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第６回すこやか大阪２１（第２次）推進会議 会議録 

 

 

 

１ 日 時 

平成 29年 7月 21日 (金）午後２時～４時 
 

 

２ 場 所 

大阪市役所 地下1階 第１１共通会議室 

 

 

３ 出席者 

（委 員） 

 市原委員、稲葉委員、大関委員、岡本委員、北𠮷委員、五嶋委員、澤田委員、髙嶋委員、

田中委員、寺村委員、福岡委員、福島委員、前田委員、松田委員、森原委員、矢野委員 

（事務局） 

 中出健康局健康推進部長、竹内健康局医務監、撫井健康局保健医療企画室長、藪本健康

局保健指導担当部長、吉田保健所長、藏田健康局健康施策課長、広瀬健康局保健医療計

画担当課長、岩崎健康局健康づくり課長、國吉健康局生活習慣病担当医務主幹、安道健

康局健康推進部保健主幹、宮前健康局生活衛生課長、内田健康局精神保健医療担当課長、

渡部保健所管理課長、楠亀保健所保健医療対策課長、寺澤保健所感染症対策課長、松穗

西区役所保健担当課長代理、舟橋福祉局国保保健事業担当課長、田中福祉局在宅サービ

ス事業担当課長、松田教育委員会事務局教育活動支援担当課長 

 

 

４ 次 第 

  開会 

大阪市あいさつ 

議題 

（１）「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」及び「健康づくりアンケ

ート（中高生）」の報告書案について 

（２）すこやか大阪２１（第２次）の評価案について 

（３）次期計画の期間について 

（４）次期大阪市健康増進計画策定会議の設置について 
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報告 

健康寿命延伸にかかる要因分析報告書について 

その他 

   閉会 

 

 

５ 議 事 

 

司会 

お待たせいたしました。 

定刻になりましたので、ただ今から「 第６回すこやか大阪２１（第２次）推進会議 」を開催

させていただきます。 

私は、本日の進行役を務めさせていただきます、大阪市健康局健康推進部健康づくり課課長代

理の林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、健康局長と健康局理事が公務のため欠席させていただいておりますので、開会にあた

りまして、健康局健康推進部長の中出から、一言ごあいさつを申しあげます。 

 

中出健康局健康推進部長 
大阪市健康局健康推進部長の中出でございます。 
本来であれば健康局長からご挨拶させていただくところでございますが、本日は、健康

局長が公務のため欠席となっておりますことから、私から会議の開催にあたり、一言ご挨

拶を申しあげます。 
委員の皆様には、平素から本市の保健衛生行政の推進にご理解とご支援を賜り、心から

お礼を申しあげます。また、本日はお忙しい中、「すこやか大阪２１（第２次）推進会議」

にご出席いただきまして、厚くお礼申しあげます。 
さて、皆様ご存知のとおり、平成２５年度から平成２９年度までを計画期間とする大阪

市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」は、今年度、最終年度を迎えます。昨年度

より委員の皆さまのご協力をいただきながら最終評価を進めており、本日の議案といたし

まして、最終評価案についてご意見をいただきたいと考えています。 
また、最終評価より得られた課題を踏まえ、今後の本市として取り組むべき健康づくり

施策を推進するため、次期計画の策定についてもご意見を頂戴する予定です。 
本日は、限られた時間ではありますが、貴重なご意見をいただきますようお願い申しあ

げ、簡単ではございますが、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。本日は、

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
司会 
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続きまして、お手元の資料の確認をお願いいたします。 

本日の次第、すこやか大阪２１（第２次）推進会議開催要綱、委員名簿、資料１「「大阪市民

の健康づくり・生活習慣等に関する調査」報告書（案）」、資料２「「健康づくりアンケート（中

学生・高校生）」報告書（案）」、資料３「健康増進計画「すこやか大阪２１」（第２次）最終

評価（案）」、資料４「「すこやか大阪２１」（第２次）最終評価（概要）」、資料５「すこや

か大阪２１（第２次）次期計画の期間について」、資料６「次期大阪市健康増進計画策定会議開

催要綱（案）」、資料７「健康寿命延伸にかかる要因分析報告書」、資料８「平成２９年度スケ

ジュール」、以上でございます。資料はお揃いでしょうか。 

それでは、本日、ご出席をいただいております委員の皆様をご紹介させていただきます。正面

が、座長の稲葉委員でございます。次に右側のお席から順にご紹介させていただきます。市原委

員でございます。大関委員でございます。岡本委員でございます。北吉委員でございます。五嶋

委員でございます。澤田委員でございます。髙嶋委員でございます。田中委員でございます。寺

村委員でございます。福岡委員でございます。福島委員でございます。前田委員でございます。

松田委員でございます。森原委員でございます。矢野委員でございます。 

以上、１６名の委員にご出席をいただいております。なお、岡田委員、寺田委員、宮田委員に

おかれましては、ご欠席との連絡をいただいております。 

続きまして、本市側の出席者でございますが、先程、ごあいさつを申しあげました中出健康推

進部長でございます。竹内医務監でございます。薮本保健指導担当部長でございます。その他、

関係局の担当が出席いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、この会議につきましては、「審議会等の設置及び運営に関する指針」に基づき公開とさ

せていただきます。 

それでは、ここからの進行は座長の稲葉委員に行っていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

座長 

 座長の稲葉です。よろしくお願いします。 

それでは、さっそく議事に入らせていただきます。まずは、議題１の「「大阪市民の健康づく

り・生活習慣等に関する調査」及び「健康づくりアンケート（中高生）」の報告書案」について、

事務局より説明をよろしくお願いします。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 健康局健康づくり課長の岩崎と申します。座って説明させていただきます。 

 「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」及び「健康づくりアンケート（中高生）」

の報告書案について説明をさせていただきます。 

 これらの調査は、前回の「すこやか推進会議」におきまして、速報的に主な要点のみ報告をさ

せていただいております。今回、報告書（案）として取りまとめましたので、改めて報告させて
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いただきます。資料は１と２になります。 

まず、調査の目的ですが、２段落目になりますが、大阪市健康増進計画「すこやか大阪

２１（第２次）」の最終年度、平成２９年度ですが、その最終年度に向けまして、大阪市民

の生活習慣の状況や健康づくりに対する意識等を調査し、「すこやか大阪２１（第２次）」

の目標の達成状況等の把握を行ったものでございます。 
調査の方法は、外国籍住民を含みます２０歳以上の大阪市民を調査対象としまして、自

記式郵送法で、２８年の８月１日に調査票を発送し、９月３０日に最終回収を行いました。

標本数は、５,０００でございます。 
３ページの回収状況でございますが、表２に記載しておりますが、５,０００の標本数の

内、５４件不到達があり、到達標本数は４,９４６件でございました。 
回収された有効調査票は、２,７４８件であり、標本数に対する回収率は、５４.９％でご

ざいました。また、到達標本数に対する回収率は５５.５％でございました。 
表３に「性・年齢階級別の標本数・回収数・回答者の構成比」を記載しておりますが、

男性の回収総数は、１,１３３件、女性の総数は１,５３４件でございました。女性の内、年
齢が不明な者が３件ございました。なお、回収されました調査票のうち、性別不明が７８

件ございました。 
集計結果の留意点でございますが、５ページ以降に記載しております調査結果のグラフ

は不明を除き算出しております。不明を含めました集計結果につきましては、３０ページ

からの統計表に掲載しております。 
調査結果のグラフは、小数点第２位を四捨五入して算出しております。したがいまして、

回答割合は合計しても１００％にならない場合がございます。 
次に４ページからの「調査の結果」でございますが、各項目につきまして、男女別に「２

０～３９歳」「４０～６４歳」「６５歳以上」の年令３区分に集計し、その結果を３０ペー

ジからの統計表に記載しました。また、分野ごとの代表的な項目等につきまして、その質

問の結果をグラフに示しました。 
今回は、健康増進計画「すこやか大阪２１（第 2次）」の目標項目に関わります部分につ

きまして、報告させていただきます。 
まず、資料の６ページをご覧ください。「朝食の欠食率」でございます。 
「あなたはふだん朝食を食べていますか」に対する回答で、「週に４～５日食べる」、ま

