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第３回すこやか大阪２１（第２次）推進会議 会議録 

 

１ 日時 

平成２７年８月５日（ 水 ）午後２時～４時 

 
２ 会場   

大阪市役所 屋上階 Ｐ１会議室 

 

３ 出席者 

（委員）石和田委員、市原委員、稲葉委員、大関委員、岡田委員、岡本委員、金田委員、

河南委員、北𠮷委員、朽木委員、五嶋委員、福岡委員、前田委員、宮田委員、矢

野委員（五十音順） 

（事務局）【健康局】上平局長、甲田首席医務監、竹内医務監、吉村保健所長、撫井保健所

西部保健医療監、谷口健康推進部長、友居健康施策課長、岩崎保健医療計画担当

課長、藪本保健主幹、渡部健康づくり課長、高野生活習慣病担当医務主幹、村井

保健主幹、田中健康づくり課長代理、川人生活衛生課長、小寺精神保健医療担当

課長、久野保健所管理課長、楠亀保健医療対策課長、林感染症対策課長代理 

    【東住吉区】市川保健担当課長代理 

    【福祉局】小山国保保健事業担当課長、河合在宅サービス事業担当課長 

    【こども青少年局】門林保健副主幹 

    【教育委員会事務局】黒野学校保健担当課長 

 

４ 報道機関取材者及び傍聴者 

報道機関：無  傍聴者：１名 
 
５ 会議次第 
 
 １ 開会 
 ２ 大阪市健康局長あいさつ 
 ３ 報告 
  第 2回すこやか大阪２１（第２次）推進会議後の取組状況 
 ４ 議題 
（１）すこやか大阪２１（第２次）の推進状況について 

（２）情報発信の充実について 

（３）壮年期層への啓発の推進に向けた地域職域連携の取り組みについて 

５ 閉会 
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６ 会議録 
田中健康づくり課長代理 
お待たせをいたしました。 

定刻になりましたので、ただ今から「 第３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 田中 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、健康局長の上平から、一言、ご挨拶を申しあげます。 

 
上平局長 

 大阪市健康局長の上平でございます。会議の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 
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

お礼を申し上げます。また、本日はお暑い中を「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、厚くお礼申し上げます。 
大阪市では、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を全体目標に掲げ、平成２５年度から

平成２９年度までの５年間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）」を策定し、目標達成に向けて、優先的に取組む項目や対象集団を定め、取組みを推

進しているところでございます。 

本市は全国に比べ壮年期死亡率が高い状況にありますが、死因の大半を占める生活習慣

病の発症を予防するためには、若い頃から適切な生活習慣を身につける必要がありますの

で、青・壮年期層への対策を特に進めてまいりたいと考えております。 

本日の会議におきましては、計画の進捗状況をご説明させていただくとともに、壮年期

層等に対する具体的取組みについても、委員の皆様より、専門的な見地から、また市民の

代表として、様々なご意見を頂戴したいと考えております。 
今回、この時期に会議を開催しましたのも、いただいた御意見のうち、出来るものから

早期に、各分野の取組みに反映させる等、計画の推進につなげるためでございます。健康

都市大阪の実現に向けて、活発にご議論いただきますことをお願い申しあげ、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。 
 
田中健康づくり課長代理 
続きまして、お手元の資料の確認をお願いいたします。 

ファイルをお開きいただきますと、一番上に「 第３回すこやか大阪２１（第２次）推進会議」

の次第がございます。次いで、第３回すこやか大阪２１（第２次）推進会議開催要綱、推進会議

の委員名簿となっております。 

議題資料については、順に申しあげますと、資料１ 第２回すこやか大阪２１(第２次)推進会議

後の取組状況、(すこやかパートナー・がん)、資料２ すこやか大阪２１（ 第２次 ）の進捗状
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況について、資料３ 情報発信の充実について（健康づくりに関するホームページ）、資料４ 壮

年期層への啓発の推進に向けた地域職域連携の取り組みについて、参考資料１ すこやかパ

ートナー団体紹介シート、参考資料２ 「すこやか大阪２１（第２次）」における目標項目の

進捗状況、参考資料３ たばこの啓発媒体「妊婦向け禁煙ステージ別リーフレット」、参考資料

４ ホームページの構成、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。お手

元の「 委員名簿 」をご参照ください。 

正面にお座りいただいておりますのが、座長の稲葉委員でございます。正面向かって、右側の

お席からご紹介させていただきます。石和田委員でございます。市原委員でございます。大関委

員でございます。岡田委員でございます。岡本委員でございます。金田委員でございます。河南

委員でございます。北𠮷委員でございます。朽木委員でございます。五嶋委員でございます。福

岡委員でございます。前田委員でございます。宮田委員でございます。矢野委員でございます。

以上、１５名の委員にご出席をいただいております。 

なお、澤田委員、清水委員、福島委員、松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。 

また、本年３月開催いたしました、第２回推進会議以降、委員の交代がございました。あらた

にご就任いただきました委員につきまして、名簿順でご紹介させていただきます。 

市原委員、大関委員、金田委員、朽木委員が、新たにご就任いただきました委員の皆様でござ

います。 

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上平局長で

ございます。甲田首席医務監でございます。谷口健康推進部長でございます。竹内医務監でござ

います吉村保健所長でございます。撫井保健所西部保健医療監でございます。その他、関係局担

当課長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、稲葉座長にお願いをいたします。 

 

稲葉座長 

それでは、さっそく議事に入らせていただきます。 

報告案件の「第２回すこやか大阪２１（第２次）推進会議後の取組状況」について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 
渡部健康づくり課長 
 健康局健康推進部健康づくり課長の渡部でございます。 

資料１をご覧ください。 

今年3月に開催いたしました、第２回推進会議では、すこやかパートナー活動に関する
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こと、また、がん検診受診率向上に関する取り組みについてご検討いただき、委員の皆様

