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第７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１１月１６日（木） 午前１０時 ～ 正午 

２ 場所  大阪市役所地下１階第１１共通会議室 

 

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７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。 

それでは開会にあたりまして、健康局長の甲田から一言ごあいさつを申しあげます。 
 

甲田健康局長 

大阪市健康局長の甲田でございます。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。 

健康局におきましては、「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（第２次）」を

推進しております。現在、次期計画を策定するため、委員の皆さまのご協力をいただきな

がら策定作業を進めており、９月と１０月には、大阪市健康増進計画策定会議を開催して

ご意見をいただいたところでございます。 

本日の議案にあります次期計画の素案につきましては、策定会議でいただきましたご意

見を踏まえて作成したものとなっております。推進会議の委員の皆さまから貴重なご意見

をいただきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

ここでちょっと、万博のＰＲをさせていただきたいと思っております。今、ちょうど知

事、市長がパリに出張されておりまして、今朝のテレビのニュースでも、吉村市長、英語

でプレゼンをされていましたけども、大阪市では、2025年の万国博覧会の開催をめざしま

して、大阪府、国、経済界と一体となりまして誘致活動を進めております。６月には誘致

ロゴマークが決定いたしまして、パリで開催された博覧会国際事務局総会におきまして、

日本・大阪での開催に向けたプレゼンテーションを行ってまいりました。活動も本格化し

てきているところでございます。 

誘致を実現するためには、海外でのプロモーション活動とともに、国内の誘致機運を高

めていくことも重要でございます。特に開催地となります大阪市では、より一層の盛り上

がりが求められますことから、皆さまのさらなるご支援・ご協力を賜りたいと考えており

ます。 
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最後に繰り返しになりますが、本日は限られた時間ではございますが、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 

続きまして、お手元の資料の確認をお願いいたします。まず、本日の次第、当会議の開

催要綱、委員名簿です。資料１としまして、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第

２次）」における評価結果、資料２が大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後

期）」（素案）、参考資料１としまして、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２

次後期）」イメージ図、参考資料２としまして、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１

（第２次後期）」目標項目案、となります。資料３としまして、大阪市健康増進計画「す

こやか大阪２１（第２次後期）」策定スケジュール案、となっております。それと、追加

資料としまして、Ａ４ものの補足１、２とさせていただいているものになります。以上で

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。高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。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、１

５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、福島委員、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甲田

健康局長でございます。鈴木健康局理事でございます。竹内医務監でございます。中出健

康推進部長でございます。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。 

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。 

なお、甲田局長につきましては、公務のためここで退席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。 

 

稲葉座長 

 それでは、私、稲葉が司会させていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。

それではさっそくお手元の議事次第にそって進めさせていただきたいと思います。報告１
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の大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」の最終評価について、事務局よりご

説明いただきたいと思います。それでは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 

 健康局健康づくり課担当医務主幹の國吉です。それでは、資料１をご覧ください。こち

らは前回、第６回の推進会議のときにはまだ出ていなかった数字、現状値が出ましたので、

お知らせします。資料１、1枚目の項目番号１にあたります、「７５歳未満のがん年齢調整

死亡率」の数値、平成２７年度が分かりました。男性が１２０．８、女性が６３．８とい

うことで、評価としては、男性は目標値を達成しＡ、女性は目標値には達していないが改

善したということでＢ、となっております。 

 次のページですが、項目番号２１番、受動喫煙防止に向けた環境の整備としまして、詳

細項目番号４９番の「学校（建物内禁煙の割合）」という項目の現状値が、大阪府の調査か

ら分かりました。これは９６％ということになりまして、現状と同じ、という評価になっ

ています。 

 

稲葉座長 

 ありがとうございました。資料１の評価結果についてご説明いただきましたけれども、

委員の先生方からご指摘、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

次に進めさせていただきたいと思います。次第の４の議題、大阪市健康増進計画「すこや

か大阪２１（第２次後期）」の計画素案についてですが、資料２を見ていただいたらお分か

りかと思いますが、第１章から４章までに分かれています。ですので、まず第１章と第２

章を事務局からご説明いただきまして、第３章からは、各項目ごとに議事を進めていきた

いと思います。それでは、まず事務局から第１章と第２章の説明をお願いいたします。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 健康局健康づくり課の岩崎でございます。素案の第１章と第２章を説明させていただき

ます。 
資料２の素案の１ページをご覧ください。第１章としまして、大阪市健康増進計画「す

こやか大阪２１（第２次後期）」の概要、を記載しております。 
２段落目になりますが、大阪市では、2001年 3月に「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、2013 年からは「第 2 次計画」として推進してまいりました。
第２次計画は、全体の目標項目の約６割で一定改善がみられましたが、目標値に達した項

目は約１割であったことから、引き続きの推進が重要であると考えております。 
国の基本方針である「健康日本２１（第２次）」は 2013年度から 2022年度までの 10か

年計画であり、本計画が「健康日本２１（第 2次）」の計画期間内であることから、第２次
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計画の延長計画と考え、「すこやか大阪２１（第 2 次後期）」とし、大阪府や本市の関連計
画との整合性を図り、計画期間を 2018年度から 2023年度までの６か年としております。 
１ページの下段には、関連します各計画の期間を表にして記載しております。 
１ページの最後の段落になりますが、本計画は、第 2 次計画の評価を踏まえ、重点的に

取組みが必要な項目について検討を行い、「ライステージに応じた生活習慣の改善」と「健

康を支え、守るための地域づくり」に努め、「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底及

びこころの健康づくり」に取り組むことで「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を目指す

こととしております。 
続きまして、第２章の説明に入らせていただきます。２ページからになります。第 2 章

「計画策定にあたって」でございます。 
まず、「大阪市の現状」ですが、人口等を記載しておりまして、４ページからになります

が、「平均寿命と健康寿命」を記載しております。４ページですが、上段が平均寿命、下段

が健康寿命についての記載であります。本市の平均寿命、健康寿命につきましては、男女

とも延びてきておりますが、2013年までは、全国に比べて低い状況でございます。 
次に５ページでございますが、「死因の状況」を記載しております。2015年の本市の死亡

順位は、１位が悪性新生物、２位が心疾患、３位が肺炎、４位が脳血管疾患でございます。

がん、心疾患、脳血管疾患は生活習慣病であり、その３つを合わせた死亡割合は全体の約

５割を占めている状況でございます。 
５ページ下段には、がんの部位別の年齢調整死亡率を記載しておりますが、本市のがん

の年齢調整死亡率は、男女とも全国より高い状況にあります。部位別では、乳がん、子宮

がんが全国より低く、男性では肝臓がん、女性では肝臓がん、肺がんが全国より特に高い

状況です。 
６ページになりますが、心疾患、脳血管疾患は、全国と同様に低下してきています。そ

のグラフでございます。 
次に、７ページをご覧ください。「介護が必要となる主な疾患」を記載しております。本

市の男性の「介護が必要となる主な疾患」の１位は、脳血管疾患、２位は認知症、３位は

高齢による衰弱で、全国と同じ順位となっておりますが、割合は低くなっております。４

位は心疾患、５位は関節疾患ですが、これらは全国と比して順位、割合ともに高くなって

おります。 
７ページの下段になりますが、女性の「介護が必要となる主な疾患」の１位は、関節疾

患、２位は骨折・転倒、３位は認知症、４位は高齢による衰弱、５位は脳血管疾患となっ

ており、上位５位は、全国と順位は異なりますが、同じ疾患となっております。そのうち、

関節疾患は全国と比べ、順位、割合とも高くなっています。 
次に８ページでございますが、前回の推進会議でご報告した内容ですが、「第 2次計画の

最終評価」について記載をしております。全体目標の評価としましては、「平均寿命の増加

を上回る健康寿命の増加」を全体目標としておりましたが、2010 年から 2015 年で、本市
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の男性の平均寿命は 1.22年、健康寿命は 1.02年、女性の平均寿命は 1.01年、健康寿命は
0.77 年の延びがみられましたが、平均寿命の増加を上回る健康寿命の増加は見られません
でした。 
９ページには、分野別評価を記載しております。結果としましては、表３に記載のとお

りですが、評価のできた目標項目の約６割で一定の改善がみられたところでございます。 
次に１０ページをご覧ください。健康寿命延伸にかかる要因分析報告書について記載し

