涯を通じた健康づくりです。「生涯を通じた健康づくり」の章に「ＣＯＰＤ

（慢性閉塞性肺疾患）等予防対策」と書き加えた方が適当ではないか。厚生労働省の有識

者検討会の見解によると、２２の病気が明らかにたばこが原因との報告があり、ＣＯＰＤ

以外にも目を向ける必要があるのではないかというご意見です。これにつきましては、Ｃ

ＯＰＤの主な原因は長期にわたる喫煙習慣であり、患者の９０％以上が喫煙によるもので、

喫煙者の２０％がＣＯＰＤを発症すると言われている。ＣＯＰＤの予防を個別プランとし

て項目出しはしませんが、「たばこ対策の推進」の中に、ＣＯＰＤ予防の取組を記載してい

きます。また、喫煙及び受動喫煙が健康に与える影響についても記載していくことを考え

てございます。 

 ３番目が、第３章と４章の順番を入れ換えたほうがよいのではないか。第１章第４節で

「医療安全対策の推進」、第２章で「安全なくらしのための健康危機管理」と「安全」の流
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れできているので、そのあとに「災害」が続いたほうが自然な感じがする。「人材育成」は

最後の方がおさまりがよいのではないかというご意見です。これにつきましては、ご意見

を踏まえまして、第３章を「災害対策」、第４章を「人材育成」に変更するというように対

応させていただこうと思っております。 

 次の個別プランの項目につきましては、精神障害者の地域生活支援に３つご意見をいた

だいております。 

 １つ目は、統合失調症、双極性障害等、精神障害の初発、再発の際、確実な相談、応答

の充実を望む。２つ目は、幼いころからの“いじめ”で精神障害となって苦しみ、社会で

のコミュニケーションに入れない当事者が多い。自殺という悲しい結果の他に、社会人に

なれない自分に苦しみ人生を過ごしている３０歳代、４０歳代の人がいる。親も高齢化し、

苦しんでいる。基本的な対策が欲しい。そして、３つ目が、家族会活動で、年間１０回程

度学習会を開催している。医療、福祉、ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）等、家

族が明るく前向きになるようにと考えているが、まだまだ内なるスティグマ、外からのス

ティグマがなくせない事実を見聞きし、何とかならないものかと強く感じている。精神障

害者は、１００人に１人、いや４０人に１人とも言われている。さらなる啓発を望むとい

うご意見でございます。 

 これに対しましては、第１章第３節「精神障害者の地域生活支援」の中に、精神疾患に

関する早期受診と相談体制の拡充について、それから、精神障害者にも対応した地域包括

ケアシステムの推進について、それと普及啓発などについて記載するように考えてござい

ます。 

 次はページをめくっていただきまして、重点プランについて、３つご意見をいただいて

ございます。 

 まず、１点目がたばこ対策の推進について、オリンピック・パラリンピックを控え、ま

た都の条例制定への動きが加速する中、受動喫煙防止対策を含め、さらなる実効性のある

取り組みが喫緊の課題と考える。２点目は、介護予防の推進について、介護保険制度が始

まった２０００年度の２.５倍とも言われる要支援・要介護認定者数。増え続ける介護対策

も重点的に取り組む課題と考える。３点目は、「最重要プラン」の設定について、現行プラ

ンは、重点プランが２５、重点以外が２５で計５０項目となっているが、これを北多摩北

部圏域の住民に周知するには、まだまだ多いように思う。関係者にとってはみな必要な項

目であるが、「住民への周知」という観点から見ると、重点プランからさらに絞り込んだ「最
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重要プラン」のような選別があるとよいのではないか。この「最重要プラン」については、

まだ健康に不安がないが「予防」への意識を持っていただく住民に向けてのプランを中心

に選ぶとよいのではないかというご意見をいただいてございます。こちらに対する対応は、

この後の議題にもなっておりますので、後ほどこれらのご意見を踏まえまして、ご議論い

ただければと考えてございます。 

 次は指標についてでございます。こちらもこの後の議題となっておりますので、ご議論

は後ほどと思っておりますが、数値目標の設定としまして、たびたび議論されることでは

ありますが、項目によって「数値目標」を立てることが可能なものについては取り上げる

ことも検討してはどうか。また、かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の普及啓発としまし

て、薬局における患者の継続的な薬学的管理、残薬による多量服用・副作用、ブラウンバ

ッグの活用など、薬剤師の役割は重要であるという２つのご意見をいただいてございます。 

 その他としまして、「地域医療構想」についてでございます。「地域医療構想」に関連し

て、医療・介護等の提供体制など長期プランの策定に当たって影響が生じることも考えら

れるが、いかがかというご意見をいただいてございます。これにつきましては、推進プラ

ンの改定にあたりましては、「地域医療構想」をはじめとする各種計画との整合性を図りな

がら、策定していくことになっております。また、プランの基礎としております保健医療

計画にも地域医療構想は折り込まれておりますので、そういった計画類との整合性を図り

ながら策定していくことになります。また、「先駆的取組」についてとしまして、各市が取

り組んでいた「先駆的取組」の中から、圏域において共有できる事例を取り上げて、各市

の次期取組の参考にするのはどうかというご意見でございますが、各市の先駆的取組や効

果的な事例については、できる限りコラムで紹介していきます。また、推進プラン策定後

の進行管理においても、事例の紹介や報告に努めていくように考えてございます。 

 以上が協議会の委員からいただいたプランの章立て、それから、個別プランに関するご

意見でございます。項目の追加や修正のご意見はございませんでした。 

 こちらでよろしいようでしたら、資料３の表の右側にあるような章立て・個別プランの

項目ということにさせていただければと考えてございます。 

 以上が協議会委員からのご意見でございます。 

 続きまして、資料４をご覧ください。こちらは個別プランの概要シートにいただいたご

意見をまとめたものでございます。資料５の対応した部分とあわせてご説明していきたい

と思いますので、両方をご覧いただきながらお願いしたいと思います。 



 