からさまざまなご意見をいただきました。それらの意見をもとに、さまざまな取り組みを

進めてまいりましたので報告させていただきます。 

すこやかパートナーについて、①の協働事業ですが、パートナー同士の協働事業を進め

ていく上で、行政がパートナー間を調整する役割を担えば協働事業が広がるのではないか、

というご意見をいただきました。今年5月29日に開催のすこやかパートナー意見交換会に

おきまして、協働事業の提案をされた4団体の資料を、当日参加できなかった団体にも送

付し広く周知を行いました。現在、提案を行った4団体のうち3団体は協働が確定し、残

る１団体も協働に向けて調整中であると聞いております。今後も協働がひろがるよう、パ

ートナーに対してアドバイス等を行い、橋渡し役を努めたいと考えております。 

次に、②団体紹介シートについて、「ニーズがわかる欄が必要」というご意見と、「シー

トをどのように発信するのか」というご質問がありました。紹介シートについては、参考

資料１をご覧ください。前回の会議では、紹介シートの案をお示しさせていただき、いた

だいたご意見を反映したものがこちらになります。各パートナーから提出されたシートを

集約しまして、7月末日にメールやファックス等で配付いたしました。これらを活用し、今

後も協働を広げていきたいと考えています。 

次に、③大学との連携が進めば、パートナーは大学の講師に依頼ができ、また、大学側

も名前をＰＲできて双方にメリットがあるのではないか、とご意見をいただきました。先

月、すこやかパートナーに登録している３校と協働の可能性について意見交換を行いまし

た。３校とも、講師派遣は原則可能とのことでしたが、学校行事等でお忙しい時期もあり、

依頼内容によって、個別に判断することになるとのことでした。学校として講師依頼を受

けるにあたっての条件等を検討する必要があることから、今後も大阪市健康局が窓口とな

り、継続して意見交換を重ねていきたいと考えております。 

続きまして、①がんの議題に関するご意見で、委員の所属団体において、本市作成のポ

スターなどを掲示できるといったご意見をいただきました。各団体に協力依頼をさせてい

ただき、現在、大阪産業保健総合支援センターの協力を得まして、がん検診の啓発リーフ

レットを設置させていただく準備を進めています。 

次に、裏面の②がんについての知識の教育についてですが、若い世代からがん検診に関

する意識づけが必要というご意見をいただきました。6月に成蹊短期大学で行った本市食育

展におきまして、約100名の女子学生に子宮頸がん検診の受診啓発チラシを配布しました。

また、相愛大学、大手前栄養学院専門学校の学生あわせて約1300名に対し、子宮頸がん検

診等の受診啓発チラシを配布し啓発を行いました。さらに秋には、都島第二工業高校にが

んに関する講義を行う予定になっています。 

次に、③ＫＤＢシステムが、国保データベースシステムの活用など、国保部門と連携さ

れたいというご意見をいただきました。今後、地域の健康課題の把握など、さまざまな観

点から連携を検討していきたいと考えています。 
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次に、④周知方法についてですが、パンフレット等を主婦が目にしやすいスーパーなど

に置いてはどうか、とのご意見をいただきました。6月に西区にあるイオンモール大阪ドー

ムシティに依頼し、がん検診受診啓発ポスターの店内掲示板への掲示と、チラシの配布も

行いました。今後、別の店舗にも働きかけていきたいと考えています。 

次に、⑤大阪市全域を対象にしたイベント等の取り組みを検討いただきたい、というご

意見をいただきました。より効果的な健康づくりを推進するためには、地域特性に応じた

イベントの実施が重要と考え、平成24年度をもって、本市全域を対象にしたイベントを終

了し、区独自の取り組みを展開していくこととしました。今後も地域の健康課題に対応し

た各区の取組みを進めて参りたいと考えています。 

それでは次のページをご覧下さい。⑥セット検診ですが、がんの受診率向上には、特定

健診とセットで行うことが必要では、というご意見をいただきました。現在、がん検診と

特定健診のセット検診を実施しており、今後もセット検診の回数を増やし、受診率向上に

努めていきたいと考えています。また、今年度から、電話による特定健診の受診勧奨にお

いて、がん検診の受診勧奨を併せて実施しております。引き続き、がん検診と特定健診の

両方の受診率の向上をめざして、区と健康局、福祉局が連携して、啓発の推進や環境整備

に取り組んでまいります。 

次に、⑦60歳に対する情報発信についてですが、定年退職を迎えた世代に対する情報発

信についてのご意見をいただきました。現在、大阪市では60歳の市民（男女）に対して、

がん検診受診勧奨はがきを発送しています。また、本日の議題であります、今年度設置を

予定している「（仮称）地域職域保健担当者連携会議」において、生涯を通じた健康づくり

を支援する方策について検討していきたいと考えています。 

報告は以上です。 

 

稲葉座長 

 どうもありがとうございました。 

 前回の会議で意見のあった事項の対応についてご報告いただきましたけども、何かご意

見ご質問等ありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。それぞれしっかりとした対応をしていただいていると思います。 

それでは、次の議題にうつりたいと思います。議題１「すこやか大阪２１（第２次）の

進捗状況について」、これも事務局からご説明いただきたいと思います。よろしお願いしま

す。 

 

渡部健康づくり課長 

それでは資料２をご覧いただけますでしょうか。「すこやか大阪２１ (第２次)」の進捗

状況についてご報告させていただきます。 

最初に、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」の概要をご説明します。 
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２次計画は、全体目標として「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」を掲げ、平成25

年3月に策定しました。計画期間は、平成25年度から平成29年度までの5年計画になっ

ています。 

２次計画では、3つの柱を設定しています。まず、疾病対策として、（１）の「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つ目に生活習慣対策とし

て、（２）の「ライフステージに応じた生活習慣及び社会環境の改善」を設定しています。

そして、３つ目ですが、健康づくりは社会全体で支える必要があることから、疾病対策や

生活習慣対策の土台として、（３）の「健康を支え、守るための社会環境の整備」を掲げて

います。 

２次計画の数値による進捗状況については、参考資料２をごらんください。各分野の目

標項目の、平成25年度実績を右から3つ目の「Ｈ２５」の欄において、お示ししています。

ただし、実績については、アンケート調査により把握するものが多く、現状、把握できて

いる数値のみをお示ししています。 

これから、ご報告させていただく、各分野の取り組み状況と合わせてご確認いただけれ

ばと思います。 

それでは、資料2にお戻りいただき、2頁をご覧ください。 

2次計画では、計画の進捗状況を毎年把握する目的で、アクションプランを作成しました。

このアクションプランでは、優先的に取り組む項目やターゲットを定めて、取り組みの方

向性をまとめなおしています。 

この資料でいうと、上段の左側の「取り組みの方向性」から右側に向かって、「取組項目」

それら項目についての「戦略」次に「主な取り組み」としてまとめています。また、二重

線の枠で囲んでいる項目を重点分野として位置づけております。中ほどにある、「循環器疾

患」と「糖尿病」は、生活習慣病の重症化予防を推進する観点から、重点的に取り組む疾

患として位置付けています。加えて、「アルコール」と「歯・口腔の健康」は、前計画で改

善がみられなかったことから、「たばこ」は、肺がんをはじめ生活習慣病による死亡に強く

影響を与えることから、重点分野として位置付けています。また、太枠の「がん」につい

ては、大阪市民の死亡原因第１位であることから、重点分野と同等の位置づけとしており

ます。 

各分野の具体の対策となる「主な取り組み」には個々に１から24まで番号をふっていま

す。これから報告する内容はその番号に対応していますので参考にしていただきたいと思

います。 

本日は、時間も限られていることから、重点分野や新規の取り組みを中心に説明させて

いただきます。 

それでは3頁をご覧ください。 

「①ホームページ等を活用した情報発信の充実」では、資料中段に示していますとおり、

平成26年度に、市民が自身の健康について考えるきっかけとなるよう、市民向けの保健情
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報の発信を行っています。 