ております。これも前回のすこやか推進会議でご報告させていただいたものでございます

が、大阪市保健所保健医療対策課では、健康寿命に影響する疾患、生活習慣を明らかにす

ることを目的としまして、関連部署等と連携し、不健康の原因と考えられる要介護原因疾

患について、調査、分析を行ってまいりました。その結果、不健康の原因と考えられる疾

患としまして、全国と同様、「脳血管疾患」、「認知症」があげられ、本市の特徴的な疾患と

しまして、「がん」、「心疾患」、女性特有の疾患としまして、「関節疾患」、「骨折・転倒」が

あげられてきたところでございます。 
第 1章、第 2章の説明は以上でございます。 

 
稲葉座長 

 どうもありがとうございました。大阪市の現状と「すこやか大阪２１（第２次）」前期の

達成状況についてご説明いただいたところなんですけど、委員の皆様方何かご質問等ござ

いませんでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ、北吉委員よろしくお願いいたします。 

 

北吉委員 

 すいません、ちょっとわからないのでどういうものか教えていただきたいんですけど、

５ページの表 1の見方なんですけども、死亡率比というのは全国の１に対して上か下かと

いうことだと思うんですけど、上の死亡率１９６．６、１６５．３というこの数字は何を

意味するのか、見方、考え方がどういうものかちょっと教えていただきたいです。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 上のほうの数字は人口１０万対の数字でございます。大阪市ですと人口１０万人に対し

て１９６．６人という死亡率、全国ですと１６５．３人の死亡率、という数字でございま

す。 

 

北吉委員 

 そうすると、６ページの図６でしたら「死亡率（人口１０万対）」となっていますけど、

それの数え方、ということですね。わかりました、ありがとうございます。 

 

稲葉座長 
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 他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、この前期の達成状況をうけま

して、後期どういう考えで推進していくのか、ということについて、第３章、項目ごとに

ご説明いただきます。それでは、事務局からよろしくお願いいたします。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 

 國吉が担当いたします。それでは第３章の説明をさせていただきます。 

 第３章は各項目の目標値、基本的な考え方、今後の取り組みを記載しております。進め

方につきましては、まず基本的な方向性と全体目標をご説明したのち、ご意見をいただき

たいと思います。その後は、がんを説明したのちご意見をいただき、以降は同じ流れで、

循環器疾患と糖尿病、ＣＯＰＤと骨粗しょう症とこころの健康、栄養・食生活、身体活動・

運動、休養、アルコールとたばこ、歯・口腔の健康、健康を支え守るための社会環境の整

備の順に進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、基本的な方向性と全体目標について、説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料ですが、ご覧いただいています資料２の素案、参考資料１の第２次後期のイ

メージ図をご用意ください。 

資料２の１２ページになります。これまで述べた本市の現状や第２次計画の最終評価を

踏まえ、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」においても健康寿命の延

伸と健康格差の縮小を全体目標とし取り組みを推進します。 

主要な取り組みはイメージ図をご覧ください。１番として、「生活習慣病の発症予防と重

症化予防の徹底及びこころの健康づくり」、２番として、「ライフステージに応じた生活習

慣の改善」、３番に「健康を支え、守るための地域づくり」としています。 

では、健康寿命の延伸についてですが、資料２の１２ページの下の段になります。第２

次計画の最終評価では、男女とも健康寿命は延伸していますが、平均寿命の延びを上回る

健康寿命の延びには至らなかったことから「健康寿命の延伸」を引き続き全体目標としま

す。 

次のページになりますが、２番目の健康格差の縮小について説明いたします。第２次計

画策定時は指標や目標値を設定しておりませんでしたが、今回目標値を設定しました。「健

康格差」とは、地域や社会状況の違いによる集団における健康状態の差と定義されている

ことから、国は「健康格差の縮小」の目標を「健康寿命の都道府県格差の縮小」としてい

ます。本市に置き換えると「健康寿命の大阪市内における地域、２４区間の格差の縮小」

となりますが、２４区別の健康寿命は年次ごとに算出することができません。そのため、

健康寿命に影響する要因に関わる評価可能なプロセス指標を用いることとしました。 

これについては、少し補足説明をしたいと思います。補足１と書いてある資料をご覧く

ださい。 

まず、左の表ですが、これは国の健康日本２１第二次における健康格差縮小の考え方を

示しています。目標項目は、健康寿命の都道府県格差の縮小、となっています。右の表が



 

7 
 

説明になっていますが、４７都道府県全体の健康寿命が延伸し、そのうえで都道府県間の

バラつきが縮小する、ということになります。 

大阪市に当てはめますと、２４区の健康寿命のバラつきの縮小となります。しかし、区

別の健康寿命の算定には問題があります。その下の健康寿命の算定方法をご覧ください。

健康寿命の算定は、国が提供している健康寿命算定プログラムを用いて行います。現在、

健康寿命として公表されているものは３種類あります。１、２は国民生活基礎調査をデー

タとしており、アンケートの回答から求めています。国、都道府県規模では、このデータ

ソースからの算出が可能ですが、市町村レベルではサンプル数が少ないために、正確な健

康寿命が算定できません。そのため、３番目に書いてある介護保険認定者数を用いて算出

する方法がすすめられています。すこやか大阪２１（第２次）でも、これを用いています。 

しかし、この方法でも、２４区別で算出するとなると、１年分のデータが少ないために

３年分を合計して算出することになります。したがって、毎年比較できる健康寿命を算出

することができません。健康寿命そのものを指標とする代わりに、健康寿命に影響する要

因を指標とすることにしました。 

ここで、もう一度資料２の１３ページをご覧ください。図にありますように、健康寿命

に影響する要因には、生活習慣、高血圧や高血糖、多くの項目があります。そのなかで、

毎年把握することができる指標は何かと考え、国保特定健診のデータを使用することとし

ました。選出した項目は、「喫煙率」、「高血圧有病者割合」、「糖尿病有病者割合」、「肥満者

割合」の４項目です。目標としては、この４項目それぞれについて、この数値が策定時の

大阪市平均を下回っている区の数を減少させる、ということにしました。 

もう一度、補足１の資料、裏面をご覧ください。上段のグラフの説明をいたします。横

軸ですが、２４区の健康寿命順位で、高いほうから低いほうへ並べたものです。左の縦軸

が折れ線グラフの数値で、各区の健康寿命を表しています。右縦軸が棒グラフの数値で、

各区の該当項目数を表しています。健康寿命の順位が高い区ほど該当項目がなく、低い区

ほど、大阪市平均を下回る項目が多いことが分かります。 

これらの健康寿命に影響する要因を改善することが、健康寿命の延伸につながると考え、

目標項目としました。 

参考として、下段に厚生労働省科学研究の報告の概要をつけています。これは、健康寿

命延伸に関する研究で、６５歳以上の住民、９年間の前向き研究です。要介護のリスク低

下が期待される５つの生活習慣を選出し、項目数と健康寿命の差を調べたものです。５項

目該当群は、０または１群と比較すると無障害生存期間いわゆる健康寿命が２５ヶ月であ

った、という報告です。 

このように、健康寿命に影響する要因を改善することが、健康寿命の延伸につながると

考え、今回の目標項目としました。全体目標については以上です。 

 

稲葉座長  
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 どうもありがとうございました。この全体目標につきまして、端的にご説明いただいた

と思います。何かご質問等ありますでしょうか。 

 私からちょっと１点、健康格差っていうのは全体的に健康に関連するところを強化して

いったらいいと思うんですけど、健康寿命の延伸ということになりますと、直接的な原因

となっているところが７ページにあると思うんですけど、例えば、大阪市の男性でしたら

脳血管疾患多いですし、女性でしたら関節疾患、ひざの関節とかは肥満が原因になると思

うんですけど、骨折・転倒とかは直接的に健康寿命を短縮してるんで、こういうのを男性

と女性で分けたりとか、ターゲット、これを改善することによって健康寿命が効率よく改

善するんで、ここらへんをターゲットにする、という考え方じゃなくて、全体的にやって

いく、という方向でよろしいんでしょうか。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 

 ありがとうございます。先生のおっしゃるとおりですね、この項目は特に男性の脳血管

疾患・心疾患に関わる項目、になると思います。ただ、毎年、健康診査をしているなかで

把握できるという意味でこの数値を取り上げています。もちろん女性の健康にも影響して

いる、と考えてこの項目を選んでいます。この中に盛り込めなかった女性の健康寿命に影

響する要因である骨折・転倒に関しては、今回、骨粗しょう症に関する項目を設けまして、

そこで拾い上げていこうと考えております。 

 