 -5- 

 まず、健康づくりの推進の方針に意見をいただいてございます。概要シートは資料５の

１ページになります。「方針」に、「保健医療関係団体等が連携して、生活習慣改善の取組

を支援する」とあるが、協議会構成員が各々連携して（支援よりも）自ら取り組むことが

必要である。市民が自ら自主的に健康行動を取れるように、関係団体は住民個人が知識を

得て行動できるように支援する事業を行うべきではないかというご意見です。これにつき

ましては、シートは変更しておりませんが、ご意見を踏まえまして、改定プランの案文を

作る際に反映していきたいと思ってございます。 

 次に、現状についてもご意見いただいております。「現状」は現在の状況を記載するべき。

「～の不足」や「～の必要がある」という表現は「課題」になるのではないかというご意

見です。こちらも改定プランの案文を作る際に反映していこうと考えてございまして、シ

ート自体の変更はしておりません。 

 ３番目に、課題についてです。まず、「課題」の１つ目に「最も重要」としながら、発症

予防、早期発見、早期治療、重症化予防という４つの要素が記載されている。「最も」とい

う表現を用いるならば、何か１つ、多くても２つ程度ではないか。「健康づくり」というこ

とであれば、現段階で「疾病のない人」と想定できるので、最も重要なのは「発症予防」

ではないかと考えるというご意見です。これにつきましては、本項目には生活習慣病対策

が主題となってございます。予防には、病気を未然に防ぐ一次予防、病気の進展を遅らせ

る二次予防があります。生活習慣病対策には、一次予防、二次予防ともに重要であり、発

症予防、早期発見、早期治療、重症化予防という４つの要素全てが重要です。このため、

「最も」という記載を削除して対応したいということで、資料５の１ページ中段にある課

題の欄の「重要」が赤字になっておりますが、その前にありました「最も」を削除してご

ざいます。 

 次に、生活習慣病対策等の推進でございます。概要シートは資料５の２ページになりま

す。「今後の取組」に、「健康づくり推進員等交流会等を通じた自主活動グループの育成支

援」とあるが、健康づくり推進員等市民の自主的活動を育成し、動きをつくる取組を進め

るべきであるというご意見でございます。こちらの対応としましては、市の取組の中に赤

字で「健康づくり推進員をはじめとした」というのを加えてございます。これ以外に、ご

もっともなご意見でございますので、指標の設定を検討してございます。後ほど、指標を

ご議論いただく際にもご覧いただければと思ってございます。 

 次に、たばこによる健康影響の防止対策です。概要シートは資料５の３ページになりま
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す。「課題」の一つ目に、「普及啓発等の取組を継続的に実施しているが、未参加者に対す

る禁煙支援が課題」とあるが、実施している取組と未参加者に対する禁煙支援は別課題で

ある。両方とも必要ではないかというご意見です。これについては、課題の中の一番上で

すが、赤字のように、「普及啓発等の取組を行っており、引き続き継続的な実施が必要。ま

た、健診未受診者や母親学級等の未参加者に」と訂正してございます。 

 その次に、もう一つ「課題」についてありまして、分煙、防煙、禁煙の取組が必要であ

ることを記載してはどうかというご意見でございます。こちらについては、資料５の３ペ

ージの課題の一番下に括弧書きではございますが、赤字のように、「（分煙、防煙、禁煙の

取組）」というのを追記してございます。 

 次に、たばこ対策の推進についてです。概要シートは資料５の４ページになります。「今

後の取組」の２つ目に「未成年、妊婦等の若年層」という記述がある。しかし、この表現

だと未成年者ととともに妊婦も若年者層の例示となる。ここでは、「未成年者等の若年者層、

妊婦、勤労者」と表現した方が適当である。また、「家族向け」という表現も誰の家族なの

か不明瞭で、普及啓発を行う対象が特定されていないというご意見です。こちらのご意見

を踏まえまして、概要シートの今後の取組の２つ目の丸、「未成年者等の若年者層、妊婦、

勤労者、喫煙者の」と修正してございます。 

 資料４の２ページをご覧ください。次のご意見も同じくたばこ対策の推進です。まず、

家庭内で受動喫煙防止の必要があることを認識し、対応する必要があることを強調するべ

き。この項目を一番上にすべきではないかというご意見です。こちらも、シートを修正し

てございまして、市民の取組の一番上に「家庭内での受動喫煙の防止」を追記してござい

ます。 

 次のご意見もたばこ対策の推進です。学校保健と地域保健の連携会議での情報共有だけ

でなく、一歩進んで動きをつくることが必要ではないかというご意見でございます。こち

らも概要シートの実施主体の学校の欄に、「取組の推進」と赤字で追記させていただいてお

ります。 

 次に、こころの健康づくりの方針についてです。概要シートは資料５の５ページになり

ます。「方針」に、「関係機関が連携」という表現があるが、広く関係者を含むように「関

係機関・団体」という表現にしてはどうかというご意見ですので、資料５のように直させ

ていただいております。 

 次に、医療提供体制の在宅療養支援体制の推進でございます。概要シートは資料５の１
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８ページになります。「実施主体・医療機関」の取組において、「かかりつけ医・歯科医・