4頁の「②職域の従業員を対象とした啓発の推進」ですが、平成 26年度は、出前講座の

メニューを拡大し、小規模事業所の一般従業員向けの啓発や、協会けんぽとの連携により、

事業所の健康管理担当者向けに啓発を実施しています。 

5頁の「③食育推進ネットワークによる食育の推進」では、平成 26年度に、食育推進ネ

ットワークの強化に向けて、ワーキングや研修会を開催しています。 

6頁の「④適切な食習慣・運動習慣等の定着化」では、各分野共通項目として、各区の取

り組みを記載しております。 

資料の下のあたりに、平成26年度の取り組みの例として、①ですが、区役所内に「がん

検診・特定健診受診率向上対策会議」を設置し、保健部門と保険年金部門と連携して行っ

た健（検）診受診啓発や、②では、COPD（慢性閉塞性肺疾患）に関する普及啓発の取り組

みを記載しています。 

また、平成27年度の取り組みとして、区のマスコットキャラクターが「がん撲滅戦隊レ

ンジャー」を結成して、がん検診を啓発したり、区内の地域団体と「がん検診受診促進協

定」を締結し啓発活動を実施しています。詳細については7頁に記載しているとおりです。 

他にも8～10頁に、分野ごとに各区の取り組みの一例を掲載していますので、ご参照く

ださい。 

11頁の「⑤がん検診受診啓発の充実」では、がん検診の受診率の推移をお示しています。

平成26年度の受診率は、いずれのがん検診についても、平成25年度より増加しています。

これは、12頁に記載しております、個別勧奨の拡大や無料クーポン券の配布、区独自の受

診啓発など、さまざまな取り組みの成果が出ているものと考えています。 

13～14頁の「⑥検診を受診しやすい環境の整備」では、同時に複数のがん検診を受けら

れる「総合がん検診」の拡充を進めています。また、働いている方ががん検診を受診しや

すいように、土曜や休日の実施についても拡充を図っており、市民にとって受診しやすい

環境整備を進めています。 

15頁には、がん検診精検受診率を掲載しておりますが、平成27年4月20日現在、一部

のがんを除き精検受診率は増加していますが、大腸がん・肺がんでは、国が定める許容値、

70％に届いていない現状です。精密検査の受診率が低い医療機関へ訪問指導を実施するな

ど精度管理の推進に努めています。 

16頁の「⑧精度管理の充実」では、外部の専門家を招いて生活習慣病検診会議等を開催

し、精度管理の充実を図っているところです。 

続いて、17頁～20頁の生活習慣病予防対策の重症化予防に関する取組状況について説明

させていただきますが、その前に、大阪市における取り組みの概要について説明させてい

ただきます。21頁をご覧ください。 

すこやか大阪２１（第２次）の計画では、生活習慣病予防対策として重症化予防を推進

する観点から、国保の特定健診の受診を啓発するとともに、医療が必要な方を医療機関受
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診に結びつけ、治療を継続させる働きかけを進めています。 

具体の取り組みとして、21頁の上段に示しておりますとおり、治療が必要な方を早期に

発見するために、まずは国保の特定健診の受診を促す目的で、各区では、特定健診の受診

率向上に向けて、さまざまな取り組みを進めています。これら取り組みは、がん検診の受

診啓発と併せて取り組んでいます。 

その後、特定健診を受診したあとには、特定保健指導の対象になったものの、特定保健

指導を利用していない方への利用勧奨や、重症化予防の取り組みとして、血圧値や血糖値

が医療の必要な数値の方に対して、医療機関受診の勧奨を行っています。 

また、大阪市福祉局では、平成27年度の新規事業として、糖尿病性腎症重症化予防事業

を、外部委託事業で実施しています。 

具体的な数値については、下段に示しているとおりです。基準にあてはまる高血圧や高

血糖を認めた方や、腎機能要フォロー者に対して働きかけを行っています。 

それでは、17頁にお戻りください。 

「⑨特定健康診査・特定保健指導受診啓発の充実」ですが、特定健診の受診率に当たる

実施率を掲載しています。平成25年度は19.7％で、この資料にはお示ししておりませんが、

平成24年度の実績、19.9％より、0.2ポイント低下しています。 

各区と福祉局、健康局が連携して、特定健診の受診啓発や、集団健診会場でがん検診を

同時に受けられる開催日を増やすなどの環境整備を併行して実施し、受診率向上に向けて、

さまざまな取り組みを行っていきたいと考えています。 

特定健診の未受診者への受診勧奨については、17頁中段から18頁に記載しておりますよ

うに、勧奨はがきの送付や電話による受診勧奨を行っています。 

19頁をご覧ください。「血圧・血糖値コントロール不良者への受療勧奨・支援」では、特

定健診の結果で、血圧や血糖値が相当程度高い方に対して、保健福祉センターの保健師が、

受療確認により、医療機関を受診していない方に対して受診勧奨を実施しています。 

中段あたりに記載しておりますが、平成 26年度には、血圧・血糖コントロール不良者、

1,700名余りの方に受診勧奨と保健指導を実施しています。対象者全体に占める、受療者の

割合は、56.4％で、この資料にはお示ししていませんが、約 10％の方が医療機関を受診し

ておられない状況がありました。 

20頁をご覧ください。先程、ご報告しましたが、血圧値や血糖値が相当高いにも関わら

ず、医療機関を受診されていない方が約 1割おられますので、医療が必要な方を医療機関

につなぐためにも、従事者向けの手引きや担当者会の開催など、働きかけを行う保健師の

スキルアップに努めています。 

22頁をご覧ください。「こころの健康づくり」に関する取り組みについては、主に、普及

啓発事業を実施しており、実績はご覧のとおりです。 

また、次の23～24頁には自殺予防対策の取り組みを記載しておりまして、警察と連携し、

自殺未遂者支援を行っています。 
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続いて、25頁の「アルコール」に関する取り組みでは、適正飲酒の普及啓発に向けて、