稲葉座長 

 はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは続きまして、がんの項目

にうつりたいと思います。それでは、がんの項目につきまして、事務局よりご説明お願い

いたします。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 

 資料２の１５ページをご覧ください。参考資料２と、補足資料の２もご用意ください。 

 １５ページの基本的な考え方ですが、がんは、大阪市の死亡順位の第１位であるととも

に、壮年期における死亡順位の第１位であり、その対策は重要です。がんによる死亡を減

らすためには、がんにかからないための生活習慣を身につけることや、早期に発見し早期

治療につなげることが必要です。有効な検診を正しく実施することでがんの死亡率が減少

することがわかっています。そのために検診の質を高く保ち、受診率を向上させる取り組

みや、がんに対する正しい知識の普及啓発にも取り組みます。 

 参考資料２のがんのところをご覧ください。がんの項目としては、現計画と同様、「７５

歳未満のがん年齢調整死亡率の減少」と「がん検診の受診率の向上」としています。年齢

調整死亡率につきましては、順調に減少を続けておりまして、今回の目標は、その傾向を

継続するとして算出しております。２番の市民全体のがん検診の受診率の向上についても、
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現計画を継続しているものであり、市民アンケートをデータソースとしています。ただ、

市民アンケートは策定時と評価時の２回しか行いませんので、がん検診の状況について、

経年的に把握したい、ということで、この度、３番の「大阪市地域がん検診受診者数」を

モニターしていくこととしました。 

この説明に関しては、補足２をご覧ください。大きな図の左上に受診率と小さく書いて

おりますが、これは通常、受診対象者の中で受診した方をピックアップして割ると、そう

すると受診率がでる、ということです。真ん中の大きな図ですが、２つの大きな四角が上

下に並んでいて、四角の間に棒があって、左側に「＝受診率（％）」とあります。受診率の

内訳を表す図になっています。下が受診対象者、上が受診者の構成を示しています。市民

アンケートでは、対象者を年齢により抽出し、その中からがん検診を受診した人を集計し

ています。受診者数の右の段をみていただくと、胃がん健診３１．５％、大腸がん検診２

９．９％・・・と書いていますけれども、それがアンケートから求めた数字となっていま

す。この目標値は国と同様に５０％を目指しています。しかし、アンケート調査は策定時

と評価時の２回しか行いませんので、経年的に把握できる指標を考えました。 

 大阪市が実施しているがん検診受診率を用いることができれば一番いいんですが、これ

から述べる理由でそれができません。 

 まず、対象者のほうの図をご覧ください。地域保健対象者と職域保健対象者に分かれて

います。国保対象者や後期高齢者などの明らかに大阪市がん検診の対象となる数は把握で

きます。しかし、この図で職域保健と重なる部分から矢印で説明がありますように、職域

保健では、保険者によりがん検診の実施内容・対象が異なっています。大阪市の提供する

検診と同等の検診を受けられない方がいたり、被保険者ががん検診を受ける機会がない場

合もあります。こういった方は、大阪市がん検診を受けていただくことができます。こう

いった内容を把握することはできないので、分母となる対象者数を正確に把握することは

できません。 

 次に受診者の把握の問題について述べます。上の四角になります。このなかで、実数と

して把握できるのは、大阪市がん検診受診者のみです。職域での受診、医療で同等の検診

を受診した者、任意でがん検診を受診した者の数は把握できません。下の囲みにあります

ように、対象者数・受診者数を正確に把握することができないために、大阪市が実施して

いるがん検診の受診率を算出することができません。そのため、経年的に把握可能な指標

として受診率ではなく、大阪市がん検診受診者数を用いることとしました。目標値の算出

方法は、この表の右上、受診率５０％としているところをご覧ください。がん検診受診者

全体が増加して、受診率５０％を目指すために、大阪市がん検診受診者も同様の割合で増

加させるのに必要な数値を求めました。胃がん検診であれば、アンケートで求めた受診割

合が３１．５％で、これを５０％に引き上げるためには、１．５９倍の伸びが必要です。

そこで、現在の胃がん検診受診者数をこの割合で増加させるという目標設定としています。

具体的な目標設定は、裏面に記載しております。 
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 がんについては、以上です。 

 

稲葉座長 

 はい、どうもありがとうございました。がんについてのご説明をいただきましたが、こ

の項目につきまして、福岡委員、ご意見いただけますでしょうか。 

 

福岡委員 

 ご説明いただきましたように、大阪市の死亡率は全国に比べて高いと、その通りで、大

阪府は都道府県でワースト１０に入っている状況で、大阪市もおそらく同じ状況ではない

かと思いますので、先ほどの死因の状況にもありましたとおり、がん対策というのは非常

に重要でおっしゃるとおりだと思います。 

 それで、がん対策として一次予防と二次予防があって、二次予防の検診のことについて

ご説明がありましたけども、一次予防について申しあげますと、喫煙対策が一番重要であ

ろうと思います。それについては、禁煙、特に受動喫煙についての対策が必要であって、

特に公的な機関の全面禁煙が必要だろうということです。 

 先ほどご説明いただきました二次予防、検診のことにつきまして、正確な受診率が把握

できないということ、これは日本の特徴でありまして、これを、今後把握できるようにし

なければならないというのは国でも考えているようで、組織型の検診を行うようになって

いくだろうと思いますが、現在のところ正確な受診率が把握できないという状況で、大阪

市の受診率の目標を定めていくための考え方、これは現時点では具体的なところだろうと

思いますので、この目標を達成していただくように対策を立てていただきたいというふう

に思います。また、検診の精度管理ですね、とくに精検受診率の向上、これが国の方針と

しましては９０％以上ですので、大阪市あまりこれ良くなかったと思いますので、精密検

査となった方の受診率ですね、これを伸ばせるような対策も必要かと思います。 

 それからがん教育、若い人に対する学校教育ですね。がんは生活習慣病であるというふ

うに言われておりますし、私が所属しております市では、大阪府下ですけども、ようやく

始まったところであります。大阪市でも市の管轄の小学校・中学校があると思いますので、

児童・生徒に対するがん教育が本人の予防につながると思いますし、家族への啓発にもつ

ながっていくと思いますので、実施いただきたいと思いますが、なかなか学校が手を挙げ

ないですね、だから市が行政として力を入れて若い方の教育をするというのが有効かなと

思います。 

それから、最後にがんとの共生のところで書かれていると思いますが、就労ですね、が

ん患者の就労支援というのが非常に重要ですので、これは拠点病院にがん相談支援センタ

ーというのがあって、そこでやられていると思いますが、行政としてもがん患者の就労支

援に取り組んでもらいたいと思います。多くなりましたけども以上です。 
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稲葉座長 

 どうもありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 参考資料２の「７５歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少」の目標値を設定されている

と思うんですけど、糖尿病なんかでは、結構、心臓で亡くなってる方が多いイメージがあ

るんですけど、実は、糖尿病の治療も良くなっていて、循環器でＰＣＩとかもすごく普及

してるんで、循環器の死亡率って日本はすごく低くって、それらが全部うまくいくと高齢

になってがんで亡くなっているという実情なんで、そこらへん、どういう風に考えたらい

いかというのを今後考えていただけたらと。たとえば、職域の検診とか、壮年でのがん死

亡というのは非常に問題ということになると。６０歳位できったり、６５歳できったりと

か、そういうことが必要になってくるんかなと思っているんですけども、そういうとこら

辺も含めて検討していただいたらと思います。 

 

岡本委員 

 先ほど、福岡委員から中学校でがん教育をやっていくという話がありましたが、誰が担

当して進めているのか、学校医がそういうことをやると思うんですけど。 

 

福岡委員 

 対応する人が少ないんで、学校が手を挙げないと言いましたけども、誰がやるかという

のも大きな問題です。 

 

岡本委員 

 医師会のほうでスライド、中学生にわかるようなスライドを作成するとかそういう計画

とかはあるんでしょうか。 

 

矢野委員 

 あります。もう既に学校医が使えるツールがあります。保健体育の授業なんかでね。 

 

岡本委員 

 ありがとうございました。 

 

稲葉座長 

 高嶋委員なにかございませんか。 

 

高嶋委員 

 大阪府のがん対策推進条例がありますけども、そこでもそういった学校の取り組みがあ

ります。がんの専門の看護師や認定看護師などもおりますので、そういう人たちを活用し
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ていただきたいなと思っております。 

 