薬剤師と専門医との連携強化」や「在宅療養支援診療所を増やす」などが挙げられている

が、現場において最も重要になるのは「訪問看護ステーション」や「病院からの訪問看護」

ではないか。この項目に「訪問看護ステーション」を明記して欲しいというご意見でござ

います。こちらにつきましては、御指摘のように、訪問看護は在宅療養の重要な支え手の

一つとして認識しております。訪問看護については、在宅療養を支える他のサービスと同

様に、「医療機関」や「介護保険事業者」に含んでおりますので、個別プラン概要シートの

記載内容につきましては現行通りとさせていただきますが、改定プランの案文をつくる際

に、検討させていただければと思ってございます。 

 次に、医療安全支援センター事業の推進でございます。概要シートは資料５の２５ペー

ジになります。「現状」でも指摘されているが、「医療安全支援センター」の認知度はあま

りに低いように思う。「周知」に関して担当するのが「事業者・医療保険者」と「保健所」

だけになっているが、住民に身近な「市」も担当するべきではないか。具体的には、市の

広報誌などで継続的に、その存在を明記するような小さなコラムなどの掲載等が考えられ

るというご意見でございます。このご意見には、普及啓発の具体的な方法については、今

後検討していく事項と考えてございまして、シートは変更せずに、今後検討をしていきた

いと考えております。 

 続きまして、健康危機管理の推進でございます。概要シートは資料５の２９ページにな

ります。「課題」の２つ目に「診療継続計画（ＢＣＰ）」という記述があるが、関係機関は

医療機関とは限らないので、「事業継続計画（ＢＣＰ）」と記述した方がよいというご意見

ですので、そのように訂正してございます。 

 次に、医薬品等の安全確保でございます。概要シートは資料５の３１ページでございま

す。「現状」の「医薬品」の２つ目の項目で、「お薬手帳の一本化など、患者側の理解や協

力」云々という記述があるが、「お薬手帳の一本化などについて患者側の理解や協力」とし

た方が読みやすいというご意見ですので、そのように訂正しております。 

 次は、資料４の３ページになりますが、食品の安全確保についてです。概要シートは資

料５の３３ページでございます。「方針」の３つ目に「食品に関するリスクコミュニケーシ

ョン」という記述があるが、「食品の安全に関するリスクコミュニケーション」の方が適当

である。次に、「課題」の２つ目に「自主管理認証施設の普及」という記述があるが、こち

らは「自主管理認証制度の普及」とした方が適当である。また、その後につづく「食品営
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業者施設のＨＡＣＣＰ」は「食品営業施設におけるＨＡＣＣＰ」とした方が適当である。

また、「今後の取組」の２つ目「健康危害には」とあるのは「健康危害に」の方が適当であ

る。さらに、「保健所」の「具体的な施策」の４つ目に「情報の発信を充実し、リスクコミ

ュニケーションの推進」という記述がある。この表現だと「情報の発信」がリスクコミュ

ニケーション推進の手段であるかのようなニュアンスがある。リスクコミュニケーション

は双方向の情報交換が不可欠なので、ここでは「情報発信の充実とリスクコミュニケーシ

ョンの推進」とした方が適当であるというご意見ですので、これらを直すとともに、情報

発信とリスクコミュニケーションがはっきりわかるように表現を直してございます。 

 また、保健所の取組の一番下に直し漏れがございました。「食品安全に関する情報の発信

を充実」とありますが、これは「情報発信の充実とリスクコミュニケーションの推進」の

間違いでございますので、訂正をお願いします。 

 次に、生活環境の安全確保の中の、環境衛生営業施設の科学的監視の充実でございます。

概要シートは資料５の３５ページになります。「今後の取組」の１つ目に「科学的検査によ

る施設の衛生管理状況を把握」の記述があるが、「科学的検査により施設の衛生管理状況を

把握」とした方が適当であるというご意見ですので、そのように直してございます。 

 次に、アレルギー疾患対策の推進です。概要シートは資料５の３８ページでございます。

「事業者」の「具体的な施策」の「アレルギー食品の適切な表示」という記述は、「食品に

含まれるアレルギー物質にかかる適切な表示」とした方が正確であるというご意見ですの

で、そのように直してございます。 

 次に、感染症対策の推進でございます。概要シートは資料５の３９ページになります。

「方針」の２つ目「感染症発生予防早期発見及び蔓延を防止」の記述は、「感染症の発生予

防、早期発見及び蔓延防止を図る」とした方が適当であるというご意見ですので、そのよ

うに訂正してございます。 

 次に、災害時保健医療対策の中の災害時医療連携体制の充実です。概要シートは資料５

の４２ページになります。昨年秋に『要配慮者を見逃さない 訪問看護師ができる災害時

の支援』という本の出版に携わった。その時にわかったことだが、訪問看護の利用者は在

宅で医療が必要なまさに「要配慮者」であり、災害時に情報を持っている訪問看護ステー

ションの存在は重要だということである。医療機関の取組に、「診療所等は、市と医療提供

体制を調整」とあるが、ここに訪問看護ステーションも併記することで協力が得られやす

くなるのではないかというご意見でございます。こちらにつきましては、御指摘のとおり、
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災害時に要配慮者の情報を持っている訪問看護ステーションの存在は重要だと考えてござ