生活習慣の改善に関する取り組みと、アルコール依存症等の問題に関する取り組みを実施

しています。 

次の26頁には「未成年者および妊婦の飲酒防止の推進」について、まとめています。各

区保健福祉センターでは、母子健康手帳交付時に妊婦に対して、飲酒防止に関する保健指

導を実施しています。未成年者への取り組みについては、平成27年度に、デザインの専門

学校で出前講座の実施を調整中です。 

続きまして、「たばこ」に関する取組状況をご説明する前に、本市のたばこ対策の概要を

ご説明させていただきます。30頁をご覧ください。対象としては大きくわけて２つ、市民

に対してアプローチするものと、環境に対してアプローチするものとがあります。 

市民を対象としたものについては、市民全般以外にも、たばこをやめたい市民や、妊婦・

未成年者など、ターゲットをしぼって取り組みを行っています。 

27頁に戻っていただきまして、個々の取り組みをご説明させていただきます。 

たばこをやめたい市民を対象にした、禁煙啓発、禁煙支援についての取り組みでは、「禁

煙支援リーフレット」を作成しています。また、がん集団検診会場等での啓発として、各

区保健福祉センターで実施しているがん集団検診会場において、待ち時間の間に見ていた

だくように啓発用パネルを作成し各区へ配付しております。 

28頁の「未成年者・妊婦の喫煙防止の推進」をご覧ください。 

下段に記載しております平成27年度新規の取り組みについて説明します。まず、妊婦に

対する喫煙防止の取組みですが、妊娠の機会をとらえて禁煙につなげていくことが重要で

あると考えており、各区において、母子健康手帳の交付時面接に保健師が禁煙指導をしや

すくするための手引きを作成し、本年7月に各区へ配付しております。 

また、母子健康手帳交付後は、保健福祉センターとの関わりが希薄になるため、継続し

た禁煙支援が難しく、そのため、妊婦が定期的に受診する医療機関との連携が重要である

ことから、妊婦健診等の機会を通じて医療従事者からアプローチしてもらうための啓発媒

体を作成することとしました。 

参考資料３に、リーフレットの見本をつけておりますので、ご参照ください。今後は、

作成したこのリーフレットを活用いただくため、産科医療機関にアンケート調査を実施す

る予定です。 

未成年者に対する喫煙防止教育の推進に関しては、都島区保健福祉センターが、都島中

学校および高倉中学校の１年生に対して喫煙防止教育を実施しております。また、小学生

に対しては、親の喫煙は子の喫煙に何らかの影響を与えるといわれていることから、6年生

の保護者に対して、チラシによる啓発とアンケート調査を実施することとしています。 

29頁の「受動喫煙防止に向けた環境整備」については、受動喫煙防止に関する家庭への

啓発として、大阪市ＰＴＡだよりに受動喫煙防止に関する記事等を掲載して保護者への啓

発を行っています。また、中段あたりになりますが、市民に対する知識の啓発としては、
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肺がん検診の個人票等に受動喫煙の害等の情報を掲載し啓発を行っています。 

大阪府では、平成26年度に「受動喫煙防止に関するガイドライン」を策定し、将来的な

全面禁煙を目標に、飲食店等で全面禁煙と時間禁煙の2種類のステッカーによる店頭表示

を推奨しています。しかしながら、一方で、時間禁煙は、空間内にたばこの煙がなくても

残留した有害成分により健康被害がもたらされるという三次喫煙の害が報告されておりま

す。今後、受動喫煙防止対策状況の店頭表示が広がる中で、市民が適正な選択をできるよ

うに、科学的な根拠に基づいた正しい知識の啓発をするため、ホームページのリニューア

ルを行いました。 

29頁の下段には、ホームページ画面の一部ではありますが、提示していますのでご参照

ください。 

たばこ対策については、今後、妊婦や未成年者に加えて、壮年期層への取組みも充実し

ていきたいと考えています。本日の会議では、壮年期層への啓発の推進に向けて、ホーム

ページ内容の充実や地域職域連携についてご検討いただくことになっておりますので、壮

年期層への禁煙支援など、生活習慣対策の推進についても併せてご意見をいただきたいと

考えています。 

続いて、31頁をご覧ください。「歯・口腔の健康」に関する取組みのうち、普及啓発につ

いてですが、資料中段に記載しておりますように、平成27年度新規の取り組みとして、青・

壮年期層への普及啓発の充実を図るために、市内企業従業員を対象とした取り組みを、外

部委託事業により実施します。 

この事業は、50人未満の従業員規模の事業場の従業員を対象にしておりますが、それは、

50人未満の事業場は、産業医の選任義務がなく、自発的な啓発や健康管理が進みにくい傾

向があるため、対象としたものです。 

また、実施にあたっては、民間が有するノウハウを活用し、知識の普及啓発だけでなく、

歯みがき習慣やセルフケアを促すなど行動変容に向けた内容とし、1500人以上の方への啓

発を予定しています。 

32頁には、各区保健福祉センターで実施している、地域住民への啓発や、歯周疾患検診

の実績についてまとめています。各区では、地域住民向けの健康講座や、歯科医師による

歯科健康相談を実施しています。実績についてはお示しのとおりです。 

また、歯周疾患検診の受診啓発を目的にした、事業案内ポスターを作成し、各区歯科医

師会、保健福祉センターに配布しています。 

33頁には、「う蝕予防の推進」として、幼児期や学童期のこどもに対する取り組みについ

て、まとめていますので、ご参照ください。 

34、35頁には、前回の会議で議論いただきました「すこやかパートナーに関する取り組

み」記載しております。35頁の中ほどですが、平成27年度新規の取り組みとして、パート

ナー団体紹介シートによる情報共有と、協働事業を進めやすくするためのノウハウ集の作

成によりパートナー同士の協働を推進していきたいと考えています。 
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36～37頁の「職員研修の充実・職員向け情報発信の充実」では、各区において、地域特

性に応じた健康づくりの取り組みを推進するため、関係職員に対し各種講習会を実施して

います。内容や参加状況については資料にお示しているとおりです。 
大変長くなってしまいましたけれども、各分野の取組状況については以上です。 

 
稲葉座長 

どうもありがとうございました。膨大な資料を短時間で説明いただきましたので、理解

しにくいところもあることかと思いますが、ご質問等ありませんでしょうか。 

乳がんの検診、最近の受診率があがっているのはやはり、乳がんの検診車の影響と考え

てよろしいでしょうか。 

 

渡部健康づくり課長 

 乳がんの検診車の稼働は実質今年度からになりまして、受診率があがっているのは無料

クーポン券の影響があったのではと思っております。個別勧奨ということもやってる一方

で、２６年度は特に、無料クーポン券事業で過去にクーポンを利用しなかった方に再度ク

ーポンを送りまして、その方々が約５０万人ほどいらっしゃる、子宮頸がんもあわせてな

んですけれども、受診率があがったことの大きな要因となっていると思っております。 

 

稲葉座長 

 するとまた乳がんの検診車が導入されるともうちょっと上がってくると？ 

 

渡部健康づくり課長 

 新しい乳がん検診車は、更衣スペースを３名分確保しており、地域に出向いて平日夜間

の検診を実施するなど、今後より受診しやすい環境づくりを進めることで、乳がんに限っ

てになりますが、受診率があがっていけばと思っております。 

 

稲葉座長 

 生活習慣病の糖尿病であったりとか循環器であったりとか、全国の調査によりますと、

特に30代・40代・50代の方がそうであると診断されても治療をされている方が3割程度

になっていると。特定健診で未受診者の受診勧奨をされていますが、職域、特に若い年齢

層の方へのアプローチはどうなっているんでしょうか。国保はやはり高齢の方が多いかと

思うんですが。 

 

渡部健康づくり課長 

 国保の対象の方は、40歳以上ですので、壮年期層であれば対象者に含まれておりますが、

国保だけに限らず、職域との連携で重症化予防という展開もできていけたらなあと思いま
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す。次の議題にあります地域・職域連携のところでご意見頂戴できればと思っております。 

 

稲葉座長 

 国保40歳以上といいましてもやはり高齢の方が多いので、若い方への受診勧奨をどうや

っていくかが結構問題なのかなと思います。 

 他、よろしいでしょうか。 

 歯科のところについてなんですが、う歯の治療などの以外に、全体的な感染予防や疾病

予防についてのオーラルケアの重要性の周知については、ここに含まれてくるんでしょう

か。 

 

渡部健康づくり課長 

 歯・口腔の健康と全身疾患との関係性については、リーフレットを作成しまして、でき

るだけ啓発に努めてはいるところです。 

 

稲葉座長 

 非常に重要なところですので、よろしくお願いいたします。 

 他、よろしいでしょうか。それでは、ご質問ないようですので、次の議事にうつらせて

いただきます。それでは、議題２の「情報発信の充実について」事務局よりご説明いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