稲葉座長 

 どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。では、循環器疾患、糖尿病をこれ

も事務局のほうからご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 

資料２の１７ページをご覧ください。循環器疾患の基本的な考え方です。脳血管疾患及

び心疾患を含む循環器疾患は、大阪市民の死亡原因のうちがんについで第２位となってい

ます。また、脳血管疾患は要介護要因として最も多いことが知られており、健康寿命の延

伸を阻害する大きな要因の一つです。循環器疾患の発症を予防するためには、原因となる

高血圧症、脂質異常症、メタボリックシンドロームの予防とあわせ、治療の必要な人を早

期に発見し、医療機関への受診を勧奨すること、治療に結び付けることが必要です。その

ために、特定健診の受診・特定保健指導の推進に取り組みます。 

参考資料２の循環器疾患のところをご覧ください。項目番号４、５の脳血管疾患、虚血

性心疾患年齢調整死亡率のところですが、これは、現計画に引き続きの項目となります。

現計画でも減少傾向があり、その減少傾向をこのまま維持するという考えで目標値を設定

しております。 

その次の、「高血圧有病者の増加の抑制」となっている項目番号６ですが、これは、現計

画では「高血圧有病者の減少」としておりました。しかし、今後、高齢化進展により増加

していくことが見込まれているために、「減少」ではなく、「増加の抑制」という項目に変

更しております。目標値は現状値以下、男性の場合、現状値４８．５％で、それ以下とい

うのを目標値としております。 

項目番号７番の「血圧コントロール不良者割合の減少」という項目ですが、これに関し

ては、現状値が１．０２％で目標値は０．８０％以下としています。これは、大阪市国保

保険事業実施計画・特定健診等実施計画に準拠しております。 

次の項目番号８の「脂質異常有病者の増加の抑制」も、現計画では、「減少」としており

ましたが、高齢化により減少が難しい、ということで「増加の抑制」にしました。 

次の項目番号９、「メタボリックシンドローム予備群及び該当者の減少」ですが、これは、

現計画では２つに分けておりましたが、国もひとつにまとめて目標としておりますので、

同じ形で、該当者と予備群をひとつの項目としました。この数値は、大阪市国保特定健診

等実施計画に準拠しております。 

最後の「特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上」につきましても、現状値特定健

診受診率が２１．６％を３０％以上、特定保健指導の実施率が現状値２．３％を１０％以

上という目標値としました。こちらも大阪市国保特定健診等実施計画に準拠しております。 

続きまして、糖尿病について説明いたします。資料２の１８ページになります。基本的
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な考え方としては、高血糖は、生活習慣病による死亡へとつながる第４位の危険因子です。

また、糖尿病による腎不全は透析導入にいたる最大の要因であり、国も糖尿病による腎不

全予防に向けた積極的な対策を求めています。 

参考資料の２をご覧ください。糖尿病の項目を２項目挙げております。項目番号１２の

「糖尿病有病者の増加の抑制」ですが、循環器疾患と同じ考え方で、現計画では「減少」

としていたところ、「増加の抑制」としました。高齢者が増えてきて、増加が見込まれます

ので、これは、国のほうも同じような傾向がありまして、国は糖尿病は実数で出していま

す。平成２１年が９５０万人で、目標値が１０００万人と増えているんですが、これは予

測値がもっと多いと、それよりも下げる、といった考えで行われているようなので、現状

維持というのもレベルとしては高いものだと思いますが、そういう形の目標としました。 

項目番号１３「血糖コントロール不良者割合の減少」に関しても、目標値は国の目標値

と同様としております。以上です。 

 

稲葉座長 

 どうもありがとうございました。いかがでしょうか。 

この糖尿病の有病者割合というのは、結局検診に行った方ですから、また、血糖コント

ロール不良者のＨｂＡ１ｃ８．４％は、今度の高齢者の糖尿病ガイドラインでしたらかな

り甘くなっていて、ＡＤＬとか認知症の問題とか薬剤の問題でかなり変わってくるんで、

ここら辺、また、今年の高齢者の糖尿病のガイドライン２０１７っていうに出ていますの

で、また、ご参照いただいたらと思います。 

続きまして、ＣＯＰＤと骨粗しょう症、こころの健康につきまして、事務局よりご説明

お願いいたします。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 

資料２の１８ページをご覧ください。ＣＯＰＤ、慢性閉塞性肺疾患ですが、生活習慣病

のひとつで、喫煙習慣の回避と禁煙及び受動喫煙の防止が重要です。また、罹患している

にもかかわらず未受診あるいは診断されていない者が相当数いることが示唆されているこ

とから、ＣＯＰＤの認知度を引き続き高めていきます。ということで、現計画では目標値

を設定していませんでしたが、次期計画では、データソースを市民アンケートからとりま

して、現状値４２．４％を目標値５０％以上としました。 

次に、骨粗しょう症にまいります。１９ページをご覧ください。基本的な考え方は、健

康寿命に影響する要因（疾病）のひとつに、女性における関節疾患、骨折・転倒がありま

す。また、我が国での介護が必要となった主な原因としての上位 3 位までに、関節疾患、
骨折・転倒が挙げられています。骨粗しょう症は関節疾患、骨折・転倒の基礎疾患にあた

り、早期発見・早期治療が重要であることから、骨粗しょう症検診の受診者数の増加を目

指します。 
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 参考資料の２にもどっていただいて、項目番号１５番で、「骨粗しょう症検診受診者の増

加」、大阪市が行っている骨粗しょう症検診です。現状値は１６，７２８人、目標値を１９，

０００人以上、としております。目標値の考え方は、２７年から２８年に受診者が５００

人増加しました。これは、若い世代にアピールしたいということで、これまで以上に働き

かけ、増加することができました。今後ものような取り組みを進めていき、年５００人の

増加をはかる、ということで、目標値を設定しました。 

 続きまして、こころの健康です。資料２、２０ページをご覧ください。基本的な考え方

ですが、こころの健康は、身体の健康と同様に健康を構成する重要な要素であり、早期発

見、早期治療が大切です。発見が遅れると生活の質が大きく低下し、中でもうつ病は自殺

の背景に大きく関係することが指摘されています。そのため、ストレス等による不安・抑

うつ等の心理的苦痛を軽減すること及び職場でのメンタルヘルス対策を充実させることが

必要です。 

 参考資料の２をご覧ください。項目番号１６「自殺率の減少傾向の維持」ですが、現計

画では「自殺率の減少」としていました。次期計画は「減少傾向の維持」に変更していま

す。理由としては、現計画現状値の平成２２年ですが、日本全体の自殺者数が３万人を超

えており、自殺対策が急務とされていました。その後、平成２７年には２万４千人となり、

急増した平成１０年以前の人数に減少しています。大阪市自殺対策基本指針において、自

殺率の減少傾向を維持していく、ということから、項目を変更し、平成２７年が人口１０

万対２２．０でありましたから、目標値をこの数値以下を目指す、ということとしました。

以上です。 

 

稲葉座長 

 どうもありがとうございました。ご質問等ありますでしょうか。 

 骨粗しょう症検診の受診者の増加ですが、１８歳以上とありますが、骨粗しょう症と言

った場合に違和感がありますが、若い方、３０代、４０代、痩せ型の方が多いので、最大

骨量が少ないと歳とったら骨が折れやすいよ、というのを元にたぶんされてるんだろうと

思います。これは、骨粗しょう症検診の中にいれてもいいんでしょうか。骨密度を測ると

いうことだと思うんですが。長期的には有用だと思うんですけど、今回の計画のなかにそ

の数を入れるのはどうかなと思いますが。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 

 ありがとうございます。１８歳以上の受診者、としましたが、実際にはなかなか若い世

代に受けてもらえていないのが現状です。先生のおっしゃるとおり、骨量がピークの若い

ときに十分増やしておく、というのが重要ですので、毎年測る、というのは必要ないんで

すが、成長期が終わったくらいに一度ご自身の骨量を知っていただきたい、という意味で

この方たちを含めています。 
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稲葉座長 

 数としたら、入っていても大して影響のある数ではなく、そういう理念のもとにやる、

ということで理解してよろしいですね。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 

 はい、そうです。 

 

稲葉座長 

 よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

 

寺村委員 

 大阪産業保健総合支援センターの寺村でございます。文言の訂正になりますが、２０ペ

ージの一番下に職場のメンタルヘルス対策として記載いただいているところです。「産業保

健推進センター」となっているんですけど、３年前に名称が「産業保健総合支援センター」

に変わっておりますので、新しい名称でお願いしたいと思っております。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 そのように修正させていただきます。 

 

稲葉座長 

 ご指摘どうもありがとうございます。はい、どうぞ。松田委員宜しくお願いいたします。 

 

松田委員 

 こころの健康に関することです。以前も申しあげたことあったかと思いますが、この目

標値について、今のところ「自殺率の減少傾向の維持」となっていますが、この項目の重

要なところは、こころの健康問題が身近な病気であるという認識を皆さんがもつのが重要

だなと。現在、９割以上の国民が統計上誰でもかかりうる病気であるという認識ができて

いないという報告がなされています。そのことを考えますと、ＣＯＰＤのところで書かれ

ていますような、例えば、こころの健康問題、病気は誰でもかかる病気であるという認識

を高める、とか、そういうような目標を掲げて、取り組みを展開していくというのがこれ

から重要なんじゃないかなと思います。それらを勘案しますと、ここで今後の取り組みと

して、「こころの病気の早期発見、早期治療の促進」していこうとすると、こころの病気に

対する市民の健康観を変えていく、それをしないと、早期発見、早期治療にはつながらな

いかと思いますので、やはり、こころの病気が身近な問題であるという認知を高めること

が重要かなと考えております。 
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矢野委員 

 これに関しまして、日本では、自分がうつだとは思わなくて受診をせずに自殺に追い込

まれてしまうケースが多いですので、やはり、身近な問題であるという認識を高めるのは

非常に重要です。 

 