います。訪問看護をはじめとする各関係機関の取組は、要配慮者情報の提供や情報伝達、

避難支援への協力など、次のプラン名の「災害時保健活動の体制強化」の取組に活きるも

のと考えてございます。ご意見を踏まえまして、「災害時保健活動の体制強化」の概要シー

トにある実施主体に「関係機関」を加えまして、「関係機関・関係団体」に修正します。ま

た、この関係機関・関係団体の中には訪問看護ステーションが含まれるというように案文

を作っていきたいと考えてございます。 

 次に、全般的事項の１つ目としまして、項目やプランに対して、それが「誰が対象なの

か」がいま一つ明らかになっていないように思う。例えば「健康づくり」なら、「疾病のな

い壮年期以降の男女」など、その項目・プランが該当する対象はどのような人なのかがは

っきりわかる書き方をするとわかりやすいと思うというご意見です。こちらについては、

この推進プランは広く圏域の住民全体を対象にしておりますので、改定プランの案文を作

成する際に、該当する対象者を明示できるものは具体的に記載していくようにしたいと思

います。 

 全般的事項の２つ目としまして、推進プランを着実に推進するためには、住民、関係機

関・団体、行政がそれぞれの立場で動きをつくりだす、それを実践することが重要である。

「動きをつくる」取組が進むようなプランにして欲しいというご意見です。こちらについ

ては、住民、関係機関・団体、行政等がつくりだすそれぞれの動きについては、来年度以

降のプランの進行管理の中で具体的な動きを把握し、協議会や部会で報告していくことを

検討していきたいと思っております。 

 全般的事項の３つ目は、推進プランの取組を効果的に進めていくためには、住民、関係

機関・団体、行政等が相互に連携・協働して取り組んでいく必要がある。各実施主体の連

携・協働が進むようなプランにして欲しいというご意見です。こちらについては、各実施

主体の連携・協働については、できる限り個別プランの改定案文に記載するほか、来年度

以降のプランの進行管理の中で、連携・協働により取組が進んだ好事例を協議会や部会で

報告することなどを検討していきたいと思っております。 

 いただいたご意見は以上でございます。 

 また、資料５の中では、事務局で文言訂正した部分や、若干、取組の補強をしたような

部分、そういったところも赤字で直されてございますので、その部分については説明を省

略したいと思います。 
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 そして、前回の部会で、歯科事業に関わる人材や糖尿病医療連携の話題、アレルギーに

関するホットラインの話題などのご意見をいただいておりますけれども、それらは概要シ

ートに記載はありませんが、案文やコラムの中で、できる限り生かしていきたいと思って

ございます。 

 説明は以上でございます。 

【上木部会長】  ありがとうございました。 

 一挙に資料２から５までご説明をいただきました。資料２で、この改定作業部会の中で

の意見を皆様からいただき、さらに、地域保健医療協議会の委員の方々からも意見をいた

だいたうえで、その対応の説明をしていただきました。そして、それに基づいて、資料３

の章立てを修正したとのことです。資料２と資料３の章立てまでの部分について、何かご

質問、ご意見などありましたら、まずお願いしたいと思います。いかがでしょうか。ご了

承いただけますでしょうか。 

 本日は、章立てについては詳しい説明はありませんでしたが、少し説明していただけま

すか。 

【新井企画調整課長】  前回の部会でも、資料３の基になる資料についてはご覧いただ

いていると思いますが、現行プランが左側にあり５０項目のプランになっております。こ

れを、都で検討しております保健医療計画の項目出しと整合を図ったうえで、少しまとめ

たり、絞ったほうが良い項目等を勘案しまして、右側の３３項目にしてございます。今回

の保健医療計画のポイントは、切れ目ない保健医療体制の推進ということでございます。

各疾病に対する予防と医療を同じ項目で、統一的に取り組むように考えられておりますの

で、保健医療計画に合わせまして章立てを変更してございます。切れ目のない保健医療体

制の推進として疾病別保健医療体制の中に、がん、脳卒中、糖尿病がありますけれども、

これらの疾病については予防も含めて考えていくということになっております。また、健

康づくりの推進では、生活習慣病対策としていろいろな病気が盛り込まれていたり、その

点が現行プランの章立てと変わった部分であると思ってございます。 

【上木部会長】  ありがとうございます。 

 そのような意味で、第１章は随分大きくなったイメージの章立てになっていると思いま

す。 

 この章立ても含めて、今、説明がありましたご意見、提案等に対する対応案はよろしい

でしょうか。どうぞ。 
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【望月委員】  公募委員の望月です。「最重要プラン」の設定という意見を出させていた

だきました。章立てや個別プラン項目を修正していただき、５０項目が３３項目に減り、

一覧表を見ると非常に見やすくなっています。ここからさらに重点プランを決めていくの

であれば、特に「最重要プラン」の設定にはこだわりはありません。 

【上木部会長】  ありがとうございます。 

 議事（４）の重点プランのところで、そのご意見も反映させたうえで、意見交換できれ

ばと思っておりましたが、「最」をつけなくても良いということですね。 

【望月委員】  推進プランの冊子や資料を最初に見たときに、５０プランはあまりにも

多く感じました。この一覧表を見れば良くわかると思いますが、随分すっきりしておりま

すので、重点の中から最重点を引き出すのは難しいと思います。ここまで絞っていれば大

丈夫ではないかという印象を持ちました。 

【上木部会長】  ありがとうございました。 

 では、そのご意見を後で反映させて、ご議論いただきたいと思います。他にはよろしい

でしょうか。よろしければ先へ進みたいと思います。 

 では、次に資料４の対応案、そして資料５の概要シートです。この概要シートが、次期

プランの案文を作る際の基になるという説明ですので、この概要シートに盛り込まれてい

る骨格が文章になっていくということになります。ここは皆さんのご意見をしっかりいた

だきたいところでございます。文章化に際して、意見に対する対応案が反映されていくと

いうことでございます。 

 個別プラン概要シートは、次期プラン策定の要ですので、遠慮なく皆さんのご意見をい

ただきたいと思います。資料４の中にもありましたが、最後の全般的事項のところで、「動

きをつくる」取組や連携が進むようにといったところは、すぐには計画に反映できない部

分も結構あるかと思います。計画に反映できないから意見を出さないのではなく、やはり

積み重ねやステップがいろいろあり、そのステップを進めることで、計画に載せられると

ころへ持っていけるというような部分もあると思います。そのような事も含めて忌憚のな

いご意見をいただければと思います。いかがでしょう。 

 既に多くのご意見を出していただいておりますので、この提案でよろしいでしょうか。 

 計画の書き方は、計画の項目それぞれにどのような主体が動いていくのか、この概要シ

ートの中でも実施主体が、上から市民、医療機関、事業者、医療保険者、市、保健所など、

具体的に挙げられておりますが、各関係機関が協力するようなところがきっと必要になる
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と思います。そのような事は、この実施主体の個別の中にはなかなか書きにくいので、案