たは「「週に２～３日食べる」、「週に１日程度食べる」または「ほとんど食べない」と答え

た人の割合です。 

欠食率は男性23.4％、女性18.7％であり、男性の割合が高くなっています。年齢層別に

みますと、男女とも 20～39歳で最も高く、年齢層が高くなるほど割合が低くなっており、

どの年齢層においても、女性より男性の欠食率の割合が高くなっています。 

次に１３ページをご覧ください。たばこに関する「喫煙率」でございます。「あなたは、

たばこを吸っていますか」に対し「吸っている」と答えた人の割合です。 
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男性は 32.0％、女性は 13.4％で、男性の割合が高い状況でした。年齢層別にみますと、

男女とも40～64歳で高くなっております。 

次に１５ページの受動喫煙の状況でございます。他人のたばこの煙を吸う機会がある人

の割合です。男性は76.7％、女性は76.9％でございました。年齢層別にみると、男女とも

65歳以上で最も低く、20～39歳、40～64歳で高くなっている状況でございました。 

次に１８ページ、アルコールの多量飲酒者の割合でございます。「あなたは、週に何日く

らいアルコールを飲んでいますか」、「あなたは、1日にどのくらいアルコールを飲んでいま

すか。日本酒に換算してお答えください」に対して、「毎日飲む」かつ「３合～４合未満」

または「４合～５合未満」または「５合以上」と答えた人の割合です。 

男性は5.2％、女性は1.2％であり、男性の割合が高い状況でございました。年齢層別に

みますと、男女とも40～64歳で高くなっている状況でございました。 

次に１９ページ、歯・口腔の健康でございます。‘１）’の歯の健康診断受診割合でござ

いますが、「あなたは、この 1年間に歯の健康診断を受けたことがありますか」に対して、

「受けた」と答えた人の割合でございます。 

男性は44.3％、女性51.1％であり、女性の割合が高い状況でございました。 

年齢層別にみますと、20～39歳の男性の割合が35.7％と低い状況でございました。 

次に２２ページからのがん検診についてでございます。 

まず、１）の胃がん検診受診割合でございます。「あなたは、この1年間に胃がん検診を

受けましたか」に対して「受けた」と答えた人の割合でございます。 

男性29.5％、女性23.3％であり、男性の割合が高い状況でございました。年齢層別にみ

ますと男女とも40～64歳が高い状況でございました。 

次に、２３ページが大腸がんの状況でございます。問いは同じ問いになりますので割愛

させていただきますが、男性は 27.4％、女性 22.4％、検診の対象年齢の 40歳以上では、

男性32.8％、女性27.5％で、男性の割合が高い状況でございました。年齢層別にみますと

男女とも40～64歳が高くなっております。 

次に２４ページが肺がん検診を１年間に受けた方の割合でございます。 

男性が35.2％、女性26.7％で、男性の割合が高い状況でございます。年齢層別にみると

男女とも40～64歳が高くなっている状況でございました。 

２５ページが乳がん検診の受診割合でございます。これは、2年に1度の受診機会でござ

いますので、2年間で受けた人の割合でございます。 

受診率は30％でございまして、40～64歳の割合が高い状況でございました。 

次に２６ページでございます。子宮頸がん検診の受診割合でございます。これも、2年間

で検診を受けたと答えた方の割合です受診率は33.6％であり、20～39歳の割合が高い状況

でございました。 

主な調査結果の説明は以上でございます、統計表の後ろに参考に調査票を添付しており

ます。 



6 
 

続きまして、資料２の「健康づくりアンケート（中高生）」報告書案について、説明させ

ていただきます。１ページをご覧ください。調査の概要でございます。 
まず、調査の目的ですが、２段落目なりますが、中学生・高校生の生活習慣の状況や健

康づくりに対する意識等に関する調査を実施し、「すこやか大阪２１（第 2 次）」の目標の
達成状況等の把握を行ったものでございます。 
調査方法は、中学生は、昨年７月に、大阪市立中学校２４校に対し、２年生１クラス分

のアンケート調査を依頼いたしました。高校生につきましては、大阪市立高等学校から普

通科・工業科・商業科などを考慮して４校を抽出し、２年生全員のアンケート調査を依頼

しました。 
回収状況は、中学生は、２３校、１，５０３人から、高校生は、４校、７８７人から回

答を得ました。２ページに記載しております標本構成ですが、中学生は、男性７４２人、

女性７１７人、不明４４人でございました。高校生は、男性３５９人、女性４０８人、不

明２０人でございました。 
集計結果の留意点ですが、３ページ以降に記載しております調査結果のグラフは不明を

除き算出しております。不明を含めました集計結果につきましては、８ページからの統計

表に掲載しております。 
調査結果のグラフは、小数点第２位を四捨五入して算出しております。したがいまして、

回答割合は合計しても１００％にならない場合がございます。 
次に３ページからの「調査の結果」でございますが、各項目について、中学生および高

校生を男女別に集計した結果を統計表に示し、主要な項目についてグラフを示しておりま

す。 
今回は、健康増進計画「すこやか大阪２１（第 2次）」の目標項目に関わります部分につ

きまして、報告させていただきます。 
まず、資料の３ページの、「朝食の摂取状況」でございます。 
「あなたは、ふだん朝食をたべていますか」に対する回答でございます。「ほとんど毎日

食べる」人の割合は、中学生で男子 86.4％、女子 84.6％、高校生男子 69.5％、女子 69.9％
であり、男女ともに中学生に比べ高校生の割合が低い状況でございました。 
また、「週に４、５日食べる」「２、３日食べる」または「ほとんど食べない」と答えた

人を「朝食欠食者」とすると、中学生では女子が高く、高校生では男女とも 3 割が欠食し
ている状況でございました。 
次に、５ページをご覧ください。喫煙の状況でございます。 
「あなたは、たばこを吸ったことがありますか」に対して、「この１か月間で吸った」と

答えた人を「喫煙者」、「過去に吸ったことがあるが、この 1 ヵ月は吸っていない」と答え
た人を「喫煙経験者」とした割合です。 
喫煙率・喫煙経験率ともに、中学生より高校生、女子より男子の割合が高い状況でござ

いました。 



7 
 

次に６ページの７番の飲酒の状況でございます。 
「あなたは、アルコールを飲んだことがありますか」に対して、「この１か月間で飲んだ」

と答えた人を「飲酒者」、「過去に飲んだことがあるが、この 1 ヵ月は飲んでいない」と答
えた人を「飲酒経験者」とした割合です。 
飲酒率・飲酒経験率ともに、中学生より高校生、女子より男子の割合が高い状況でござ

いました。 
主なアンケート結果の説明は以上でございますが、統計表と、統計表の後ろに参考にア

ンケートを添付しております。また、ご参照いただけたらと思います。 
議題１についての説明は以上でございます。 

 
座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、資料１の朝食欠食率についてですが、なにかありましたら、五嶋先生いかがでしょ

うか。 

 

五嶋委員 

 現在、私たちのほうでは、中学生については、食育活動は行っていますが、その中で朝食の大

切さや取り方についてお話をしておりますので、徐々にその結果は出てきているところと思って

おります。 

 しかしこれまで、高校生のほうには、ほとんど食育活動ができておりませんでした。それで、

今、私たち２年目になるんですが、生活習慣病予防・減塩推進スキルアップ事業ということを進

めております。その中で、今年度は高校生・大学生ということで取り組んでいくことになってお

りまして、今、そこに高校や大学にＰＲしながら行っているところなので、その中で朝食の大切

さなどについて啓発していこうと準備しているところです。 

 

座長 

 ありがとうございました。あとで、中高生のほうは出てくると思いますけれども、２０～３０

代が非常に高くって、若い方に欠食率が高いというのはどういうふうに考えられておるのか、事

務局としては、何かありませんでしょうか。 

 

安道健康局健康推進部保健主幹 

 健康推進部保健主幹の安道と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 若い方の欠食率は、生活習慣の乱れ、生活状況からの影響もあって高くなっていると判断して

おります。 

 

座長 
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 設問を見てみると、「ほとんど食べていない」だけでなくて、週に何日か食べていて、といっ

た辺りの割合、若年層と高齢者では全然パターンが変わると思うんですけど、毎日きっちり食べ

ているのか、曜日によって食べない日があるとか、分析が必要かなと思うんですけど。 

 

安道健康局保健主幹 

 座長おっしゃるとおりでありますので、生活の中で毎日毎日きっちり食べているかというのと、

週の中で欠食する曜日があるかによっても変わってきますと思いますので、その辺もあわせて分

析を進めていきたいと思っております。 

 