内田健康局こころの健康センター精神保健医療担当課長 

 こころの健康センター精神保健医療担当課長の内田でございます。先ほど、両委員から

ご指摘いただきましたとおり、こころの病気の正しい知識の普及啓発につきましては、大

変重要であると認識もさせていただいているところでありまして、先ほど頂戴いたしまし

た意見をふまえまして、どこまで書き込めるのか、検討のほうさせていただきたいという

ふうに考えておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

稲葉座長 

 どうもありがとうございました。こころのほう、よろしいでしょうか。では、事務局か

ら栄養・食生活について説明をお願いいたします。 

 

安道健康局保健主幹 

 健康局保健主幹の安道でございます。資料２の２２ページ、参考資料２は裏面をご覧く

ださい。まず、資料２の２２ページで全体的な考え方をご説明させていただきます。生活

習慣病を予防し、健康寿命を延伸するためには、適正体重を維持することが重要でありま

す。そのためには、ご飯とかパンとかうどんとか麺類というような主食、それから、肉・

魚といったメイン料理の主菜、そして野菜類含めました副菜というものを組み合わせたバ

ランスの良い食事の摂取をすること、そして、朝食を欠食しない適切な食事、というのが

大変大切であるというふうに考えております。 

また、生活意欲や食事の質を向上する効果が期待されます「共食」というのを推進する

とともに、栄養成分表示に取り組みます飲食店への支援、食をとりまく環境の整備等、健

全な食生活を実践できるよう、それぞれのライフステージに応じて取り組んでまいりたい

と思います。 

 そのための柱としまして、適正体重の維持、適切な量と質の食事の摂取、家族や友人と

一緒に食事をする共食の増加、食をとりまく環境の整備の４つとして、掲げさせていただ

いておりますので、２３ページをご覧いただきたいと思います。 

まず、適正体重の維持でございますが、食生活や運動習慣などの生活習慣の改善や適正

体重を維持することの重要性について、健康教育の実施、フェイスブックをはじめとしま

す広報媒体を通じまして、普及啓発を進めていきたいと思っております。児童・生徒につ

いては、学校保健等との連携により、成人については、特定健診・特定保健指導の推進に
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より、高齢者については、介護予防事業等により、適正体重を維持することに取り組んで

いきます。目標値については、参考資料２の裏面をご覧ください。第２次計画に引き続い

て、同じ４０歳から６０歳代男性と女性を指標にさせていただいております。数字に関わ

りましては、国保の特定健診のデータを元にしました。現状値から１割減を目指して、目

標値を設定しております。 

次に、適切な量と質の食事の摂取についてでございますが、主食・主菜・副菜をバラン

スよく組み合わせた食事の摂取、そして、食塩の摂取量の減少、野菜摂取量の増加など、

望ましい食習慣の形成について、健康講座とかあるいはイベントなどを通じまして、リー

フレットの配布やホームページ・広報紙を通じまして、普及啓発を行ってまいりたいと考

えています。児童・生徒については、学校保健との連携により、成人に関しましては、食

育に関するボランティアの方との連携、そして、高齢者につきましては、一般介護予防事

業等を通じ、努めてまいりたいと考えております。そして、望ましい食習慣の形成を促し

まして、健康的な社会生活を送るために、今回、「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が

１日２回以上の日がほぼ毎日の者の増加」というのを新設いたしました。これにつきまし

て、市民アンケートの結果から現状値を、目標値といたしましては、国の現状値を目標値

と設定しましたところです。 

また、第２次計画に引き続きまして、朝食の欠食率の減少を設定しております。特に２

０から３９歳男性に関わりましては、改善がみられなったところですので、引き続き取り

組んでまいりたいと思っております。現状値につきましては、市民アンケートの結果から、

国にあわせまして、ほとんど食べない、週に１日程度食べる、週に２・３日食べる、とい

う回答をした割合を記載しております。目標値は、国の第３次食育推進計画と同じにさせ

ていただいております。中学・高校生につきましては、これまで男女別に設定をさせてい

ただいておりましたけども、それぞれ見ますと大きな差がみられませんので、男女の設定

ではなく、中学生、高校生として設定いたしました。また、中学生については改善傾向で

はあるんですけど、高校生についてはそうではありませんでした。健康づくりのアンケー

ト、中学・高校生の分を元に現状値を、中学生につきましては、直近のデータということ

で平成２９年度の全国学力学習状況調査の国の現状値を今回の目標値に、高校生につきま

しては、国の第３次食育推進計画の若い世代の目標値を今回の目標値として設定をさせて

いただいております。 

次に、家族・友人と一緒に食事をする共食の増加でございます。家族や友人と一緒に食

事をすることによりまして、適切な食習慣の確立、あるいは適切な量と質の食事の摂取に

つながる、ということでありますから、子どもたちには共食の重要性を、学校保健等との

連携によりまして、取り組みを進めていきたいと思っております。また、単身世帯が大阪

市につきましては全国平均よりも多いということを考慮しまして、指標については、朝食

ではなく、昼食にシフトさせていただきまして、それから高齢者にかかわりまして特にコ

ミュニケーションをとりながら食事をする重要性について、健康教育や一般介護予防事業
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を通じた取り組みを進めてまいりたいと思っております。現状値については、市民アンケ

ートの結果から、目標値につきましては、内閣府の食に関する意識調査から設定をさせて

いただいております。特に、これにつきましては、５年間で１．５％の減ということで、

年０．３％の減ということでございましたので、それを元に今後６年間の計画ですので０．

３％×６として設定いたしました。 

食をとりまく環境整備でございますが、栄養成分表示を参考にして食事をする市民を増

やすための啓発、また、栄養成分表示やヘルシーメニューの提供に取り組む飲食店数の増

加に努めてまいります。現状値は市民アンケートの結果から、目標値は現状値の１割増を

目指しております。飲食店数につきましては、前回ご説明いたしましたとおり栄養成分表

示指定店については平成２７年度で終了しておりますが、「うちのお店も健康づくり応援団」

の登録数の現数を記載しております。これにつきましては、大阪府を中心としまして、大

阪市・堺市・豊中市･高槻市・枚方市・東大阪市等で取り組んでおります通称「うち店」で

ございますが、さらに店舗数増加してまいりたいと考えております。これは、大阪市の取

り組みですと１年間に約８０件ということでございますので、×６ヵ年、ということで目

標値を設定しております。 

また、大阪ヘルシー外食推進協議会と連携し、健康・栄養情報の提供を行います。また、

特定給食施設の管理者等に対しての研修の実施等により、給食を通じた食育の推進に取り

組んでまいりたいというふうに思っておりますので、宜しくお願いいたします。以上です。 

 

稲葉座長 

どうもありがとうございました。栄養につきまして、大関委員ご意見をお願いします。 

 

大関委員 

 いくつか現計画と数値が異なるなど気になる点がございましたので、順番に述べさせて

いただきたいと思います。 

 適正体重の維持のところですが、中高年男性では肥満が、若年女性ではやせの増加が課

題となっており、とありますので、できれば若年女性のやせの増加をしないようにという

目標があった方がよいとすごく感じております。国で目標設定があるから良いと思われて

いるのかも知れませんが、中高年女性の肥満者が入るのであれば若年者のやせがあっても

いいのではないかと思いました。 

 朝食欠食のお話ですが、中学生・高校生の数値、現状値と、資料１のすこやか大阪２１

（第２次）のほうの現状値についてです。こちらを見ますと、中学生男性・女性がそれぞ

れ１３％、１５％で、それが、男女合わせたときに今回は８．９％ということになってい

ます。高校生も男性・女性それぞれ３０％あるのに、今回２０．７％。これだけ値が違う

というのは、どういうことなのかなというのをご説明いただきたいと思います。男女を合

わせたり、といった変更点はあるのかと思いますが、データの確認をお願いしたいと思い
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ました。 