渡部健康づくり課長 

資料３をご覧ください。本市では、健康情報を、広報誌やチラシ、ホームページなどさ

まざまな手段で発信しています。 

こういった情報は、比較的、区役所や地域の公共施設を利用される機会が多い、高齢者

や育児中の女性などには、何らかの形で情報が届いていると考えておりますが、昼間働き

に出ている青・壮年期層の市民については、触れる機会が少ないものと考えています。 

また、この資料の下段にお示ししている、年代別死亡率をご覧いただきますと、40歳以

上では急激に死亡率が上昇し、また、本市では、壮年期の死亡率が男女とも全国よりも高

い現状がありますので、この現状をふまえましても、壮年期への健康情報の発信は重要で

あると考えています。 

国、総務省の報告によりますと、壮年期層のインターネット利用率は高いことから、ホ

ームページによる情報発信は有効な手段であると考えています。 

今回の議題である情報発信の手法について、広報誌やチラシなどは、各区において、地

域特性に即した内容で情報発信を行っておりますので、今回の推進会議ではホームページ

に限った内容について、ご意見を頂戴したいと考えています。 

裏面をご覧ください。現状ですが、大阪市では、健康づくりに関する正しい知識や最新
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の健康情報を発信しており、よりわかりやすく伝えるために、さまざまな工夫を行ってい

ます。 

例えば、専門用語を避けて、わかりやすい表現にすることや、各区のホームページとの

リンク付けや、ＱＲコードを活用したホームページへの誘導など、情報発信の充実を図っ

ています。 

健康づくりに関するホームページへのアクセス状況については、平成 26年度実績では、

「休日急病診療所」へのアクセス数が一番多く、約16万件ありました。 

次いで、インフルエンザに関するページで、アクセス数は約５万件と、１位とは大きく

乖離がある状況でした。 

ホームページは、本市が伝えたい情報を発信する手段であるとともに、市民が知りたい

情報を入手できるツールでもあることから、ホームページ内容をより充実していくために

は、市民が求める情報を掲載する必要があると考えています。 

資料３の裏面にお戻りください。 

今回ご意見、ご検討いただきたい内容は、市民にとって役立つ健康情報を掲載するため

には、どのような情報が必要なのかという点です。 

１つ目として、企業や団体が健康情報を発信する際、どのような点を工夫されているの

か、また、２つ目として、市民や団体にとってどのような情報が役に立つのかなど、さま

ざまなお立場からご意見をいただきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 
稲葉座長 
壮年期の方の死亡率が大阪市は全国に比べて高く、情報発信というのが非常に重要では

ないか、というお話だったと思います。大阪市としてホームページをどういうふうな形で

作成したほうがいいかという、委員の方々、それぞれいろんな団体に所属されていて作成

に腐心されている方が多いと思いますので、それぞれの施設での作成のコツなどを踏まえ

て大阪市への助言という形でご意見いただければと思います。それではまず、最初に石和

田委員、お願いします。 
 
石和田委員 
 大阪産業保健総合支援センターの石和田です。私どものホームページの中で、関連行政

機関にリンクさせていただいているところがありまして、現在のところ厚生労働省本省と

大阪労働局の２つにリンクしているだけで、こういったところに大阪市さんのホームペー

ジへすぐにリンクできるようなものを立ち上げさせて頂くというのはすぐにさせて頂くこ

とができるかと思います。そういったところで協力させていただければと思っております。

どうぞよろしくお願いします。 
 
稲葉座長 
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 キーワード検索で健康というのを入力すると、こういったページはすぐにひっかかるん

でしょうか。 
 
渡部健康づくり課長 
 入れ方にもよるかと思いますが、大阪市のページには何らかの形で引っかかると思いま

す。 
 
稲葉座長 
 直接とぶといわけではないが、何らかの形で引っかかると。 
 
渡部健康づくり課長 
 大阪市のがん検診と入れていただくと、必ずページが出てきますが、入れ方によっては 
どうかわからないところがあるかと思います。 
 例えば、大阪市と子宮頸がんと入れていただくと、大阪市のページはでますが、子宮頸

がんとだけ入力すると、いろんな団体などの他のホームページが出てきますので。 
 
稲葉座長 
 大阪市と子宮頸がんと入力すると、そこから検診日程なども確認が出来るのですか。 
 
渡部健康づくり課長 
 はい、可能です。 
 
稲葉座長 
 市原委員、リンク先などで特別なにかご提案ありましたら。 
 
市原委員  
大阪府歯科医師会では、毎週土曜日２時から４時、口腔がん、腫瘍に関する相談等を行

っておりますので、そういったことをホームページで取り上げて頂ければと思います。ま

た、火曜・木曜にも相談をしており、土曜日は阪大の口腔外科から専門医が来ております。 
 
稲葉座長 
 先生、オーラルケアは重要かと思いますが、その内容など、また指示いただけましたら。 
 
市原委員 
 口腔ケアということで、一般的にはがん患者さんや入院患者さんにとって入院日数が減

ったり退院が早くなる、非常に予後がいいと。また、高齢者に対しても口腔ケアを行うこ
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とによって誤嚥性肺炎の予防、栄養摂取、全身の状況にもいいと言われています。また、

最近、全身との関係、糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞含めて、血管の中に口腔内の雑菌がはい

ることによって起こる炎症性物質などにも効果があると言われておりますので、そういっ

たことも取り上げてもらえればと思います。以上でございます。 
 
稲葉座長 
 北𠮷委員の方からご意見いただきたいと思います。 
 
北𠮷委員 
 大阪連合会でもホームページを作っていまして、その中で現状、注意している点をご紹

介させていただきます。うちの連合会で健康セミナーなどを開催するのにいろいろ案内を

だしています。対象というのが、会員組合である大阪の健康保険組合を対象に行っている

ので、そこには直接案内を出すんですが、被保険者や被扶養者も対象に含めているので、

そういった方にも広く知ってもらうツールとして、ホームページを活用しています。ホー

ムページはいろんな方にみていただけますが、会員組合の会費で賄っているセミナーなの

で、参加いただける方が限られているため、健康保険組合に申し込むよう案内し、中継点

を設けて対象外の方からの申し込みがないように注意しているところです。 
 大阪市のホームページも見させていただきまして、さきほど検索の話がありましたが、

市のホームページの中にもキーワード検索があって、そこは活用できると思いました。「暮

らし」などさまざまなアイコンが区別されて使われていて、見やすいページだと感じまし

た。職域の立場として市のホームページを見に行くことは実際あまりないんですが、いろ

んな統計が載っているページがあるということで、各保険者が独自でいろんな統計をとっ

ているので、それとの比較が可能になると思いますので、統計データを充実していただけ

たらと思います。 
 
稲葉座長 
 今のところ、ホームページは見やすかったというご意見ですね。 
 
渡部健康づくり課長 
 説明のところで飛ばしてしまったんですが、参考資料４をご覧ください。市のホームペ

ージのトップページからの健康情報へのアクセスを記載しております。また、先ほどあり

ました統計データですが、２枚めの「大阪市民の健康情報」のところ、「ちょっと見てみよ

う！大阪市民の健康情報」に掲載しております。 
 
稲葉座長 
 朽木委員からよろしくお願いします。 
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朽木委員 
 大阪府看護協会でもホームページを作っておりますが、会員向けがメインになっていま