文の中に含めていただけるという説明もされました。 

 ところで、運動、栄養、休養ということをよく言われますが、第１章の健康づくりのと

ころで、運動という言葉がないんですね。この運動はどこに含まれるのかについて、事務

局から何か説明はありますか。 

【新井企画調整課長】  部会長がおっしゃったように、運動の要素もございますので、

健康づくりの推進の案文には記載していこうと考えております。 

【上木部会長】  第１節の第１項目のあたりですね。 

【新井企画調整課長】  それ以外にも、他の個別プランに関わるようなものも、健康づ

くりの中にはいろいろ入ってきます。そういったものもできる限り、健康づくりの推進の

中で表現させていただきますが、他の個別プランで記載していくものについては、その中

から抜いていくような案文を想定しているところでございます。 

 また、案文のイメージがなかなかつきにくいとは思いますが、こちらに現行プランの冊

子がございますが、表現方法はこれに合わせた形で行っていきたいと思いますので、この

ような形をイメージしていただければと思ってございます。 

【上木部会長】  ありがとうございます。 

 運動が関与しているところは、それぞれ盛り込んでいくということですね。 

 ご意見を遠慮なく出していただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。どうそ。 

【手島北多摩北部地域保健医療協議会長】  手島です。前回は欠席してしまい申し訳あ

りませんでした。 

 資料５の１８ページ、在宅療養支援体制の推進の市民の欄は「地域包括ケアシステムに

ついて理解し、状態に応じて適切に活用」となっています。地域包括ケアシステムは、厚

生労働省の考え方は、小地域で、地域の住民、市民が参加して作っていくという趣旨を非

常に強調されています。ですから、単にシステムを理解し活用するだけではなく、できる

ことに参加していくようなニュアンスをもう少し強く出せないかという印象を持ちました。 

 しかし、これが医療提供体制の項目なので、そこに参加するということが、どこまで入

るのか、ここの文章をどう変えれば良いのかという単純な問題ではないと思います。 

 そのような観点で見ていくと、その次の高齢者保健福祉対策や難病患者等支援、そして

地域における障害者支援の各項目の市民の取組としては、「理解」という言葉にとどまって
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いるんですね。単に理解するだけではなくて、市民ができること、日常的なちょっとした

関わりで、当事者あるいはその家族を支援するなど、そういったニュアンスを盛り込めな

いものかと感じました。どのように書くかはなかなか難しいのですが、そういう趣旨を生

かしていただきたいと思いました。 

 以上です。 

【上木部会長】  非常に根本的な、大切な指摘をいただきました。在宅療養から始まっ

たことではありますが、高齢者にしても、障害者にしても、在宅での療養を進める際の市

民の位置づけは、もっとアクティブな積極的な動きをつくるというところを目標に、また

は指標にあげていただきたいということです。それだけではなく、もう少し市民の活動を

全体的に理解というところでとどまらない表現にしたらどうか、というところまでおっし

ゃっていただいたのでしょうか。 

【手島北多摩北部地域保健医療協議会長】  どの項目にも関わってくることですが、特

に市民でもできること、あるいは日常的にそのような人たちと接する機会がある人でなけ

ればできないことがあります。そういった先進的な活動にお互いに声をかけ合い誘い合う、

あるいは自分達が行っている活動を周りに広げていくなど、ユニークな活動や前向きな活

動というのは各地で生じています。それを北多摩北部でも探せば様々あるはずですので、

そのような活動を自分で作っていく、あるいはより広めていくという趣旨を、市民の方が

見たときに「こんなことがあるのであれば自分もやれる」という感覚を持てるようなプラ

ンにしていただければありがたいと思います。 

 先ほど市民向けの啓発を考えると、項目をさらに絞り込んでというご意見があり、かな

り整理されてきたのでその趣旨は生かされたということで了解されたわけですが、これは

計画そのものではなく、計画を市民にどのようにして普及させ、働きかけていくかという、

計画の周知徹底の重要な課題を提起していただいたものだと思いました。 

 以上です。 

【上木部会長】  ありがとうございます。 

 最後におっしゃっていただいたところは、この計画を市民にどう普及するか、これは今

まで大変欠けていたところではないかと思います。どちらかというと、この協議会に参加

している関係団体がどう動くかというところのほうがメインだったと思いますので、改め

てそこは課題として取り上げていただければと思います。 

 特に、行政側はその中心になる役割があると思いますので、市の方から何かご意見をお
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願いします。 