座長 

 大関委員、何かありますか。 

 

大関委員 

 調査票の確認を忘れていたんですが、この「朝食をふだん食べている」というのには、国民健

康栄養調査であると、お菓子だけを食べていてもそれは欠食になるんですが、これは、大阪市で

の調査はどのようにされたんでしょうか。 

 

安道健康局保健主幹 

 お菓子だけ、あるいはジュース、コーヒーだけは朝食の部類には入らないとしております。 

 

大関委員 

 そうすると国民健康栄養調査の方法とほとんど同じだと思うんですが、それと比べても２０代、

３０代、男女ともに割合としては高いと思いました。 

 半分くらいは、ほとんど毎日食べない、ですが、週に１日～４・５日食べるまでは分布が多く

なっていると思うので、この辺り不規則に食べるというのもよくないと聞きますので、分析をさ

らに進めて頂きたいなという気がいたしました。以上です。 

 

座長 

 どうもありがとうございました。この、欠食のことについて、他にございませんでしょうか。 

 

矢野委員 

 欠食に関することですが、親と同居しているか、一人暮らしか、また、仕事が忙しくて夜遅く

寝ていて朝ごはん食べるところではないという働き盛りの方など、その辺り、ライフスタイルも

考えないと、と思います。 

 

座長 
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 何か、ご意見ありますか。 

安道健康局保健主幹 

 委員おっしゃるとおりでございますので、また９月に開催します食育推進計画会議の中で述べ

させていただきたいと思っておりますけど、実際に食事の用意ができていたら食べるのになあ、

とかそういった方ももちろんおられます。朝起きたときにできていないから食べられない、ある

いは、お腹がいっぱいという方もおられますので、なぜ、寝て、朝起きた時にお腹がいっぱいな

のかというのもあるんですけど、そういう回答もみられますから、やはり日常生活の中で、寝る

時間も含めて検討が必要かと思っているところです。 

 

座長 

 あとで、別のところで共食についてもあるんですけれども、家族と一緒に暮らしている方も多

いと思うんですけど、そういう方と、同居していない個食の方で、朝の欠食率に違いあるかとか

そういうのは。 

 

安道健康局保健主幹 

 すみません。詳しくは資料を持ち合わせておりませんが、家族形態の中で違いはあるかと思い

ます。やはり一人で生活されていると、朝の準備がなかなかできないとか、起きられないとかも

ございますんで、欠食率は高まっていく傾向にあるかと思います。 

 

座長 

 それでは、欠食率、貴重なデータですので解析を宜しくお願いいします。 

 続きましてたばこのほう、喫煙率、受動喫煙の問題であるとか、国会でも動きがあるところで

すが、ご意見ございましたら。 

 福岡先生、いかがでしょうか。 

 

福岡委員 

 座長のおっしゃられるとおり、喫煙率、特に受動喫煙につきましては、東京オリンピックの絡

みで国会でも問題になっておりますが、特に学校は建物内、病院は敷地内全面禁煙とか、100％に

しようという目標がでております。大阪市の方でまだ、結果出ていませんが、ぜひここは、進め

て頂きたいと。 

 喫煙率に関しましては、男性の方が高いわけでありますが、徐々に低下してきております。ぜ

ひ、３０％をきって低下していくように、大阪市としても十分取り組んでいただきたいと思って

います。 

 

座長 

 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。 
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たばこって肺がんとかの直接の問題となるとか、１７ページなんか見ますとＣＯＰＤなどは割

とテレビで宣伝していたりするんですが認知率まだやっぱりかなり低いんですね。 

 

福岡委員 

 たばこの害で一番はっきりしているのがＣＯＰＤですね。ここはもう、１００％、肺気腫にな

る率が高いので。肺がんとか、喉頭がん、非常にやかましく言われますけど、それ以上にＣＯＰ

Ｄ、呼吸困難、酸素吸入しながら生活している方、たばこが原因ですから、それについてはＰＲ

していく必要があると思います。 

 

座長 

 ＣＯＰＤがやっぱり代表的な問題なんですね。もう少し認知度あがっていただいたら。 

 

福岡委員 

 そうですね。 

 がんにつきましても、肺がんだけでなしにたばこが関係するがんは非常に多いです。 

 

座長 

 胃がんも多いんですね。 

 

福岡委員 

 そうです。膀胱がん、膀胱どう関係あるかと思われると思いますが、非常に関係していると言

われていますので、喫煙を避ける、禁煙するということは非常に大切であります。 

 

座長 

 どうもありがとうございます。ほかにございませんか。事務局からは今のところ、何もありま

せんか。 

 続きまして、多量飲酒、アルコールの問題ですが、男性で6.8％、女性で1.8％、これは、経年

的に減ってきていると考えてよろしいでしょうか。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 男性は減ってきているんですけど、女性は増えているとのことです。 

 

座長 

 それでは何かご意見いただけたらと。いかがでしょうか。 

 

高嶋委員 
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 主観的になって申し訳ないんですけど、女性も飲む機会が増えているんだと思うんですが、そ

れも最近、アルコール類ってジュースのようなサワーであるとか、女性が好みそうな、割と気軽

に飲めるというのがあるんじゃないかなと思うんですが。 

 

福島委員 

 高嶋委員がおっしゃったとおりだと思うんですが、一方でここで集計されているのが、多量飲

酒者ということで、毎日日本酒換算で３合以上ですので、これは健康被害を引き起こす量という

ことで、間違いないと思います。 

 よく、患者さんからどこまで飲めばいいのか、聞かれるんですけど、ワインで１合が適量です

よ、それぐらいだったら寿命が延びるというデータも出ています、というように言うと安心され

るんですけども。こちらは、すこやか大阪２１ですが、国民健康づくり運動で、そういった適正

飲酒の数値も出ていますので、やはりそういうＰＲは今後必要かなと思います。 

 

座長 

 どうも活発に議論いただいてありがとうございます。 

 続きまして歯の健康ということで、歯の健康診断、受けられている方非常に多くてびっくりし

たんですけど、この辺り、市原委員、何かご意見いただけたらと思います。（３３：４８）←２ 

 

市原委員 

 最近、皆さん、歯の健康については、最近全身との関連も取り沙汰されて、非常に意識高く来

院いただける、定期的な健診含めて受けられる方、多いと思います。 

 その中で、若年、20歳から39歳はちょっと低いんですが、これは現場とも一致しておりまして、

日本歯科医師会、大阪府歯科医師会も、広報含めてこの辺をやっぱりそういうような意識を高め

るような努力はしております。 

 ２０ページの「あなたの歯は、何本ありますか」ということで、６５歳以上で２０本以上ある

人の割合はここでは４４．４％、ちなみに厚生労働省が６月２日に発表した平成２８年度の歯周

疾患実態調査におきましては、８０歳以上で５１．２％です。 

 ちなみに、８０２０運動開始直後の平成５年の調査では、８０歳で歯が２０本以上、これが１

０．６％というデータになります、この２３年の間で５０％を超えてきたと。 

 ここの６５歳以上で４４．４％というのは調査方法や抽出方法によって当然差はあるものかと

思いますけど、どちらにしましてもこれだけたくさんの方が自分の歯で食べられるということで、

それに対しては後のメンテナンスや口腔ケア含めて大切になってくるんです。 

 ２０本以上あると、なんでもかめるということですが、この１９本以下に減ってくると、部分

義歯の面積が増えてくるにしたがって一部かめないものが出てくると、部分義歯はプラスティッ

クでできておりますので、こういったデータが非常に関連性あらわしているなあというふうに見

させていただいております。 
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 今後、いいふうに向かっていくとは思うんですが、このデータ見させていただいて、そういう

感想感じております。 

 

座長 

 ありがとうございます。 

 高齢の方で割とかめている方が多いというのがあると思うんですけど、これは歯科の技術、治

療が進歩したからというように考えていいと思うんですけども。例えば、高齢になると糖尿病で

あるとか、骨粗しょう症であったり、顎の骨自体もろくなっていたりだとか、すかすかでだめな

ケースもあると思いますが、これは歯自体をケアしていて守れるところ、守れないところあるか

と思いますが、そうったところ、高齢になると特にどういった対策があるのかというところ。 

 