す。リンク集をとりまとめているところがありまして、そこへリンクをかけるということ

ができまして、大阪市の取り組みですとか、例えば月間でやっていることなども含めてリ

ンクさせて頂ければ、「府民の方へ」というところから見ていただくことができます。 
 私も大阪市のホームページを見させていただいて、トップページはやはり大事だと思い

ますが、「健康」はかなり下のほうにいかないと表示されず、もっと上部に「健康」という

のがあるといいのに、と感じたんですけれども。 
 あと、厚生労働省のスマートライフプロジェクトというのがありまして、そこに登録す

るといろんな情報がもらえるというホームページがあって、ポスターやキャラクターのイ

ラストなども使用できますが、大阪市の登録している団体を見てみると都島区役所だけで

したので、こういったところを活用して、リンクしていただく取り組みをするといいので

はとちょっと感じました。 
 
稲葉座長 
 リンク先が重要、また、トップページで健康というのが下にいかないと見られないが、

やはり行政なので項目が多く、難しいとは思うが、その辺りご意見を頂戴しているので、

検討していただけたらと。それでは、続きまして、岡田委員からよろしくお願いします。 
 
岡田委員 
 企業が作るホームページは基本的には従業員向けで、外部の方が見られないという状況

ですが、ホームページを人事部の健康管理に関わる者が作ったら、必ずまず従業員に発信

してモニターをして、使いづらくないかというのを指名した人から意見をもらってどこに

問題点があるのかというのを聞いて、一年かけて使いやすものを作りあげるというのを私

どもやっております。 
やはり作る側と使う側は全く異なる視点があって、今回の場合はどうなんでしょうか。

健康に関する市民のモニターのような方から見づらいといった意見がでていたんでしょう

か。私どもは、社員に対して福利厚生の施策として健康に関するいろんな情報提供をして、

セルフケアができるチェックリストを作ったり、各地域、都道府県、市町村に従業員がま

たがっていますので、それの PRをしたり、従業員２万人に対して情報発信するというのは、
非常に難しい問題がありまして、その都度意見を聞きながらホームページを変えていくと

いったことをしております。 
それと、ホームページにアクセスしてもらうため、年に１回健康診断があるんですが、

それの問診票や健診日の変更を健康管理のホームページからでないとできないようにして

いて、いろんな健康情報や個人の過去の健康情報などの魅力ある情報も閲覧出来るように

していまして、そうすると従業員のアクセスの回数も多くなります。 



17 
 

また、今年からストレスチェックが入ってきますので、セルフケアに関するストレスチ

ェックシステムを作りまして、ちょっと PRすれば１万何千人の方がアクセスしてくれまし
たので、タイムリーな情報を発信していくのが重要かと思います。 
また、ホームページがあるということを知らない人が多いので、ホームページがあると

いうことの周知はホームページにはできませんので、その存在や有効性はいろんな媒体を

使って周知する必要があります。実際には、健康診断を受けに来た際にこういうページが

あるということを保健師から周知しております。 
 
稲葉座長 
 具体的な取り組みをありがとうございました。また、ご検討いただいたらと思います。

現状としては、健康のための周知媒体、勧奨ビラなどにはホームページアドレスを記載

しているんですか。 
 
渡部健康づくり課長 
 より簡単にホームページに入っていただけるよう、できる限りスペースを確保して QR
コードを掲載しております。 
 
稲葉座長 
 QRコードを使えない方もいるので、やはりアドレスの記載も必要かと。 
 
渡部健康づくり課長 
 アドレス自体は掲載できていないので、その辺りはまた検討させていただきます。 
 
稲葉座長 
 また、市民委員の方からもご意見いただきますが、市民の方のニーズとしては、健康診

断をいつやっているかとかが、例えば新着情報に掲載されていると非常にわかりやすいん

ですが、検診日程などは健康情報の中に埋もれてしまっているんですか。 
 
渡部健康づくり課長 
 大阪市のトップページでは確かに健康づくりが下の方になってしまっています。ただ、

各区にもホームページがありまして、各区の工夫で検診日程をわかりやすく出していると

ころもありますし、また、各区に情報提供をしながら、できるだけ健康という言葉がひと

目でめにつくような工夫をしていきたいと思っております。 
 
稲葉座長 
 今のホームページの工夫について、何かご意見ありましたら。 
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岡本委員 
 大阪市学校保健会の岡本です。学校保健会ではホームページを作っていないんですが、

大阪市学校歯科医会のほうではホームページを作っております。 
一般の方でも閲覧可能なところはふんだんに情報公開しております。夏休み中に子ども

たちに図画ポスターを描いてもらっているんですが、入賞作品をトップページに公開して、

できるだけ子どもたちにホームページを見てもらうよう宣伝をしております。 
リンク先ですが、大阪府歯科医師会とリンクしているんですが、日本学校歯科医会や PTA

協議会、またライオン、サンスターそういった企業ともリンクして情報が他のところから

も拾えるようにしております。 
 それと大事なのが、更新情報でして、始終更新していかないと見てもらえないので、新

役員が交代したところですので、挨拶などを出来るだけ入れるようにしております。 
 会員に調査をしますと、３割くらいしかホームページをみていない。７割はみてないけ

れども３割の人は頻繁に見てくれていて、会員専用ページの資料コーナーでパワーポイン

トがダウンロードできるんですが、それを頻繁に使って講話をしたりしていただいている

ようです。 
資料の３３頁を見ていただきたいんですが、取組状況の「適切な歯磨きの習慣の形成や

う蝕の予防」のところの４つの取り組みの詳細を写真入りで紹介しておりますし、DMFT
指数のことも詳しく分析しております。 
一番最後の数字、中学 1年生の DMFT指数、１．０１のところですが、２年前の平成 25

年に０．９９と１本を切ったんですが、残念ながら去年また１本を超えてしまいました。

その原因は喪失歯数でして、これが小学校六年生から中２へむけて急に増えてしまう。そ

の原因がわからないんですけれども、この時期、思春期で生活習慣が乱れる、ということ

も考えられますので、そういったことも取り組んでいただければと。 
大阪市ともリンクしていただいて、いろんな情報が見ていただけると思います。 

 
稲葉座長 
 またリンクの方お願いしたいと思います。作成者側からのご意見を頂戴したんですが、

市民の立場として、市民委員の方、市民団体の方、ご意見をお願いします。それでは、河

南委員お願いします。 
 
河南委員 
 先ほど SNSの話があったんですが、SNSを来る前に調べてみたところ、フェイスブック
で市民局さんはヒットしたけれども健康局さんはヒットしなかったので、具体的にはどん

な SNSを使っているのかと。 
 先ほどあったホームページの存在については、私は SNSからホームページに誘導する方
法があるのかなと思いました。ホームページは自分が意識して調べに行かないとたどり着
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けないですけど、フェイスブックやツイッターでは情報が一方的に流れてきて、自分が見

たい画面だけが見られますので、SNS による発信の方法があると考えて参加しました。以
上です。 
 
稲葉座長 
 ありがとうございました。続きまして前田委員お願いします。 
 
前田委員 
 「大阪市・健康づくり」というキーワードで検索をかけますと、すこやか大阪２１のペ

ージが出てきまして、いろいろな議事もアップされております。ただ、一般の方が健康を

考えるときに「大阪市」を出してくるかというところがあります。「健康づくり」だけです

と、いろいろな業者さんのページがあがってきて、大阪市は健康に非常に力を入れて取り

組んでいただいているのですが、ここまでたどり着くのに非常に時間がかかると思います。 
 そこで、市民の皆さんに知っていただくために、各区の広報紙がありますが、区の広報