【武藤委員】  小平市の武藤でございます。先生がおっしゃるように、多摩小平保健所

だけが行うのではなく、この圏域内の各行政が核になり連携しながら市民の皆さんに啓発

していくことが、とても大事なことだと考えております。そういった意味で、例えば概要

シートの７ページに、食を通した健康づくりという項目がございます。「めざまし スイッ

チ 朝ごはん」という朝ご飯を食べましょうという取組や、一日に野菜を３５０グラム食

べましょうという取組をしておりますが、この北多摩北部圏域の特徴として、各市とも農

業がかなり盛んで、例えば学校給食に地場野菜を使ったりしております。そのような、ま

さに北多摩北部ならではの健康づくりの中に、地場野菜の地産地消などを盛り込んでいけ

ると、また市民の皆さんにもアピールできるのではないかと考えます。 

 以上でございます。 

【上木部会長】  大変すばらしいご意見、ありがとうございます。 

 今、地産地消のお話がありましたけれども、それも取り入れていただくということでお

願いしたいと思いますが、事務局のほうはよろしいですか。 

【新井企画調整課長】  食育の計画など、市のほうで計画を作られていると思いますの

で、そういった事例も圏域内の取組として考えてございますので、その中に含めて記載し

ていきたいと思っております。 

【上木部会長】  先ほどお話に出た運動などについては、市の教育委員会の社会教育分

野でも結構なさっていると思います。そのような連携は何かとれますでしょうか。 

【武藤委員】  この圏域には、多摩北部広域行政圏協議会という、北多摩北部保健医療

圏を構成している５市の協議会がございます。そこに生涯スポーツ専門部会という部会が

ございまして、この地域の中でのスポーツ振興にも取り組んでおりますので、スポーツ振

興と健康づくりの連携も進めることができると思いますので、そういった表現も使えると

良いと思います。 

 以上でございます。 

【上木部会長】  ありがとうございます。 

 そのような指標が出てくれば良いのですが、それ以外にも、保健所、市、そして関係団

体が集まるような場で、ぜひそのような議題を取り上げ、推進を図っていけるようにして

いただければ良いのではと思います。それが含まれるような計画の表現を、ぜひお願いし

たいと思います。 
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 他に、訪問看護ステーションについては、いかがでしょうか。どうぞ。 

【望月委員】  訪問看護ステーションのことを書かせていただきました。追加で説明さ

せていただきますと、私は日本看護協会出版会で、２０年近く在宅ケアの雑誌や書籍を作

っていて、全国の訪問看護ステーションなどに取材に行っています。先ほど事務局の方が、

介護保険事業者ということで、訪問看護ステーションのことをおっしゃっておりましたが、

医療保険で訪問する立派な医療機関でもありますので、医療と介護の両方で動けるのは訪

問看護ステーションです。資料５の１８ページの在宅療養支援体制の推進のところで、医

療機関の実施主体の中に、かかりつけ医・歯科医・薬剤師と専門医との連携強化という一

文があります。これが全国のいろいろな訪問看護ステーションでお話をお聞きすると、大

抵このようなプランには医師と歯科医師と薬剤師の名称が出てくるけれども、看護の名称

は出てこないと非常にいじけているわけです。 

 ですから、北多摩北部のプランの中で、例えば訪問看護ステーションで言うと、病院か

らの訪問看護もありますので、かかりつけ医・歯科医・薬剤師・訪問看護と専門医の連携

強化というように、訪問看護という名称をこのプランの中に入れておくと、北多摩北部は

進んでいるのではないかなどと、注目を浴びるのではないかと思い書かせていただきまし

た。 

 以上です。 

【上木部会長】  ありがとうございます。 

 看護だけではなくて、コ・メディカルな人たちの位置づけもいろいろあろうかと思いま

すが、医療機関の先生方から、何かご意見はございますでしょうか。 

 どうぞ。 

【奥村委員】  小平市医師会の奥村です。 

訪問看護というのは、介護する方の一部の方であって、私たちは多職種という言葉を使

っています。それには、通所介護の方など、訪問看護だけではなく他の方々も含まれます。

訪問看護というと訪問看護で、もちろんそれは医療保険も介護保険も使う施設ですが、そ

れを訪問看護だけではなく、もっとそれに多職種の方が加われるような名称のほうが良い

と思いますがいかがでしょうか。 

【上木部会長】  確かに、いろいろな職種の方がいらっしゃいますが、在宅療養の場面

では看護師の役割はそれなりに大きいかもしれません。また、先生が中心になってやって

おられる糖尿病には、糖尿病療養士という資格もございますし、そのような人をアピール
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したほうが良いのかもしれません。これからの進め方として、コ・メディカルの人たちを、

表に出したいという感じがありますが、もともとの趣旨は、望月委員さんもそういうこと

ですね。 

【望月委員】  私はたまたま訪問看護の雑誌に長く携わっていますので、少し肩入れし

てしまうのですが、確かに多職種がとても大切ですので、いつもこのようなプランになる

と、医師・歯科医師・薬剤師はすぐに出てきますが、それに多職種の方も必ず併記するよ

うな形で、今は連携がとても大切ですから、そういう強調をされた書き方をされるとよろ

しいのではないかと思います。 

【上木部会長】  場面場面で少し違うかもしれませんが、文案を作るときに、ぜひその

辺りに配慮をして、それぞれのコ・メディカルに生きるような位置づけをしていただけれ

ばと思います。そういうことでお願いします。 

【新井企画調整課長】  案文作りの上では、よく注意して表現していきたいと思います。 

【上木部会長】  他にはいかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 では、次の議題へ移りたいと思います。議事（３）の改定プランの指標について、事務

局から説明をお願いします。 

【新井企画調整課長】  それでは、指標についてご説明したいと思います。 

 指標に関しましては、東京都の改定指針におきましては、まず、指標を原則設定すると

いうことになってございます。また、共通項目というのは、改定指針で示されております

が、指標自体は指針の中では定めず、圏域独自のものを設定するようにとされてございま

す。今回事務局でたたき台として指標を考えたものが資料６でございます。 

 左から５番目が指標、６番目に目標値を示してございますが、できるだけ数値目標とな

るように心がけて設定したものですが、そうなっていないものもございます。参考までに、

一番右側に現行プランの指標と目標値を掲載してございます。 

 ざっとご覧いただきますと、健康づくりのところでは、特定健康診査実施率と保健指導

実施率がございますが、これは現行プランと同じでございますが、概要シートでいただい

ているご意見を反映いたしまして、健康づくり推進員等経験者数というのを指標として加

えさせていただいてございます。 

 それから、地域保健医療協議会の委員からのご意見として、薬剤師の役割というのがご

ざいました。次のページに医薬品等の安全確保・適正使用の推進というのがございますけ

れども、こちらの指標が薬事監視指導の実施と普及啓発ということで、薬剤師の役割の普
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及啓発を実施しようとしておりますので、ご意見に沿ったものと考えております。 