市原委員 

 まさにおっしゃるとおりで、これは歯周病とも関連してきますが、歯が無くなる、抜けるとい

うのは虫歯で無くなるというよりも、虫歯というのは今技術が進歩しておりまして、酷くても神

経の根っこの処置をして上からかぶせて補強することでかなり残せる、食べれるということにな

りますが、抜ける大きな原因は虫歯というより歯周病です。歯がぐらぐらしてかめないだとか、

痛くてかめないとかで抜くことがあります。 

そういった場合、顎の骨、歯槽骨が減ってしまっていますので、後からそういう方に入れ歯を

いれる、入れても安定が悪かったりであるとかで、歯周病を有する方というのは、当然全身疾患

にも、そこから病原巣にもなりますので、よくないいろんな毒素とかが微弱でもまわる、そうい

ったことで全身的にいろんな疾患が起こりますけども、口腔内におきましても食べるということ

におきまして、顎の骨がなくなるとうことは非常にデメリットというか、あとを処置してもなか

なか食べるという状況にできない、食べなければ全身的にもいろいろな悪影響が出てくるという

循環があるかと思います。 

 

座長 

 年に1回とか2回とかは少なくとも歯垢とかをとったりとかしながら、健診を進める方向で間違

いないと思います。だいたい年何回ぐらい、患者さんに健診を勧めるものですか。 

市原委員 

 それぞれの先生の考えとかありますけれど、昔は年1回とかいわれましたが、最近では3か月と

か良い方でも半年、1ヵ月経てば、歯に残ったプラークと呼ばれる歯垢が、唾液中のカルシウムに

付着して固まって歯石になります。これはいくら磨いてもとれません。それがポケットの奥深く

に入ることによって、歯周病が進むと、それが１０年、２０年で顎の骨が減ることになります。

その方々に応じて全然状況が違いますが、個人差ありますけども、やっぱり一般的には３か月ペ

ースで、もっと来られる方もいられますが、半年たっても大丈夫だという人もいられるので、そ

ういった状況だとご理解ください。 



13 
 

座長 

 どうもありがとうございます。 

 そうしたら、続きまして一番メインになると思いますがん検診ですが、個別にご説明いただい

たんですけど、がん検診って受けられている方はすごい受けられているし、受けられない方は全

然受けられてない、この辺り、何かだけ受けるというのはなかなかないと思うんですが、全体通

してそんな傾向などはあったんでしょうか。全て受けていないとか、男性やったら子宮・乳は受

けられないけれども男性で受けられるものは全て受けているとか。偏りが非常に多いような気が

しますが。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 大阪市のがん検診としましては。対象者が職域で検診がない方を対象にしております。 

 男性ですと４０歳以上の方に胃・大・肺とやっておりますけども、特に条件等はございません

ので、必要性を認識していただいて、毎年受けて頂くのが一番大事かなと思っております。 

 以上でございます。 

座長 

 それでは、個別に進めていきたいと思いますが、男性は４０歳から６４歳で４０％程度受けら

れているんですが、女性のほうが少ないですよね、女性のほうが少ないその辺りについて何かコ

メント等ありますでしょうか。 

もしありましたら、前田委員お願いします。 

 

前田委員 

 ちょっとよくわかりませんね、一番受けないといけない年齢だと思うんです、働き盛りで子ど

もを産む年齢でもありますし、そういうときに、子宮頸がんは女性は非常に受けているんですが、

胃がん検診とか大腸がん検診を受けていないのがちょっとわかりません。 

座長 

 おうちにいらっしゃる方が多いとか、そんなことありませんでしょうか。男性の４０代とか女

性の４０代とか、糖尿病になっても治療を受けていない方が非常に多くて、健診ではひっかかる

けど、その後治療を受けられていない方が非常に多くて、がん検診になるとシステムで動いてい

てそこらへんになると。 

 

前田委員 

 がん検診とかですと、こういうのを受けなさいというのが出てくると思うんです。皆さんだい

たい働いておられるか家庭におられる年齢ですね、それが、胃がん・大腸がんになると非常に少

ないというのがちょっと。 

 胃カメラも大腸も最近すごく痛くなく受けられるようになっていて受けやすいと思うんですけ

どね。 
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座長 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 率としては非常に高くて、順調にいってるかなと思いますが、目標はまだまだもっと高いとこ

ろ目指されていますが、データとしてはいいかなと。 

 肺がんについては、４６．１％、これもエックス線がほとんどでＣＴされている方少ないと思

うんですけど、男性の４０歳から６４歳で４６．１％受けられていると。 

 乳がんなんかも４０歳くらいで、４４．３％出ていますし、これは大阪市も力を入れてやって

いるところで、検診車も動かしてがんばっていて、子宮頸がんは２０代、３０代で非常に高かっ

たと思うんですけども何か理由があるんですか。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 がん検診の対象者は基本的には胃・大・肺は４０歳以上の方を地域のほうではしております。 

 乳がんはマンモグラフィは４０歳からですが、大阪市では３０歳代の方には超音波検診を実施

しているところです。子宮頸がん検診は、２０歳から対象になっておりますので、若い方が高い

率になっているという状況でございます。 

 

座長 

 子宮頸がん、細胞診なんですけど、それで５０％超えているってすごいですね、ここら辺はコ

メント等ありますでしょうか。ワクチンは今のところ動いてないですよね。 

 そうしましたら、がん検診全体含めまして、ご質問等、ありますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、続きまして中高生のアンケート結果に移らせていただきたいと思います。 

 中高生のほうは、中学生、高校生、男性、女性、同じくらいのレベルだと思うんですが、朝食

欠食率は非常に高校生であがっていますが、ここら辺なにかありますでしょうか。 

 中学から高校になって、欠食率高くなっているというのは、前にもありましたね、遅く寝てい

てぎりぎりまで寝ていて、勉強も忙しいし、朝なかなか起きれない、これは、同居率も中学・高

校で同じですよね、高校に通っているから一人で独居しているということもあまりないですね。 

 喫煙の状況ですが、高校生の男子で喫煙経験者が１０％くらいになると。ここら辺、中学生と

か高校生の若いうちに喫煙すると非常に肺がんの率が高くなるという、社会的にはどのくらい認

知されているのか、福岡先生いかがですか。 

 

福岡委員 

 最近、がんに関連してですけども、学校教育をやる必要があるということで、最近広がりつつ

ありますけど、まだほんとにモデル的なものですので。今後、中学校、高校での喫煙とかがんに

対する知識を広めていく、非常に重要だと思いますので、大阪市もやられていると思いますけど、

しっかり広めていっていただきたいと思います。やはり、そういう場で講義をしていますと、若
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い方の認識は非常に低いと心配になっております。 

 それから、ちょっと先ほどのがんのところ、全体的に、国の目標５０％ということで、それに

は達しておりませんけど、徐々に上がってきているのは間違いなくて、受診率の把握というのが

非常に難しいんですが、こういうアンケートでとる方法しか今のところ把握できない状況だと、

国でもアンケート方式で統計とっておられますけども。ごく最近、２８年、これとほぼ同じ時期

のものが発表されて、肺がんの男性は５０％超えたという報告もありましたけども、乳がんが非

常に低いと聞いておりまして、欧米では乳がんの受診率は８０％を超えておりますので、最近、

乳がんの有名な方が亡くなられたということもあって、話題になっておりますけれども、大阪市

非常に努力されていますけれどもまだまだ低いというのが非常に心配ですね。 

 今から１０年前、がん対策基本法が始まったときに比べると、かなりあがってきていて、もう

少しで５０％近づくだろうと、それは事実です。 

 

座長 

 乳がんはマンモグラフィは難しいですもんね。 

 

福岡委員 

 そうですね、今はマンモグラフィが推奨されていますけども、超音波と両方やるということも

ありますが。 

 乳がんも含めて女性の全体のがん検診の受診率が低いんですけども、これはやはり、職場検診

はかなり進んでますが、家庭におられる方の検診の受診率が非常に低いんですね。 

 市町村がやっている検診、私も和泉市でやっているんですけど非常に低いので、これは国全体

の問題ですけども、今後どうするかというところですね。 

 

座長 

 がん検診、なかなかいろいろな問題が、コストとかもありますし、考えていかないといけない

と思いますけど、ハイリスクの人ってどういうふうにしたらいいとか、２０代で肺がんとかなる

人って１０代前半でたばこを非常に吸っている方が割と多いんで、そういうイメージが非常に強

いんですけど、その率は高いんですよね。 

 