のあとに市の広報が載りますから、そこに大阪市のホームページの健康づくりを見てくだ

さいということを大きく掲載すれば、壮年期の方も見る方がいらっしゃると思います。高

齢者の方や家庭におられる方は、広報紙に掲載されるがん検診などの健康情報をゆっくり

見る間があるかと思うのですが、仕事をされている方は、さっと見られて、自分の時間が

あるときに確認されるのではないのかなと思います。ですので、いろいろな事業をやって

いてその情報をホームページに載せているということを知っていただくための工夫が必要

と思います。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございました。続きまして、大阪市食生活改善推進員協議会の会長を

されておられます五嶋委員、お願いします。 
 
五嶋委員 
 大阪市食生活改善推進員協議会の五嶋です。大阪市食生活改善推進員協議会としては、

ホームページは立ち上げておりません。私たちの活動は、大阪市のホームページの中に掲

載されているところでございます。そこには、私たちが活動している「朝食をとりましょ

う」であるとか、「バランスガイドを意識しましょう」とか、区における食育展などを載せ

ていただいております。また、現在、中学校に対する食育もやっておりますので、中学校

のホームページに私たちの活動を載せてくれております。 
 
稲葉座長 
 ありがとうございました。 
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 食育の観点から大阪市のホームページを見られて、わかりにくいだとか、もっとこうい

った情報を載せるべきとかそういったところはどうでしょうか。 
 
五嶋委員 
 24区にそれぞれ組織がありますので、もっとその活動を載せていただければと思います。 
 
稲葉座長 
 ありがとうございました。 
 続きまして、職域のお立場で、大阪市のホームページに行政の情報であったりとか検診

のデータであったりとか、探しにこられることがあるのか、また、こういった情報を充実

させてほしいなどありましたらお願いしたいと思います。 
 それでは、大阪産業保健総合支援センターの副所長の石和田委員からよろしくお願いい

たします。 
 
石和田委員 
 先ほど、歯科保健分野の取組みで、産業医の選任義務のない５０人未満の事業場さんを

中心に啓発活動を行っていこうというようなお話をしていただいたんですけども、各事業

場で健康診断を実施していただいたあとに有所見者の方については、３ヶ月以内に医師の

方に意見聴取をしていただかないといけないという労働安全衛生法上の制度になっており

ます。また、例えば月１００時間以上の残業をしたといった場合、労働者の方の申し出と

いう要件がありますが医師の方の面接指導を受けなくてはいけない、それで、例えば精神

疾患になりそうだといった場合は、医師とその事業者が協調しあって就業制限を設けたり

しないといけないんですけども、５０人以上の事業場さんは産業医の先生を選任する義務

がございますので、その先生が面接指導や意見聴取をしますが、５０人未満の事業場は産

業医を選任する義務がないので、そういう方々については、当センターの中で地域産業保

健センター事業というのがあります。これは、大阪府内に１３の労働基準監督署があるん

ですけども、その１３の管轄ごとにセンターを設けてその中の大阪府医師会の先生方に協

力をいただいて希望のあった事業場さん、労働者の方について面接指導、意見聴取をさせ

ていただく、といった制度です。こういった制度について、先ほどの歯科保健とリンクす

るような形でホームページに載せていただくであるとか、あるいはこういった事業がある

からと、センターにも同じ方向を向いていきましょうといったお声かけがあれば、これか

らもどんどん協力していけると思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございました。 
 それでは、続きまして大阪府国民健康保険団体連合会の金田委員からよろしくお願いし
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ます。 
 
金田委員 
 国保連合会の金田でございます。私のほうからは、２点ばかりお話させていただきます。

ひとつは使い勝手の問題になります。私どもは平成２４年にホームページを見直しました

が、その時に、総合トップページに情報がたくさん入っていて非常に見にくかったため、

使っていただく方が限定されていることもあり、市町村や医療事業者など、ユーザーごと

のカテゴリーを総合トップページに設けて、それぞれそこに入っていただいて見ていただ

くようにしました。非常に使い勝手が良くなったとのご意見をいただきましたので、また、

参考にしていただければと思います。 
 大阪市のホームページを見させていただいたら、トップページで「市民の方」、「事業者

の方」と別れてはいるのですが、「市民の方へ」を見ていきますと、医療関係者や事業者向

けだったりと色々な情報が混ざっているのですが、ちょっと整理されたらと思いました。 
 もう一つは、中身の問題ですが、大阪市の特定健康診査の実施率がだいたい 20ポイント
ぐらいということで、これは、ずうっと上がってきてはいるんですけども、大阪府の平均

で言いますと、だいたい 30ポイントということなので、10ポイントぐらい低くなっていま
す。高いところと比べると、20 ポイントぐらい差がありますので、そこが何で低いのかと
いった要因分析をしていただければ、なかなか難しいとは思うのですが、そこで何を情報

発信をしなければならないのか、あるいは、どの層をターゲットに情報発信をしていけば

いいのかが見えるのではないかと思っております。 
 担当セクションが違うのかもしれませんが、国保部門とも連携いただいて、ぜひ要因分

析いただければと思います。以上です。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございました。先程もありましたが、大阪市の方は壮年期の死亡率が

高いということで、それが重点項目とあっているのかが非常に重要かと思います。 
 死亡率が高いということは、生活習慣病であったりとか、がんもそうですが、そういう

ところをダーゲットにできているのかといったところはデータがあったほうがわかりやす

いと思います。 
 それでは、福岡委員お願いします。 
 
福岡委員 
 健康という情報には皆さん関心が高いと思いますので、国立がん研究センターのがん情

報サイト、あるいは大阪府立成人病センターにもがん情報が出ておりますので、そことリ

ンクいただいたらいいと思います。 
 また、大阪市のがん情報、特にがん診療拠点病院などがたくさんあるわけですから、ど
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ういった特徴があるのかとか、がん検診の受診状況だとか、あるいは検診のことなどがま

とめられていれば、市民の方が助かるんじゃないかと思いますので、そういったところを

取り組んでいただければと思います。 
 
稲葉座長 
 ありがとうございました。また、ご検討をお願いします。 
 それでは、議題 3 に移らせていただきたいと思います。これは、先程も問題になった、
検診も受けない、治療も受けない壮年期層にどう普及啓発していったらいいかというとこ

ろを含めてご検討いただきたいです。地域・職域連携についてご説明お願いします。 
 
渡部健康づくり課長 
それでは、議題 3の壮年期層への普及啓発の推進に向けた地域職域連携の取り組みにつ

いて、ご説明させていただきます。資料４をご覧ください。 
さきほどの議題でもふれましたが、大阪市では、全国に比べて、壮年期死亡が多いこと

から、壮年期層への生活習慣病対策が重要であると考えています。 
これまで、各区において、壮年期層の市民をターゲットに、趣向を凝らした健康講座や

各種イベントを実施しています。各区では、講座やイベントを休日や夜間に講座やイベン

トを開催するなど、壮年期層の市民が参加しやすい環境を整えているところですが、結果

としては、壮年期層の参加者が少ない現状があります。 
これら現状をふまえて、壮年期層への啓発を効果的に進めていくためにも、職域保健と

地域保健の連携が重要であると考えています。 
この資料の中段には、「これまでの取組み」として、まとめています。 
啓発が中心ですが、一つ目は、協会けんぽと連携して、協会けんぽに加入している被保