 新しいところでは、こころの健康づくりと自殺対策の推進のところで、ＳＯＳの出し方

教育の実施というのがございます。こちらは、小中学校の授業で自殺対策としてのＳＯＳ

の出し方教育に取り組むということでございますので、その実施状況を図ったらどうかと

考えております。次に、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の強化については、現行プ

ランではこんにちは赤ちゃん事業の訪問実施率でしたが、次期プランではその前段階の妊

婦面接の実施率としております。また、障害者歯科保健医療の支援では歯ッピー大会の開

催。それから、疾病別保健医療体制のがんについては年齢調整死亡率。在宅療養支援体制

の推進では入退院時の連携の状況。次のページの環境衛生営業施設の科学的監視の充実で

は、科学的検査による効率的な監視の実施などがございます。 

 また、普及啓発の充実など、数字とは少し違って漠然としたものも記載されております

けれども、こういったものにつきましては、一歩踏み出したような取組などを、来年度以

降の事業の進捗状況の確認として、協議会などで報告していこうと考えております。 

 指標に対して、説明は以上でございます。 

【上木部会長】  ありがとうございます。次期プランは、先ほどご承認いただいたよう

に、章立てが随分変わることになりました。また、指標については、各圏域で独自に設定

して良いことになったということですので、その点では、随分独自な動きがとりやすくな

ったと思います。それを大いにこの圏域で活用していただき、そして自分たちが動きやす

いように、この指標を考えたら良いと思います。 

 その一つとして、今まで数値で目標ばかり掲げていたわけですが、その辺がもっと自由

になってきましたので、先ほどの意見に対する対応案の最後の全般的な事項のところで、

「動きをつくる」や、連携、協働が進むようにということに対しては、進行管理の中で事

例を集めたり、または協議をしたりということで進めていただけるというご説明がありま

した。その辺が、この圏域として圏域らしい動きがとれる部分だと思います。そこで、こ

の圏域の力をぜひ発揮していただければと思います。普及啓発などは指標としてはあまり

適切ではありませんが、そういうところに内容をしっかり盛り込めるという要素があると

いうことですので、具体的なご意見を出していただくことでも結構ですし、何か他の指標

があれば、ご提案をいただければと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 

【奥村委員】  目標値として「充実させる」という項目がたくさんありますが、目標と

いうのはある一定のラインがあり、それを達成すれば目標達成だと思います。ところが、
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「充実させる」であれば、充実させるということだけで終わってしまうような感じがしま

す。例えば、どのような状況であれば「充実した」という目標とするのでしょうか。 

【新井企画調整課長】  どのような状況になれば充実したとするのかということを、こ

れからも考えていかなくてはいけないところもあるのですが、先ほどのご説明の中で申し

上げましたように、普及啓発を「充実させる」という部分がありましたが、具体的な「充

実した」と考え得る事例などを協議会ではっきり確認していこうと考えております。 

【上木部会長】  こうして良かった、このような取組の場合には、こういう事例をもっ

と普及すれば良いんだ、というような事例を集めていくということですね。 

【新井企画調整課長】  それを協議会などで協議をしていくということを考えてござい

ます。 

【上木部会長】  よろしいでしょうか。 

【奥村委員】  ありがとうございます。 

【上木部会長】  他にはいかがでしょう。 

 今のお話では、今後の動き方次第にもよるというところがありますので、この計画が作

られた後の皆様の積極的な関わり方次第とも言えます。そういうところで盛り上げていた

だきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、最後の議題へ入りたいと思います。重点プランについてです。事務局から説明を

お願いします。 

【新井企画調整課長】  資料が戻ってしまい恐縮ですが、資料３をご覧ください。左側

に現行プランを載せてございますけれども、当圏域の推進プランは、従来から、個別プラ

ンの中で特に重点的に取り組んでいく項目を「重点プラン」と位置づけております。現行

プラン５０項目のうち、表の重点の欄に星印がついているプランが重点プランでございま

して２５項目設定してございます。次期プランは、全体で３３項目になるということでご

ざいますけれども、本日は、このプランに重点項目をどのように設定するのかということ

をご議論いただければと思ってございます。 

 以上です。 

【上木部会長】  課題の内容について説明がありましたが、個別プランが３３項目に絞

られております。先ほども望月委員からご意見がありましたが、３３項目ということであ

れば大分絞られてきています。その中での重点プランの設定ですので、さらに考えやすい

と思いますが、事務局では何か具体案はありますでしょうか。 
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【新井企画調整課長】  事務局で考えました案としましては、まず、都が示している改