福岡委員 

 そうですね。学校で講義していますと、講義が終わると皆さんの興味がかなり増してきますの

で、教育って大変大切だと痛感しております。 

 

座長 

 どうもありがとうございます。検診について、森原委員、なにかありましたら。 

 



16 
 

森原委員 

 僕はＮＰＯで運動を広めていくような活動をしておりまして、住民さんに会う機会が多いんで

すけども、やっぱり生活習慣や検診への意識が壮年期の方はかなり低いなあというのが印象でし

て、高齢者の方はやはり比較的、高齢者というとどこからが高齢者かは難しい問題化と思います

けど、会社で検診を受けられる方はがん検診など受けられるのかと思うんですけど、そういった

もののサポートがない方はやはり壮年期の年代は受けにくいことがあるので、その辺り啓発活動

をやっていただけるといいのかなと思います。 

 

座長 

 ありがとうございました。 

 子どものときから、若い段階で朝食を欠食していたら肥満度が高くなるとか、脂質異常の確率

が高くなるとか、そういうことが関連があるといわれているんですが、その辺り、大関委員コメ

ントいただけませんでしょうか。 

 

大関委員 

 朝食を欠食すると同じエネルギーを摂るんであれば、３回に分けて摂るより２回のほうが血糖

の上昇が大きくなってしまうし、肥満になりやすいっていうのは、私も知っているんですが、子

どものときからというのが、すみません、データをみていないもので頭の中にありませんので、

申し訳ありません。 

 

座長 

 ありがとうございます。 

 

矢野委員 

 大阪府医師会の学校医部会でも言われたんですが、中学校の痩せている方、ＢＭＩが１８．５

以下の方、結構割合が多いと。中学校の半分くらい、以上ですね、中高だけでなく、大人の方で

も痩せている方、特にこちらは女性ですが多いんで、肥満と痩せ、極端になっていて、高齢者の

方のＢＭＩ低い方はやっぱりだんだんフレイルですとか、サルコペニアですとか、そういう感じ

の方が多くて、お年寄りで肥満の方がおられますが、今、私たちが診療で心配しているのが低栄

養、筋力の低下でのほうで、これから大変になるかなあと思っております。 

 

座長 

 おっしゃるとおりで、非常にそこらへん問題になっているところで、ＢＭＩというのは男性は

経年的に大きくなっている、女性の特に２０代から４０代で痩せが進行していて、筋肉量非常に

落ちているんで、歳をとってからのサルコペニアが問題になっていると。トータルのカロリーと

かたんぱく摂取量、女性、高齢になるとカロリーをあげるような形でサルコペニア予防という方
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向で厚労省なんかもやっていますけど、そこら辺、高齢になると発想の転換が求められると思う

んですけど、なかなかそこの辺が浸透していないかなあと思ってるんですが。 

 ＢＭＩは痩せていると良いという方向でやられているんですが、高齢になると痩せていると非

常に栄養状態悪くなって、問題出てくるんで、高齢については別で考えないといけないと。 

 栄養士さんはそういうとこら辺で運動進められているかと思うんですが、なんかコメントあり

ましたら。 

 

大関委員 

 いきなり高齢者の問題に入りましたが、高齢者では低栄養が一番の問題になっていて、しっか

り食べようって言っても、たんぱくを食べてほしいけども、とにかく何が食べられるか、という

とこから入っていこうという形で、栄養士は指導しています。 

他の職種の方、たんぱくっていうのはご存じの方多いんですけど、食べられるところから食べ

ていくっていうのは高齢者の場合は大切なところ、と考えております。 

 

座長 

 ありがとうございます。 

 続きまして、資料３のすこやか大阪２１（第２次）の最終評価案について、事務局のほうから

説明宜しくお願いします。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 

 健康局健康推進部生活習慣病担当医務主幹の國吉でございます。宜しくお願いします。資料３

と４の説明をさせて頂きます。 

 まず、資料３の最終評価案ですが、まず構成について、１から３ページまでが「すこやか大阪

（第２次）」の策定の経過が記載されています。４ページに最終評価の目的と方法が記載されて

います。４ページの下段に評価の段階、ＡからＥを示しています。 

 Ａが目標値に達した、Ｂが目標値に達していないが改善傾向、Ｃが変わらない、Ｄが悪化して

いる、Ｅが評価困難、となっていますが、これは、国のデータなどが未発表であるために今の時

点では出せないということでございます。 

 ５ページから６ページは、最終評価の総括という形で記載しております。７から９ページに目

標値の表を記載していますが、目標値を設定した項目に詳細項目番号を付し、それを先ほどの段

階で評価しております。評価は右から２番目の欄に記載しております。 

 １０ページから１７ページが分野別の評価となっております。分野ごとに、「ア 指標の達成状

況と評価」、「イ 指標に関連した主な施策・事業等」、「ウ 課題」をそれぞれ記載しておりま

す。１０ページから１７ページに記載しております内容は、それ以降に添付した分野別評価シー

トの内容を簡略化したものとなっています。 

このシートの内容につきましては、昨年度末に開催した推進会議でご意見をいただいたものと
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なっております。 