 次は、共食の増加についてですが、共食というのはもともと子どもさんたちに食育とい

う概念を設けるということでおうちでの朝食、夕食の大切さを言っていたと思うんですが、

それはそこそこ出来たからということなのか、昼食にした、という理由がご説明からはよ

くわかりませんでした。ここは２０歳以上というざっくりしたお話ですが、仕事をされて

いる方と高齢者で状況が変わってくると思いますので、できればもう少し年齢階層を減ら

してどういう狙いをもっているのかというのを明確にするほうがいいのではと感じました。 

 それから食を取り巻く環境整備のところ、一番下の栄養成分表示やヘルシーメニューの

提供等に取り組む飲食店数の増加のところですが、前回の指定店舗はなくなってしまった

ということですが、４，０００店もあったものが、今回１，５００店と、３分の１ほどに

なっていて、どういうことかな、というのが気になりました。データが正しいのであれば、

目標値も厳しいのではないのか、と考えましたので、ご説明いただければなと思いました。 

 

安道健康局保健主幹 

 貴重なご意見をありがとうございました。先生おっしゃるとおりと思いますけども、適

正体重に関わりましては、この間もご指摘いただきましたやせについては非常に問題があ

るということで検討をしておりました。標準体重、というところを考えますと、もちろん、

肥満の部分、やせの部分の両方を見なければなりません。女性のやせついてもデータの推

移を見させていただいているんですが、４０歳から６４歳について、目標値として出して

いく、目標設定をして進めていく、といったような特徴的な数値ではありませんでした。

ですから、今回、やせについても検討はさせていただいたんですが、こちらのすこやか大

阪の計画に計上するということには至らなかったところでございます。 

 

大関委員 

 すみません。若年女性では、やせの増加は大阪市ではみられなかった、ということです

か。 

 

安道健康局保健主幹 

 全国の数字と比べますと、大阪市のほうがまだ良かったというのか、そこまでには至ら

なかった、という現状でございます。 

 

稲葉座長 

 壮年期とかはどうです。壮年期のやせが増えてきているというのが国のデータで出てき

てると思うんですけど。 

 

安道健康局保健主幹 
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 全体の数の分からしますと、そういうデータもあるようですけど。国のデータと大阪市

のデータを見比べてたときに、今回、記述をさせていただくような特徴的なものに至って

いない、ということでございました。 

 

矢野委員 

 高齢の女性についてはどうですか。骨折・転倒、関節疾患にかかわる高齢女性のやせの

問題がありますので。 
 
安道健康局保健主幹 

 高齢者の低栄養にかかわりまして、やせもあると思いますが、申し訳ございませんが、

具体的なデータを持ち合わせていないので後ほど。 
 

稲葉座長 

 これ、非常に時代に合っていないような気がして。私、今、学会の栄養問題のワーキン

ググループをやっていて、腎臓悪い人は普通はたんぱく質摂取量を下げるんですが、今は、

たんぱく摂取量を上げようということになっています。これは、サルコぺニア、フレイル

っていうのが、非常に健康寿命に悪い、転倒・骨折のリスクになる、カロリー上げようと

いうのが厚労省の 2015年の栄養問題とかで、よく動いている人は２，３００キロカロリー
とか、たんぱく質摂取量を１０ｇ上げるというのを出しているんですけども。高齢の方の

サルコぺニア・フレイルっていうのは、健康寿命の問題につながっていくので、それが入

ってないっていうのが、データがないからこのまま入れずに、ということで、これから６

年間やっていくということでよろしいんですか。 
 これ、老年学会とか、糖尿病学会とか、透析学会、病態栄養学会とか、一緒に今たんぱ

く摂取量上げる方向で一緒にやっているんですけども。これ、厚労省が動いてるんで、そ

ういう方向で動いてるんですけども、まったく入れずにいいかと、非常に大きい問題にな

ってくると思う。また、ちょっと検討いただいて。 

五嶋委員、どうですか。ご意見いただきたいと思いますが。 

 

五嶋委員 

 大阪市食生活推進員協議会の五嶋でございます。私たちは、食育活動を進めております

けれど、その対象を広げ、平成２８年度は若者、子育てしている若い世代を中心に朝食の

欠食、栄養と食事のバランスについて普及を行ってまいりました。そして、本年度は、朝

食の欠食率があまり改善しなかったことをうけて、これまではほとんど介入ができており

ませんでした高校生を対象として、食育活動を進めているところです。また、高齢者には、

生活習慣病予防のための適正体重の維持、先ほどからあります低栄養の予防、骨折転倒や

また認知症にもつながってまいりますので、その方面にも力を入れて、活動を進めており
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ます。そして、野菜の摂取量１日３５０ｇというのを、口をすっぱくして皆さん方に、実

際に見せながら広めているところでございます。 

 これからも、ライフステージに応じた食育活動を引き続き行っていきたいなと考えてお

りますので、宜しくお願いしたいと思います。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 すみません。さきほどのやせのところだけ一言、市民でのやせのデータがないというと

ころでございますので、いただいたご意見もうちょっと、店舗数、共食などのことも含め

まして一考させていただきたいと考えております。 

 

稲葉座長 

 項目入れておかないと、今の時代に対応していけないと思いますけども。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 検討させていただきます。 
 
稲葉座長 
 それでは続きまして、身体活動・運動、休養について、説明をお願いいたします。 
 
國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 
身体活動・運動について、資料２、２４ページをご覧ください。基本的な考え方ですが、

身体活動・運動の不足は、喫煙、高血圧に次いで、生活習慣病による死亡へとつながる第

３位の危険因子となっています。また、高齢者の認知機能や運動機能等を含む社会生活機

能の低下も関連していることが報告されています。 
参考資料の２をご覧ください。現計画では目標値を設定しておりませんでした。今回は

取り組みの柱を２つ、「身体活動量の増加」と「住民が運動しやすい環境づくり」としてい

ます。２２番の「軽く汗をかく運動の継続者の増加」という項目ですが、これは年齢２０

から６４歳、６５歳以上、また、男女別に設定しております。これは国の健康日本２１に

同様の項目があり、それと同じにしています。年齢区分を設けたのは、退職者は時間があ

って運動量が増える傾向にあり、こちらも同じ考えで区分しました。目標値の考え方は国

が１０年で１０％増加としておりましたので、次期計画では現状値から６％の増加としま

した。 

２３番の「ロコモティブシンドロームの認知割合の増加」ですが、これは運動の必要性

を知っていただく、啓発するということで加えております。現状値が市民アンケートより

３９．０％で目標値を５０％以上としました。これも過半数の人が知っている状態を目指

す、としております。 
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取り組みの柱の２つめ、「住民が運動しやすい環境づくり」ですが、これは２４ページを

ご覧いただきますと、各区にスポーツセンターや屋内プールが整備されており、身近な場

所でスポーツや運動に親しむ環境は一定整っていると考えられます。しかしながら、本市

のスポーツ実施率は全国平均を下回っており、その理由として、「体力に自信がない」、「機

会がない」等とする市民が多いことから、運動を始めるきっかけづくりや、運動に取り組

む機会の提供などが必要と考えています。そのために、２４番になりますが、「運動に取り

組む機会の提供」としました。これは年齢を６５歳未満としましたが、いきいき百歳体操

であるとか、割と高齢者の方は積極的に運動に取り組み、それを各区が支援している状況

にあります。もっと若い人にも運動してもらうということで、対象者を６５歳未満としま

した。データソースは平成２８年に当課が行いました社会環境の整備に関する取り組み状

況の調査、ということで、各区に運動の機会を提供するような試みがありましたか、とい

うアンケート調査の結果、現状値が１３区でした。目標値は２４区としております。同様

の取り組みが国でもありまして、国の場合は取り組む自治体数、となっています。２５番

が「運動に取り組む人の増加」です。取り組みの結果、運動に取り組む人が増えることを

測っていく、ということで、この項目としております。現状値は、大阪市スポーツ振興計

画からいただきまして、３６．６％、それに準拠しまして目標値６５％以上としておりま

す。身体活動は以上です。 

休養について説明いたします。２５ページをご覧ください。基本的な考え方は、休養の

不足は、疲労や判断力の低下を起こし、事故の危険性を高めるなど、生活の質に大きく影

響します。また、睡眠障害はこころの病気との関連や、生活習慣病の発症及び死亡率の増

加とも関連することが報告されていることから、休養の必要性についての啓発が重要です。

参考資料２の項目番号２６番、「睡眠で休養が十分に取れていないものの減少」を目標項目

といたしまして、データソースは市民アンケート、現状値は２５．１％です。目標値を２

０％以下としましたが、これは国の現状値が２０％で、目標値が５％減の１５％としてい

ることにならいまして、設定しております。説明は以上です。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございます。それではご意見賜りたいと思います。身体活動・運動と