定指針で示されている共通項目が１８項目ございますので、これに幾つかトレンドのよう

なものを合わせた１８から２０ぐらいの間の重点プランの絞り方でどうかなどの意見もあ

りました。また、先ほどかなり絞られているから最重要はいらないというご意見もいただ

いておりますが、事務局の議論では、もっと重点項目を本当に絞り込んでしまい、もっと

わかりやすく、取り組む項目を明確にしたほうが良いという意見もありまして、早急に取

組を強化する必要のある項目を中心に、６項目程度に選定してはどうかという案もござい

ました。 

 その６項目とした場合の例示をいたしますと、まず１項目は生活習慣病対策等の推進、

次にたばこ対策の推進、在宅療養支援体制の推進、食品の安全確保の推進、感染症対策基

盤整備の推進、そして災害時保健活動の体制強化などを事務局では考えてございます。 

 また、協議会委員から、これからは介護予防事業を重点に置いたほうが良いというご意

見をいただいております。また、フレイルなどに関しては、生活習慣病対策にも記載して

いくことになってございますので、生活習慣病対策等の推進を重点プランとすれば、その

辺のところも盛り込めるということになりますので、この６項目ぐらいまで、絞りに絞っ

て、今回提案したいと思ってございます。 

【上木部会長】  ありがとうございました。 

事務局から重点プランの案は、生活習慣病対策等の推進、たばこ対策の推進、在宅療養

支援体制の推進、そして、食品の安全確保の推進、感染症対策基盤整備の推進、災害時保

健活動の体制強化の６項目だということが示されました。いかがでしょうか。 

 部会の分担は資料３に示されております。最初の生活習慣病対策等の推進とたばこ対策

の推進が健康なまち・地域ケア部会。次に、在宅療養支援体制の推進と災害時保健活動の

体制強化は地域医療システム化推進部会。また、食品の安全確保の推進と感染症対策基盤

整備の推進がくらしの衛生部会になります。各部会に２つのプランが割り当てられていま

す。 

 先ほど、フレイルは生活習慣病対策のところで取り上げられると説明がありましたが、

高齢者保健福祉対策は健康なまち・地域ケア部会に入っていますので、そこで一緒に取り

上げられるということですね。生活習慣病対策と高齢者保健福祉対策は、かなり一緒に考

えていくことになりそうです。 

 どうぞ。 
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【奥村委員】  生活習慣病というのはフレイルではなく、全く虚弱ではない方々が生活

習慣病になるのだと思います。ですので、在宅療養支援体制の推進の中でフレイルになる

のを防ぐということではないでしょうか。 

【新井企画調整課長】  フレイルの取組の本体は、指針の中でも高齢者保健福祉対策の

中の介護予防事業の中に入っていますので、メインはそちらのほうでということになりま

す。ですが、次期プランの３３項目は、かなりオーバーラップするような形でまとめられ

ておりますので、健康づくりの推進の中の生活習慣病対策に入る前段には、健康づくりの

記載をしなくてはいけなくなっています。先生がおっしゃったように、在宅療養支援体制

の推進の中でも記載する必要があるようなところは、表現していくことになると思ってい

ます。 

【上木部会長】  必然的に、両方入ってくるということですね。その両方が健康なまち・

地域ケア部会に、２つのテーマとも入っていますので扱えるということですね。 

【新井企画調整課長】  部会で言いますと、健康づくりと介護予防については、健康な

まち・地域ケア部会でございますが、在宅療養のほうは医療連携をメインに検討するとい

うことになりますので、地域医療システム化推進部会のほうに入ることにはなりますけれ

ども、プランとしては表現の仕方はあるのではないかと思っています。 

【上木部会長】  プランの表現はそれで良いでしょうが、実際の活動の検討は、両方の

部会で取り扱うことになりますね。 

【新井企画調整課長】  テーマとしては、このフレイルについては介護予防のところが

メインになるとされていますので、健康なまち・地域ケア部会がメインとなるということ

にはなります。しかし、他の部会で議題として上げる必要があれば、それも可能だと思い

ます。 

【上木部会長】  そこは臨機応変に進めていただくほうが良いですね。 

 他にいかがでしょうか。 

【新井企画調整課長】  協議会委員の意見のところにもありましたように、次期プラン

では個別プランを３３項目に絞っております。実はどれも重要なプランだという認識では

おりますが、重点プランには、進捗状況の確認作業が計画期間中には毎年ありまして、そ

の個別の報告事例などを厚くしていくためには、このような絞り方も大切なのではないか

と思ってございます。 

【上木部会長】  具体的な部会の作業の話まで出ましたが、何か他にご意見ございます
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でしょうか。いかがでしょうか。 

 今日は一度に計画の骨子になる部分をご議論いただいておりますが、後から気づくこと

もたくさんあるかと思いますので、今日に限らず、気づいたところで、ぜひいろいろなご

意見をファックスでいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、本日の議論はここまでとさせていただきます。先ほども申し上げましたように、

計画の目標、指標、そしてその文章を充実していくのは、実際の活動の中で行われること

ですので、その活動を行いやすいように計画を表現していくということになっていくと思

います。そのためにも、気づいたところで、ぜひご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

【新井企画調整課長】  ありがとうございました。 

 今後の進め方について説明させていただきます。本日議論いただきました個別プラン概

要シートを基に、これから改定プランの案文を作成していくことになります。次回改定作

業部会は２月２８日に予定しておりますが、部会を開催する前に、委員の皆様にその案文

をお示しし、意見照会をしたいと考えてございます。 

 また、指標、重点プランのご意見については、ファクス用紙にご記入をいただきまして、

２月１３日までに事務局までご提出をお願いしたいと思っております。 

 これにあわせまして、第１部には総論の記載等がありますが、総論の中に書いたほうが

良いような記載内容について、あるいはコラムとして取り上げたほうが良いような取組事

例などございましたら、一緒にお知らせいただければと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 今後の予定は以上でございます。 

 長時間にわたりまして、ご討議いただきまして誠にありがとうございました。本日いた

だいたご意見を踏まえまして、次回の改定作業部会に向けて準備を進めていきたいと思い

ます。 

 それでは、これをもちまして、平成２９年度第２回地域保健医療推進プラン改定作業部

会を終了させていただきます。皆様、どうもありがとうございました。 

 

閉会：午後２時４０分 

 

 