 前回お示ししました内容から若干修正した内容がありますので、７ページに戻ってください。 

 詳細項目番号１１、１２の「脳血管疾患年齢調整死亡率の減少」と、１３、１４「虚血性心疾

患年齢調整死亡率の減少」ですが、データが未発表でしたので評価をＥとしておりましたが、人

口動態統計が発表されましたので、評価を行っております。 

 番号１１の策定時の値が５３．３、現状値が４１．２、目標値を４４．３以下としておりまし

たので評価がＡです。１２は策定時の値が２３．４、現状値が１８．６、目標値を１４．９以下

としておりましたので評価がＢです。 

 １３は策定時が５５．３、現状値が４１．９、目標値を５３．９以下としておりましたので評

価がＡです。１４は策定時の値が１９．５、現状値が１４．２、目標値を１６．８以下としてお

りましたので評価はＡとなりました。 

 続きまして８ページの３７、多量飲酒者の割合の男性ですが、現状値を再集計した結果、５．

０％から５．２％へ修正しております。 

 ９ページ５３の３歳児のう蝕がない者の割合の減少ですが、データソースである３歳児歯科健

康診査に修正がありましたので、現状値を８５．９％から８０．８％へ修正しております。 

 修正については以上です。 

 続いて資料４をご覧ください。資料４は資料３の最終評価の概要としており、主だった内容を

抽出したものとなっております。 

 先ほど説明した内容ですが、少し読ませていだたきます。 

 最終評価の１ページから３ページに記載しております策定の経過ですが、大阪市では、平成13

年３月、「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都市大阪の実現」を

基本理念に、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１」を策定しました。また、平成１５年５月、

健康増進法が国民の健康づくりを積極的に推進する根拠法として制定されたことに伴い、本計画

を同法第８条に規定する「市町村健康増進計画」と位置づけ、推進してきました。 

平成 24年度に実施した最終評価では、11分野の目標（59項目）について５割近くで改

善がみられましたが、目標値に達した項目は２割に満たないという結果を受けて、今回の

２次計画が作られました。 

続いて、最終評価の４ページに記載しております最終評価の目的と方法ですが、策定時

に設定された目標の達成状況や関連する取組の状況を評価するとともに、次期の計画に反

映させることを目的としております。 

評価については、大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査、健康づくりアンケ

ート（中高生対象）、人口動態統計、学校保健統計などの統計や調査の数値を用いました。 

次のページをご覧ください。最終評価の結果ですが、資料３の５から６ページに記載し

ております内容になります。 

総括的評価といたしまして、「すこやか大阪２１（第２次）」は、健康寿命の延伸、健康

格差の縮小を全体目標として掲げている。全体目標である、健康寿命の延伸について、平



19 
 

成 27年と平成 22年を比較すると、男女とも平均寿命と健康寿命は延伸している。大阪市

の年あたりの健康寿命の延びは、男女とも国より延びがみられた。５年間各分野の取り組

みを実施したことにより、全体目標である健康寿命の延伸に改善がみられました。 

各分野の評価といたしまして、８分野５５項目に関して、Ａの「目標値に達した」とＢの

「目標値に達していないが改善傾向にある」を合わせ、全体の約６割弱という結果でした。 

 それぞれの評価については、中央の表になります。 

 参考までに下段にすこやか大阪の第１次計画の評価を記載しております。それでは、ＡとＢの

項目が５割弱で、２次計画では６割弱ですので、改善がみられたと考えます。 

 次のページの表ですが、最終評価案の７ページから１７ページに記載されている分野別の評価

の主なものを抜粋しております。 

 虚血性心疾患年齢調整死亡率の減少、糖尿病有病者割合の増加の抑制（女性）、３歳児で

う蝕がない者の割合の増加、12歳児の一人平均う歯数の減少がＡ項目でした。 

 Ｂとしましては、がん検診の受診率の向上で、子宮頸がん、乳がん検診、血圧コントロ

ール不良者割合の減少、自殺率の減少などが挙げられます。 

 Ｃの「変わらない」となったものですが、多量飲酒者の割合の減少、成人の喫煙率の減

少、過去1年間に歯科健診を受診した者の割合の増加などとなっています。 

 悪化したもの、Ｄ項目としては、がん検診の受診率で胃がん・肺がん、脂質異常有病者

割合の減少、４０歳代で進行した歯周炎を有する者の割合の減少がございました。 

 Ｅ項目については記載のとおりです。結果が出次第修正させていただきます。  

 以上が評価案の概要になります。この評価案をみていただきご意見をいただけたらと思います。 

 

座長 

ありがとうございました。最終評価の案ですけども、この評価案をもとに次期計画を策定する

ことになるんですけれども、委員の皆様には、評価結果の悪かった項目、Ｄ項目について、専門

的な観点から、次期計画案に盛り込む必要がある項目や、目標値の設定等につきましてご意見を

いただきたいと思います。 

 個々については先ほどもご意見いただいていますけども、次期計画の項目、目標値の設定につ

いて、Ｄ項目、がん検診とか脂質代謝異常有病者割合の減少とか、歯周炎の問題のところ、それ

とＥ項目不思議なんですが、７５歳未満のがんの年齢調整死亡率、これはあまり良くなかったと

いう、高齢のがんの患者数が多くなっているということなのか、こちらの傾向、事務局では解析

はいかがですか。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 

 すいません、がんの年齢調整死亡率については、まだ統計の数字がでてないので、評価できな

いという形で評価Ｅ、できないといいますか統計のデータ待ちということで、評価案４ページの

下のところに評価の仕方として書いてありますけども、Ｅというのはデータがまだ出ていないも
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のになります。データがまた出てきますので、そうなれば差し換えるということになります。 

 

座長 

 大阪市なので外から来られる方もいますし、人口分布変わりますのでなかなか難しいと思いま

すけども。 

 それでは、Ｄ項目ですね、ここで何か次の大阪市の計画で策定すべきところ、４０歳代で進行

した歯周炎を有する者の割合の減少などありますけど、市原委員、お願いします。 

 

市原委員 

 そうですね、これに関しまして、非常に難しい部分もあるかと思うんですけれども、やっぱり

働いておられる年齢ということで、なかなか受診される機会が少ない、ということで悪化する面

もあるのかなと思うんです。それよりもむしろ、このデータですね、４０代で進行した歯周炎を

有する者の割合ということで、例えば他の年代との比較等ですね、含めて見ていく必要があるの

ではないかと感じもします。 

それと、このようなところで受診されて、ピックアップされてデータとして出てくる、そうい

う方々がスクリーニングされて現時点ではむしろ逆に皆さんの意識・認識が高くなっていると感

じていまして、治療したりとか、改善した方が、このデータには表れないのかなあと感じます。 

 3か月、6か月で自発的に健診に行かれておりますので、その辺が何らかの形で反映されきれて

いないのかと思います。先ほどもいいましたけれども、市民の方の意識・認識は高くなっており

ますし、我々の対応も治療に移行して進んでいくということになりますので、データではＤ評価

で、表れていないのかとも思います。 

他の年代との比較がないので、４０代に特定されているということで、それに関しましては、

資料１の３６ページに戻りますけど、一番下のところになりますが、一日一回歯を磨くとか歯間

ブラシを使うとか、かかりつけ医だったりとか、定期的に歯科医療機関のところのデータをみま

しても市民の方の意識は高くなっていると感じております。ちなみに、調査方法等乖離あるかと

は思いますが、厚生労働省の歯科疾患実態調査では毎日歯を磨く人の割合は９５．３％と出てい

たりとか、毎日２回以上歯を磨く人の割合というのも増加を続けており、平成２８年度では、７

７．０％という評価がでております。 

今後、データ等を見ていく必要はありますが、口腔の健康が基礎的かつ重要な役割を果たして

いることがわかってきており、私は市民の方の意識・認識は高くなってきていると感じておりま

す。そのような中でこのように悪い数値として出てくるということは、大阪市も我々も、口腔の

重要性を市民にきっちりと認識していただくよう根本的に対応していく必要があるのではないか

と考えております。 

 

座長 

 それでは、この議案について特別問題ないでしょうか。 
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 Ｄの脂質異常症有病者割合の減少は治療していなかったらどうにもならない、中性脂肪高くて

ＨＤＬ低い症例、なかなか治療しにくかったんですが、また新しい薬剤が今度出ることになりま

したんで、非常に有効に治療できるような形にはなると思います。次回にはそういったところ反

映できるかなと。他によろしいでしょうか。 

 

田中委員 

 先ほど、評価のところで特定健診の受診率があったんですが、大阪市さんとしましては、アッ

プはしておるんですけど、国の指標・目標、また、大阪市さんの目標からすると若干低いところ

もあります。なかなか、周知、私どものポスター、リーフレットで各保険者さんの支援はさせて

いただいておるんですけど、国保のほうでもどのようにしたら上がるのかと担当者さんも大変苦

慮されていると聞いております。 

 例えば、電話勧奨であったり、受診のフォローアップであったりとか、なかなか人手はかかる

ことはかかるんですが、現在されておられるのかもしれませんが、そういうような取り組みもさ

れてはいかがかなと思います。 

 

座長 

 ありがとうございました。続きまして議題３につきまして、事務局の方から説明宜しくお願い

します。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 資料５になります。「すこやか大阪２１（第２次）次期計画の期間について」をご覧くだ

さい。ここは、すこやか計画に関連します各計画の期間を記載しております。 
１行目は、国の「健康日本２１（第２次）」でございますが、これは、平成２５年度から

の１０年間の計画となっておりまして、最終年度が平成３４年度となっております。 
大阪府の計画では、保健医療計画と健康増進計画がございますが、それぞれの現計画は

本年度までの計画となっており、次期計画は、平成３０年度からの６年間と予定されてお

り、その最終年度は平成３５年度となっております。 
４行目からは、大阪市の各計画でございますが、国民健康保険保健事業実施計画、及び

障がい者支援計画の次期計画は平成３０年度からの６年間で予定されており、その最終年

度は平成３５年度となっております。 
次の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、地域福祉基本計画は、次期計画が平成３

０年度から３年間、こども子育て支援計画は、現計画が２７年度から５年間、スポーツ振

興計画は、２９年度から５年間、食育推進計画は、次期計画が３０年度から６年間の予定

となっております。 
すこやか大阪２１（第 2 次）計画は、平成２５年度から２９年度までの５年計画となっ

ております。 
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次期計画をこれまで通り５年とした場合、国の計画年度と最終年度が同じとなって参り

ますが、府や市の他の計画が、３年または６年となっているものが多く、そういった計画

との期間が異なってまいります 
そのため、今後の「すこやか計画」と他の計画との整合性を図っていくいことが難しく

なっていくと考えております。 
計画期間を６年とした場合、国の評価が出されてから、次期計画の評価ができ、また、

府や市の他の計画と終了年度を合わせることができ、整合性を図ることが可能になってま

いります。 
以上のことから、私どもとしましては、「すこやか計画」の次期計画の期間を６年にした

いと考えているところでございます。 
次期計画の期間についての説明は以上でございます。 

 

座長 

 ありがとうございます。この次期計画ですが、通常５年のところと次は６年にしようと、その

期間のメリット、デメリットが書かれておりまして、他計画との整合性を図ることが非常にメリ

ットになるとして6年にしたいとのことですが、この点、ご意見等いただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 6年にしたら、特別なにか問題になるとか、特にございませんね。 