休養の項目につきまして、澤田委員いかがでしょうか。 
 
澤田委員 
 失礼いたします。大阪市健康づくり推進協議会の澤田でございます。私どものほうでは、

運動の意義と重要性、運動の意味を広く啓発していきたいと考え、さまざまな健康づくり

に取り組んでいます。大阪市健推協では、楽しく歩きながら健康づくりをしましょう、と

いうことで、「歩く」と「育てる」の「歩育」という活動に取り組んでいます。先週でござ

いますが、大阪市健推協で 24区の合同ウォーキングを開催いたしました。２２０人で、も
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みじの紅葉に染まった大阪城公園を歩きました。各区でもさまざまな形で歩育という取り

組みを楽しみながらやっております。これからも健康寿命を延伸するために、歩育という

活動を行っていきたいと考えております。２４区各区でそれぞれにまた合同でも取り組ん

でおりますので、だんだんと人の数も増えて、歩くの嫌やから、という方も、その方にあ

わせた歩き方を何通りか作りまして、歩いていただいております。以上でございます。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございます。ご参考にいただけたらと思います。では、森原委員宜し

くお願いいたします。 
 
森原委員 
 私はＮＰＯ法人ＭＹフィットネス道という団体で、運動の啓発などの活動をしている中

で、やはり高齢者の方であったり、地域や役所さんはすごく機会を作られているんですけ

ども、企業からの依頼で行かせていただくと、なかなか運動習慣のある方が少ない傾向に

ありまして、大阪市内はすごく運動する機会が持てる環境が整っているということなんで

すけども、なかなか企業で働く世代の方、壮年期の方はそういった環境にない、というと

ころだと思います。 
あと、やっぱり適正体重というのが健康だということの根拠になると思いますが、筋肉

量の非常に少ない方がもちろん壮年期もですし、高齢者の方も多く出てきておりますので、

食育のところに戻る感じになってしまうんですが、食事と運動がなぜ必要なのかというと

ころで、食事だけ、運動の好きな人は運動だけ、というような形になってしまうので、啓

発する際には食事と運動をあわせて行うことが間違いなく必要だと思います。 
 ロコモティブシンドロームについては、どこで聞いても広まりが少ない状況ですので、

それこそやっぱり学校教育で、筋量が減って、家族、おじいちゃんとかおばあちゃん、介

護せなあかんくなったら困るよね、ということで、啓発やっていただけるといいのではな

いかと、パーセンテージが上がっていくんじゃないかと思いました。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございます。今、森原委員言われたとおりで、栄養プラス運動、特に

無酸素運動とか器具を使った運動とかをやっていくことが必要なんで。 
基本的な考え方は、高齢者の運動機能の低下が骨折・転倒につながってるところの改善

かと思うんで、「運動に取り組む人の増加」は２０歳以上なんで、これは高齢者が含まれて

ると、「運動に取り組む機会の提供」を６５歳未満ときった根拠を教えていただきたいと思

います。 
 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 
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 ありがとうございます。６５歳以上の方につきましては、かなり区のほうが力を入れて

いる、というか、人が集まりやすいです。いきいき百歳体操ですとか、ウォーキングクラ

ブとかいう形で既に活動がずいぶん広がってきております。もちろん、６５歳以上の方に

運動に取り組んでいただく、それも進めていこうと考えておりますが、現状では壮年期層

の方がなかなか運動に取り組めない状況にありますので、そこをターゲットとして取り組

んでいきたい、区のほうにも取り組んでいただく、ということで、目標項目としておりま

す。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございます。それではよろしいでしょうか、この項目。続きまして、

アルコールとたばこにつきまして、これも事務局のほうからお願いいたします。 
 
國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 
アルコールは資料２、２５ページになります。現計画とあまり変わっておりませんので、

取り組みの内容と目標値について説明いたします。取り組みの柱としましては、「適正な飲

酒」、「未成年者の飲酒防止」、今回新たに「妊娠中の飲酒防止」という項目を作りました。

参考資料の項目番号２７の「多量飲酒者の割合の減少」の目標値については、現状値から

２割減としました。これは国の目標値にあわせています。２８番は「未成年者の飲酒をな

くす」ということで、中高生アンケートからとった数値です。これは目標値を０％。「妊娠

中の飲酒をなくす」に関しては、平成２９年７月に産婦アンケートをとりまして、その結

果、現状値が１．１％とわかりました。今後、０％を目指す、という目標値にしておりま

す。 

 続いてたばこ、資料２の２６ページになります。これも現計画とあまり変わっておりま

せんので、参考資料２をご覧ください。「たばこをやめたい人の禁煙」ということで、項目

番号３０、「成人の喫煙率の減少」の項目です。男性がやめたい人が１１．８％、女性が１

１．７％ございました。現状値からこれらのやめたい人がやめた数値を目標値に設定して

おります。未成年者の喫煙防止のデータソースは中高生アンケートから、目標値は、０％

です。「妊娠中の喫煙防止」の項目を今回新たに設けております。これはアルコールと同じ

で産婦アンケートから現状値２．７％、目標値を０％といたします。「受動喫煙防止」につ

いては、項目番号３３番、「受動喫煙の機会を有する者の割合の減少」ということで、現計

画と同様に学校と家庭での割合、ということになっております。家庭に関しては、現状値

１３．９％、目標値８％以下としております。これは現計画の目標値を据え置く、という

形にしました。以上です。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございました。今の点についていかがでしょう。どうぞ、矢野委員。 
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矢野委員 
 受動喫煙の実態、主体は飲食店、というのが国レベルで出ていますので、万博誘致も見

据えて飲食店での受動喫煙防止、必要ですので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 
 ありがとうございます。資料２、２７ページご覧ください。今回、受動喫煙防止が話題

となってきておりますので、それに関する豆知識的なかたちで、いっぽくん情報を入れさ

せていただいております。２６ページの「受動喫煙防止」のところで、受動喫煙防止対策

について今後も取り組んでいくという内容を書かせていただいております。「学校や家庭、

飲食店における受動喫煙防止に取り組む」としています。 

 

稲葉座長 

 ありがとうございました。参考資料２の詳細項目番号６６・６７のところ、はじめちょ

っとわからなかったんですが、家庭は１３．９％から８％以下へ下げる、ということでわ

かりやすいんですが、学校で９６％が受動喫煙をうけているのかと思ったら目標が１０

０％となっているので、建物内禁煙されているところが９６％あって、それを１００％に

あげる、ということなんですね。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 
 そうです、学校で建物内禁煙されていないところが一部あるという大阪府の調査結果に

でしたので、これを１００％にしていくということでございます。 

 

稲葉座長 

「受動喫煙の機会を有する者の減少」という項目なので、分かりにくいかなと思うんで、

ここら辺、誤解まねかないような記載に変えていただけたらと。 

 

岩崎健康局健康づくり課長 
 わかりました。ありがとうございます。 

 

稲葉座長 

 それではよろしいでしょうか。続きまして、歯・口腔の健康につきまして事務局のほう

からご説明いただきたいと思います。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 
 資料２、２８ページをご覧ください。基本的な考え方は、歯の健康が全身の健康に影響
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していることから、歯に関する項目を立てております。参考資料２をご覧ください。項目

番号３４から、「う触予防」、「定期的な歯科健診の受診」。「口腔機能の維持・向上」、この

項目が今回新しく立てた項目になります。「歯の喪失予防」という形で項目を立てておりま

す。項目番号３４の「３歳児でう触のない者の増加」で、現状値が８０．８％、目標値を

８３％以上としました。３５番は「１２歳児の一人平均う歯数の減少」ということで、こ

れは現在もう１歯を下回っていて０．８８歯、今回目標値を０．８４歯としており、これ

は国の現状値が０．８４歯ですので、それを取り入れることとしました。次の３６番、「定

期的な歯科健診の受診」は、現状値が４９．３％で、目標値６１％以上を目指すとしまし

た。今回、新しく設けた「口腔機能の維持・向上」の項目なんですが、これは３８番「６

０歳代における咀嚼良好者の割合の増加」としまして、６０から６９歳で現状値６８．４％、

目標値を８０％以上としています。この目標値は国の健康日本２１と同じ目標値としてお

ります。項目番号３９の「８０歳で２０歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加」とい

うことで、現状値４２．５％、これも国の目標値が５０％以上ですので、同じ目標値とし

ております。以上です。 

 