 それでは、議題４「次期大阪市健康増進計画策定会議の設置」について、事務局から説明お願

いします。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 説明させていただきます。資料は６になります。 

現在、外部の専門家等からご意見をいただく場として、本会議でございますが、「すこや

か大阪２１（第２次）推進会議」を設けており、そこでいただいたご意見を検討会議で協

議し施策に反映していく体制となっております。 

今年度は次期計画を策定するにあたり、より詳細な内容を検討する必要があるため、大

阪市健康増進計画策定会議を設置し、次期計画の目標値などについて意見をいただきたい

と考えております。 

資料に掲載しておりますのは、策定会議の開催要綱案でございますが、第１条に記載し

ておりますとおり、次期健康増進計画の策定にあたり、学識経験者等の意見及び助言を聴

取することを目的としております。 

会議の開催期間でございますが、第４条に記載のとおり、本要綱の施行日から平成３０

年３月３１日までと考えております。 

次に会議の委員の案でございますが、資料の裏面をご覧ください。 

委員につきましては、資料の中ほどに記載している、すこやか大阪２１（第２次）推進
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会議の委員から選任したいと考えております。 

参考に、資料下段に前回の委員を記載しておりますが、今回の委員につきましても、前

回と同様の各分野からご就任いただきたいと考えております。 

資料上段に具体の案を記載しております。就任をお願いしたいと考えておりますのは、

１行目からになりますが、大阪市の歯科保健に関する実態を把握し市民への効果的な施策

を地域の歯科保健業務と連携して進めるため、大阪府歯科医師会の市原委員に、生活習慣

病に関する疫学的な専門知識が必要なため、大阪市立大学の稲葉委員に、公衆衛生及び産

業保健分野に関する疫学的な専門知識が必要なため、大阪ガス株式会社の岡田委員に、公

衆衛生及び目標値の検討に関する専門知識が必要なため、大阪市立大学の福島委員に、大

阪市の保健・衛生に関する実態を把握し、市民への効果的な施策を地域の衛生業務と連携

して進めるため、大阪府薬剤師会の宮田委員に、大阪市の保健・医療に関する実態を把握

し、市民への効果的な施策を地域医療と連携して進めるため、大阪府医師会の矢野委員に

お願いしたいと考えております。 

ただ、各団体の役員改選や多忙により就任が難しい場合も考えられますことから、案で

示しております委員にご相談させていただき、ご推薦をいただくなどして決定してまいり

たいと考えております。 

議題４は以上でございます。 

 

座長 

 次期計画策定会議の委員の案について、お示しいただいたところです。 

 それで、今回このメンバーの選出について特別ご意見いただくことありましたら、よろ

しいでしょうか。ご了承賜ったということで。 

この場で、大阪府歯科医師会を代表して市原委員、それから私、生活習慣病分野で。公

衆衛生分野で福島委員、それと医師会の矢野委員、ご了承いただけますでしょうか。 

どうもありがとうございます。岡田委員と宮田委員につきましては、本日欠席されてお

りますので、後日事務局からお願いにあがって進めたいと思います。 

それでは、この策定会議で計画自体にご意見いただいたうえで、推進会議でご意見賜る

ことになりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは続きまして報告案件になります。 

報告案件の健康寿命の延伸にかかる要因分析報告書につきまして、事務局からご説明頂

きたいと思います。宜しくお願いします。 

 

楠亀大阪市保健所保健医療対策課長 

大阪市保健所保健医療対策課の楠亀でございます。私の方から健康寿命延伸にかかる要

因分析の報告について、ご説明させていただきます。 

現在の「すこやか大阪２１」につきましては、健康寿命の延伸と健康格差の縮小が全体
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の目標となっております。 

また一方、大阪市保健所の保健医療対策課では、人口動態統計でありますとか、国民生

活基礎調査等、厚生労働省統計の事務を行っている関係で、各種の統計データを保有して

いるところでございます。 

ご存じのとおり大阪市の健康寿命は全国的に見ても低い、という状況ですけれども、そ

の健康寿命に影響を与えている要因を明確にしまして、健康寿命延伸の具体的な取り組み

につなげていくための基礎資料を得るために、不健康となる年齢層や原因疾患につきまし

て、全国と比べて大阪市に特徴的な部分を見出そうとしてまいりました。 

この度、報告書として取りまとめることができましたので、次期計画の策定の参考とし

ていただくため、今回報告をさせていただくことにしました。 

また、データの分析にあたりましては、本市の公衆衛生に関わる医師、保健師、栄養士

等の専門職によるワーキングチームを立ち上げて、また、市立大学の医学部の公衆衛生教

室のご指導をいただきながら、検討を行ってまいりました。 

それではその内容について、ご説明申しあげます。 

資料７でございます。資料７は報告書の概要の１枚ものと別紙、ピンク色の表紙を付け

ました報告書の本編、別冊と３部の構成になっておりますけれども、概要にもとづき説明

させていただき、一部本編のデータを用いながら説明させていただきたいと思います。 

まず、概要の１番上のところでございますけども、健康寿命の算出方法につきましては

大きく日本では３つの算定方法がございますが、大阪市では介護保険要介護認定の２から

５を不健康な状態としまして、平均寿命から不健康な期間を差し引いたものを健康寿命と

定義しております。 

次に、健康寿命に影響を与える年齢層としまして、大阪市が全国と比べてどの年代で不

健康になるのか、ということで、その特徴的なところをみてみますと、１枚資料めくって

いただいて別紙の上の表をご覧ください。 

不健康の定常人口の全国・大阪市の比較ですが、男性では６５歳から７９歳、女性では

全年齢で全国と比べて不健康な方が多いことがわかりました。 

次に不健康となった原因疾患は一体何であるかというところを調べてみました。本編の

５ページを開けていただけますか。 

 表２－１、要介護原因疾患（全年齢）ですが、原因疾患を分析しまして、これらの疾患

を予防することが改善につながると考えました。全国と大阪市を比較しますと、全国と共

通の原因疾患と、大阪市に特徴的な原因疾患が浮かび上がってきました。まず、男性につ

いて、原因疾患の第１位、第２位は、全国・大阪市共に脳血管疾患、認知症でした。それ

から女性につきましては、全国、大阪市みますと脳血管疾患、認知症、関節疾患、骨折・

転倒、これらにつきましては、順位は異なりますが１位から４位の間に入っているという

ことで、これも全国と共通の原因疾患ということが分かってまいりました。 

 次に、大阪市に特徴的な原因疾患につきましてみましたところ、男女ともに悪性新生物、
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心疾患ということが判明いたしました。 

 表の男性をみていただきますと、心疾患が大阪市は８．６％で全国が４．８％、がんに

ついても大阪市が５．６％で全国が４．０％というような状況となっております。 

特に顕著にあらわれていますのが、７ページ、表２－３、６５歳から７４歳をご覧くだ

さい。悪性新生物について大阪市９．４％に対して全国では３．９％、それから、心疾患

につきまして大阪市６．８％に対して全国は２．９％ということで、かなりの差になって

おります。 

同じように女性につきましても悪性新生物、心疾患が大阪市の原因疾患の特徴となって

おります。 

これらの疾患の状況につきましては、報告書８ページの第３章以降に記載しております

が、時間の都合もございますので省略させていただきます。 

これらの大阪市に特徴的な原因疾患を予防するためには、これらの疾患のリスクファク

ターとされております生活習慣の改善でありますとか、生活習慣病の予防といったことが

必要であります。特に大阪市において良くない生活習慣の改善に重点的に取り組むことが

重要と考えておりまして、そうすることで健康寿命の改善が期待できると考えております。 

まず、要介護が必要になった関連する生活習慣の状況でございますけども、概要にもど

っていただきまして、第４章、６章の箇所、高血圧、高血糖、肥満、やせのところ。 

まず、高血圧につきましては収縮時血圧１４０以上の方の割合が全国に比べて男性では

４０歳以上の全年齢で、女性は５０歳代、６歳代で有意に高い割合となっております。そ

れにつきましては、本編２０ページをご覧いただきたいと思います。 

２０ページの表、黒く塗ってある部分が有意に悪い、ということでございます。表の４

－１、大阪市の「１４０～（再掲）」の箇所、男性では４０歳代から７９歳までの全年齢で、

女性では５０歳代、６歳代で全国と比べて統計上有意に悪いということになっております。 

次に高血糖の状況でございますけど、これについては２２ページをご覧ください。 

 表の４－５、HbA1c８．４以上の方につきましては、男性では４０歳以上の全年齢で、女

性は５０歳代で有意に高いという状況になっております。 

 次に肥満と痩せの状況についても調べました。本編２６ページをご覧いただきたいと思

います。 

男性で BMIが３０以上の方の割合は、全国に比べて４０歳代、５０歳代、６０歳代で有

意に高いということになっております。女性は男性とは逆に、BMI１８．５未満の痩せ傾向

の割合、４０歳代、５０歳代、６０歳代で全国に比べて有意に高いということになってお

ります。 

次に、要介護原因疾患に関連する生活習慣に着目しました。２８ページに喫煙の状況を

記載しております。大阪市では、男性は５０代以上で全国より喫煙率が高くなっており、

女性は３０代以上で全国より高くなっております。 

次に３０ページで、飲酒の状況を調べております。大阪市では、3合以上飲酒される方が
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全国に比べて多いということが分かりました。 