稲葉座長 
 どうもありがとうございました。それでは、この件につきまして、市原委員宜しくお願

いいたします。 
 
市原委員 
 大阪府歯科医師会の市原でございます。２８ページにございます基本的な考え方にあり

ますような、口腔機能の低下、誤嚥性肺炎などいろんな疾病の原因となります。今回追加

されたということで、重要な項目かと思います。今後の取り組みでございますが、すべて

の年代、乳児から高齢者の全ライフステージになりますが、一番はじめの「う触予防」、幼

児から学童期ということで、学校保健との連携になりますけど、長年の取り組みでよりい

っそう進んできてると思います。一番下の「口腔機能の維持・向上」のところで、ここは

高齢者ということで、最近、歯科保健事業も後期高齢者に対応しまして、一応そのあたり

も行政と歯科医師会とがタイアップしながら、大阪市内の２４区の歯科医師会も協力しな

がら進めている状況で、結果として数字も上がってきているのかなと。それから真ん中の

「定期的な歯科健診の受診」のあたりで、歯周病と生活習慣病、最近注目されております

が、参考資料２の項目番号３７「歯周病予防」ということで、「４０歳代の進行した歯周病

を有する者の割合の減少」のデータが、５年前、とり方が歯周病健診と多少違うところが

あるかと思うんで、単純比較はできなかったと思うんですけど、この辺含めてデータの取

り方ですね、ここのところのばらつきを継続して精査して、対応して行っていただきたい

と思います。目標達成できるように歯科医師会も協力していきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思っております。以上でございます。 
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稲葉座長 
 どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。続きまして「健康を支え、守るた

めの地域づくり」について、事務局から説明お願いいたします。 

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹 
 資料２、２９ページをご覧ください。「健康を支え、守るための地域づくり」について、

第２次計画では「健康を支え、守るための環境整備」として、地域づくりを活性化するこ

とにより健康づくりのための社会環境の整備につなげるとの取り組みの方向性は示してい

ましたが、具体的な目標項目は設定していませんでした。しかしながら、健康づくり施策

における地域の環境づくりが近年重要視されていることから、本計画では新たに目標値を

設定しました。下の表を見ていただいて、取り組みの柱としては、「人とつながり健康を育

む地域づくり」としています。目標項目は２つで、「地域のつながりが強い方だと思う者

の割合の増加」、「ボランティア活動（自治会・PTA活動など）や趣味（運動・文化活動）

などを自主的に取り組む者の割合の増加」ということで、上段は自覚的なつながりを感じ

ているか、下段は実際にそういった活動をしているか、という項目にしています。データ

ソースは市民アンケートです。上のほうですが、現状値３２．１％で目標値が４２．１％

以上、１０％の増加としております。これは市政改革プランに同様のアンケート項目がご

ざいまして、ほぼ同じ現状値でありました。市政改革プランでは平成２９年から３１年の

３年間で５％増としておりますので、それとあわせまして次期計画は６ヵ年になりますの

で１０％増としております。その下、現状値２８．３％、目標値を３５％以上としていま

す。これは、国の国民健康栄養調査に同じ項目がありまして、国の現状値が２７．７％で

目標値が３５％以上としておりますので、同様の目標値といたしました。以上です。 

 

稲葉座長 
 どうもありがとうございます。何かご意見等、ありますでしょうか。それでは続きまし

て第３章全体をとおしましてご質問、ご意見ありますでしょうか。前田委員、なにかご意

見ありましたら。 
 
前田委員 
 地域とのつながりですが、幼稚園児と高齢者のつながりなどはよくあるんですが、小学

校、中学、高校に通っている子たち、６４歳までの方とのつながりっていうのが非常に少

ないです。特にマンション住民の方はほとんど出てこられない、そういうところ、特に市

内マンション増えてますから、マンションの管理組合とか管理会社のほうに働きかけをも

う少しやっていって、地域とのつながりを増やしていく。高齢者の方はじゅうぶん今のと

ころできていると思います。食事サービスとかふれあい喫茶とか、毎週会館でやっており
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ますので、問題は、働いている方にもう少し地域とのつながりをもっていってもらうとい

うことをこれから先、取り組んでいかないといけないと思います。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございます。貴重なご意見をいただきました。 
 
市原委員 
 歯科のところ、少し追加になりますが、先ほどの定期的な歯科健診のところの広報・周

知につきまして、特に大学生などの若い人、また青年期から壮年期の働く世代への定期的

な歯科健診の受診、これの推進に力を入れていくことで将来につながるということで一言

申し添えます。宜しくお願いします。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございました。続きまして第４章、事務局より説明お願いいたします。 
 
岩崎健康局健康づくり課長 
 資料２の３０ページをご覧ください。第４章「計画を推進するために」でございます。

まず、「推進体制」でございますが、第２次後期計画の推進を図るため、市民はもとより、

市民を取り巻く地域、職域、学校に関連します各種団体等と連携を図りながら、市民の健

康づくりを推進してまいります。 

「地域における計画の推進」としましては、市民の主体的な健康づくりが重要であるこ

とから、健康づくりの施策や事業について、住民の意見を取り入れながら企画・立案し、

ソーシャルキャピタルを活かした取り組みを展開していきます。また、地域の健康づくり

活動の情報提供、市民との双方向の情報のやり取りに努めるとともに、「すこやかパートナ

ー」をはじめとする健康づくり団体との連携による活動を引き続き行います。 

「市全体における計画の推進」としましては、庁内に区・関係局で構成します「すこや

か大阪推進検討会議」、これを開催するとともに、有識者で構成します「すこやか大阪２１

推進会議」を開催しご意見をいただきながら、取り組みを進めてまいります。 

また、「すこやかパートナー」の拡充、更なる活性化を図り、健康づくりに向けた機運を

盛り上げていきます。 

計画を効果的に推進するためには、地域保健、職域保健、学校保健の連携が重要である

ことから、「地域職域保健実務者会議」を開催し、健康づくりにかかる諸課題の解消に向け

た連携・協働を行うとともに、学校保健に関しましては．教育活動を通じて、たばこやア

ルコールの未成年者対策や歯・口腔の健康、食育等に取り組んでまいります。 

次に、３１ページになりますが、「計画の進捗管理と実績の評価」についてですが、進捗

管理としまして、可能な項目については、毎年、数値目標を把握するなど、進捗状況の把
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握につとめ、「すこやか大阪２１推進会議」などでご意見をいただきながら、効果的な推進

を図ってまいります。次に、実績の評価ですが、既存の資料で把握できない目標項目につ

いては、計画的に調査を実施し、数値の把握に努め、計画の最終年である 2023年度には、

すべての目標項目の数値を把握し、達成状況について、科学的根拠に基づいて評価を行い

ます。 

３２ページ以降でございますが、本計画のイメージ図、そして、３３、３４ページに、

アクションプランの体系イメージ、３５ページに推進体制のイメージ図を記載しておりま

す。第４章につきましては、以上でございます。 

 

稲葉座長 
 どうもありがとうございます。今ご説明いただいたところよろしいでしょうか。それで

は、第２次後期の計画の概要を説明いただきましたが、全てを通じてご意見、ご質問等い

かがでしょうか。田中委員なにかありませんでしょうか。 
 
田中委員 
 国保連合会の田中と申します。今、データヘルス計画であったりとか、国のほうから糖

尿病性腎症の重症化予防等が示されているところですけれども、全てデータを分析してそ

の結果どのように対処していくかが求められていると思います。国保としましても、ＫＤ

Ｂシステム、国保のデータをもっておりまして、それと健診データ、あと医療ですね、そ

れらを絡めまして分析等を行い、保険者の支援をさせていただいているところでございま

す。重症化予防、先ほどありましたように、ある保険者では栄養指導等によりまして新た

に透析になる人が半分に減ったとか、あと、運動をすることによって要介護が減ったとか、

そういうことが言われておりますので、国保としましても、データを分析して保険者の支

援をさせていただきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございました。それでは、第２次後期の計画素案について、ご指摘、

ご意見いただきましたので、それらを受けて、事務局のほうで策定よろしくお願いしたい

と思います。それでは今後のスケジュールについて、ご説明があります。 
 
岩崎健康局健康づくり課長 
 資料３でございます。大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」策定スケ

ジュール案でございます。これまでにも会議にご参加いただいておりまして、本日、下か

ら３段目、１１月１６日になりますが、推進会議を開催いたしました。ここでいただいた

ご意見をふまえまして内部で検討した上でパブリック・コメントを１２月下旬から実施の

予定としております。その後、パブリック・コメントの意見に対する回答の調整をします
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とともに内部にてそれを踏まえた検討を行います。それをもちまして、２月下旬には再度

推進会議にてご意見をいただきたいと考えております。そこでのご意見を元に３月には計

画として策定してまいる予定ですので今後とも宜しくお願い申しあげます。 

 
稲葉座長 
 どうもありがとうございます。ただいまの事務局からの説明についてご質問等はありま

せんでしょうか。それでは、本日この第７回すこやか大阪２１（第２次）推進会議、全て

の議事終了させていただきました。ありがとうございました。 

 

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すこや

か大阪２１（第２次後期）の策定を進めてまいりたいと思います。本日は長時間ありがと

うございました。 

 

－了－ 