これら大阪市に顕著な状況が分かってまいりましたが、概要の裏面にまとめております。

ご覧ください。 

健康寿命延伸のためには、大阪市に特徴的な疾患としましては悪性新生物、心疾患、そ

れから全国と同様の原因疾患である脳卒中の発症予防が重要になってくるということで、

生活習慣では喫煙率の改善、高血圧、糖尿病の適正なコントロールが非常に重要と考えて

おります。 

これらについて、具体的な取り組みを進めることで、健康寿命の延伸につながっていく

のではないかということが分かってまいりましたので、ご報告申しあげます。 

説明は以上でございます。 

 

座長 

 どうもありがとうございました。健康寿命を脅かしている原因について、詳細に説明し

ていただいたので非常にわかりやすかったと思うんですが、何かご質問等ありますでしょ

うか。 

 糖尿病もＨｂＡ１ｃ悪いし、肥満も男性では多くて、説明はなかったんですが、高ＬＤ

Ｌ症なども非常に多いので、治療がちゃんと継続できているのか非常に危惧されますが、

よろしいでしょうか。 

 それでは、こういったことを含めていろいろな課題を教えて頂いたので、市民の特徴的

な悪い点ですね、女性で若い方は痩せているんですね、歳をとられてサルコペニアになる

など、そういった点も含めて次期計画進めていただきたいと思います。 

 最後になりますが、今後のスケジュールについて、ご説明をお願いします。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 資料８をご覧ください。平成２９年度スケジュールでございます。 
本年度は、次期計画策定の年でありますことから、タイトなスケュールになりますが、

資料記載のとおり、各種会議を開催させていただきたいと考えております。 
本日の推進会議でいただきましたご意見を基に、８月９日の検討会議で評価案を決定し

てまいります。 
また、次期計画の素案作成のため、９月と１０月に策定会議を開催し、ご意見をいただ

く予定にしております。 
素案を基に、１１月に推進会議でご意見をいただき、１２月から１月にかけまして、パ

ブリックコメントを行い、それを踏まえました計画案につきまして、１月に推進会議を、

２月に検討会議を開催し、ご意見をいただき、３月に計画として決定してまいりたいと考

えております。 
スケジュールにつきましては、以上でございます。 
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座長 

 それでは、計画をどうやって策定していくのかということについて、スケジュールをお

示しいただきましたが、これについてご意見等ありませんでしょうか。 

 それでは、これで用意されておりました議案は全て終わりました。 

何か全体通じてご意見等ありましたらいただけたらと思います。 

 

福島委員 

 全体ではないんですが、先ほどのすこやかの第２次の最終評価について、申しそびれた

ところがありましたので、少しお時間いただけたらと思います。 

 資料３の５ページ目ですけれども、最終評価の結果というところで、総括的評価として

健康寿命に関する分析をされているところです。先ほど最後に報告事項としてありました

けども、この部分については健康増進計画をネットでみたときに割と読み込まれるところ

かと思います。その中で、私が気になったことが３点ほどありますので、事務局でご検討

いただければと思います。 

 ５ページ目の最後の4行の文章ですが、このなかの2行目、例えば、「大阪市の健康寿命

の延びは、男性で０．２５４年、女性０．１５４年」とありますが、この数値が下の表か

らはダイレクトに読み取れませんので、どこからどのように出した数字かというのをどこ

かに書いておかれた方が、公表結果を見る方には易しくなるのかなと思いました。これが

１点目です。 

 2点目は、下の表で大阪市の健康寿命は平成 27年まで厚労科研の算定プログラムで算定

されていますが、国のほうの平成27年の数字が参考値としてないのであれば、それを明確

に書いておかれたほうがいいのかなと思いました。 

といいますのが、先ほどの健康寿命の延びが、大阪市では平成 22年から 27年で算出さ

れているんですが、国では平成 22年から 25年の４年間でしか説明されていませんので、

なぜ平成27年でないのかというのは値がないからだということを、しっかり明確に書かれ

ておく方がいいのかなと思いました。これが２点目になります。 

 それに関連して、本文の「国の年あたりの健康寿命の延び（Ｈ２２→Ｈ２５）と書かれ

ているのは、平成２７年の値がないのであくまで参考値であるというのを明記されておい

た方がいいのではと思います。 

また、下の図ですが、図1ではなく表かと思いますので、あわせてお願いいたします。 

あと１点、それに関連しまして資料４の概要の裏面、「大阪市の年あたりの健康寿命の延

び（Ｈ２７－Ｈ２２）・・・」とありますが、総括ですので、「大阪市と国とを比較すると

年あたりの延びは大阪市の方が高かった」、とシンプルに記載されてはいかがかと思いまし

た。ご検討宜しくお願いします。 
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座長 

 どうもありがとうございました。 

 年あたりの延びとして単純に３で割ったり、直接比較したりしているんですが、これは

３年間の推移を３で割るというのは、統計学的に許されるんでしょうか。 

 それと、「健康寿命の延び」と書いてあるのが他のところは「延伸」となっているので、

語尾を統一された方がいいのではと思います。 

 

福島委員 

内部検討の際に少しご意見させていただいているんですが、国と単純に比較しようとす

ると平成２２年から２５年ということになるんですけれども、すこやかとしては平成２７

年までで評価したいと。その場合に４年と６年のタイムラグが出てしまいますので、これ

をどう扱うかということで、単純に４で割る、６で割る、という方法もありますね、と提

案させていただきました。 

確かに先生がおっしゃる通り、直線で増加しているのかどうかという問題もあるかとは

思いますが。 

 

座長 

 次期計画は、６年、現計画が５年ですから、年率でしか比較できないとは思います。 

 年率で直接比較できるようにしておいた方がいいかとは思いますが。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 いただいたご意見をふまえて検討してまいります。 

 

福島委員 

 あるいは、注釈として「健康寿命の延伸が直線であると仮定すると」と入れておくと、

嘘ではないかと思いますし、曲線で考えるのは非常に煩雑になりますので、考え方はシン

プルでいいのではないかと思います。 

 

座長 

 ありがとうございました。他にございませんか。 

 

市原委員 

 一点だけ最後に申しあげます。 

 資料 4の最終評価の概要でございます、３ページ目の四角で囲まれた分野別評価のＤの

ところ、先ほど申し上げましたＤのところ、進行した歯周炎を有する者の割合の減少、で

すが、これは事実なんですけれども、それに至る先ほど申し上げたところはきっちり議事
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録に残していただきたいと思います。以上です。 

 

座長 

 どうもありがとうございます。疑問点等他にございませんか。 

 それでは、これで終了とさせていただきます。 

 先生方におかれましては、お忙しいところお集まりいただき、活発に議論いただきまし

たこと、感謝いたしまして終了いたしたいと思います。 

 これ以降の進行は、事務局の方で、宜しくお願いします。 

 

司会 

稲葉座長、委員の皆様、どうもありがとうございました。 

本日のご意見を参考にさせていただき、「すこやか大阪２１（第２次）」の評価及び次期計画

の策定を進めてまいります。 

策定会議にご参加いただく委員の方々におかれましては、短い期間での会議開催が続きますが、

宜しくお願い申しあげます。また、当会議の委員の皆様におかれましても、今年度、あと２回程

度の会議開催を予定しておりますので、宜しくお願い申しあげます。 

これをもちまして、本日の会議を終了させていただきます。長時間どうもありがとうございま

した。 