険者の扶養者を対象とした特定健診の会場において、大阪市のがん検診を啓発する活動を

行っています。 
二つ目の職域対象者への出前講座については、小規模事業場を中心に実施しています。 
今後の取り組みとしては、先程の報告でもお伝えしました、「職域保健に対する歯科保健

普及啓発事業」とともに、地域職域保健の推進のための環境整備として、「地域職域保健担

当者連携会議の発足」を考えているところです。 
今回、ご意見をいただきたいのは、「地域職域保健担当者連携会議」の進め方について、

でございます。裏面をご覧ください。 
この会議は、関係者間のネットワークを構築し、働き世代の生涯を通じた継続的な健康

づくりを支援することを目的としています。 
会議の機能についてですが、具体には、地域保健と職域保健の実務担当者が集まり、各

組織が保有している健診データ等を共有して、働き世代の健康課題を明確化するとともに、

将来的には、具体の地域職域連携の取り組みを検討・実施していきたいと考えています。 
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実は、本日、開催しております、この推進会議は、「大阪市における地域職域連携協議会」

と位置付けていますが、これは、すこやか大阪全体の推進に向けた、取り組みの方向性に

ついてご意見を頂戴する場と考えており、地域職域連携による具体の取り組みの企画実施

につなげていくためには、実務者のネットワークが必要であると考えています。 
本日の検討内容としては、働き世代の健康づくりの推進に向けて、職域保健と地域保健

が連携して取り組む課題にはどういったものがあるのか、また、具体の取り組みの実施に

つながる環境整備にはどういったしくみが必要なのか、について委員の皆様からご意見を

頂戴したいと考えています。 
また、地域職域連携における行政の果たす役割についても、それぞれのお立場からご意見

を伺えたらと思います。 
説明は以上です。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。 
 地域職域保健担当者連携会議について、どう進めていったらいいかということについて、

まずは、職域の方からご意見頂きたいと思います。 
 それでは、石和田委員お願いします。 
  
石和田委員 
 働き世代の健康づくりにつながる実効的な、ということですが、長時間労働をして脳疾

患などになってしまう方、ないしは、重篤な障害を負われる方、また精神疾患で自殺をさ

れる方など、業務に起因して亡くなられる方というのは、圧倒的に管理監督者が多いです。   
管理監督者といえばまさに壮年期世代の方々がそういった辛い立場にいらっしゃるとい

うことですので、大阪市さんにも我々のような事業があるということを発信していただい

て、我々も当センターのホームページに大阪市さんのホームページをリンクできる体制を

構築しながら、また、大阪市さんがこういった施策をするよといったことがあれば、当セ

ンターホームページのお知らせという欄に即日で掲載することができますので、そういっ

た協力関係を構築できれば幸いかなと思っております。ぜひよろ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。そういう方向で検討していただけたらと思います。 
 続きまして、北𠮷委員からお願いします。 
 
北𠮷委員 

 私どもは、健康保険組合被保険者、その家族をターゲットにして事業を行っております

が、被保険者に対しては、事業場を通じて活動がしやすいんですが、被保険者の被扶養者、
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家族に対してのアプローチに苦慮しているところです。ですので、被扶養者に近い立場で

ある地域保健からのアプローチとして、連携ができればいいなと感じております。 
 今回、こういった実務者レベルの会議をもつということでしたら、アプローチする場合

に、被保険者、被扶養者が全国にいますので、大阪市民だけではないという難しい問題も

ありますので、どういったアプローチをしていけばいいのかというところも話しができる

のかと思います。 
 
稲葉座長 
 ありがとうございました。続きまして、岡田委員からお願いします。 
 
岡田委員 
平成１４、１５年度に厚生労働省が実施した「地域職域連携モデル事業」で、翌年私が

評価委員会の委員を務めました。 
中小企業の健康診断を地域の保健所等にお願いする際に、中小企業は時間外を希望し、

地域は時間内を希望してかみ合わなかったところに、厚生労働省が医師・保健師の時間外

勤務手当を出すことで、中小企業に対して 5 時以降に保健指導に回るということで、２年
間はうまくいったのですが、お金の切れ目が縁の切れ目となってしまって、その後ぱった

りと事業がなくなってしまったという経緯があります。 
当時の状況では、市町村の病院、保健所を休日に空けられるのかという問題については、

労働組合さんの反対があって実現しない、中小企業さんは、土日・休日の健診であれば事

業主としてお金を出すけれども労働時間内にはそれはできないと、保健指導も勤務時間内

に来てもらっては困る、労働損失が高いということで、その当時、かなり中小企業の事業

主さんの反発が強かったため、事業主の意見をとって、厚生労働省が時間外手当を負担す

ることでうまくいったというところです。 
地域職域連携モデル事業を実施するときはそこがネックになるんではないかと思ってお

ります。 
その後、厚生労働省からの委託を受けて地域職域の担当者の研修会をやりましたが、集

まるのは地域の方ばかりで職域の方はほとんど来なかったんですね。 
大企業は自前でできるため参加する必要がない、中小企業のオーナーは勤務時間内には

対応できない、また、行く必要はないといった形で、研修会を何回かやりましたけれども、

大阪府下の市町村の担当者の方ばかりが来られてうまくいかなかったということがありま

した。 
もし、これをほんとにやっていくのであれば、中小企業さんのニーズを地域が受け入れ

ることができるのか、というところがポイントなのかと思っております。 
東京の方では、がん患者の就労支援のために、8時以降 12時まで、点滴などのために通

院ができるよう病院を開くといった動きがあります。 
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現在、大きな企業でも、従業員がうつ病などで 1 年間休むと、復職後の受診は平日はま
ず無理なので、土日のお医者さんを探しているというような状況で、そこをまず考えてあ

げないと、通院のために欠勤になってしまいますので、考課が下がって給料が下がると。

中小企業さんの場合、もっと厳しいわけです。 
今後、これをやっていくとしたら、お互い歩み寄りながら、中小企業で働く方の健康診

断、事後指導、産業医の活動をどうしていくのかといったところを考えていく必要がある

というふうに思いますので、検討会が開かれるのであれば、意見を集めて対応していただ

いたらと思います。 
 以前、ほかの市町村ですが、市民病院で日曜日に開院できるようなところがあるんです

かと尋ねましたら、そんなことはできませんといった回答で、そうすると中小企業のオー

ナーの方は、従業員が病気になっても行かせることはできません、といった厳しい意見が

出て折り合いがつかなかったといったことが、厚生労働省の平成 16年の評価委員会の時に
でています。一方、保健所の先生方が中小企業の従業員の健康診断をやるとなると、産業

医の知識をお持ちでないので、就業に関する意見が書けないということで、これも当時の

厚生労働省で問題になりました。事業主に対して健康診断の結果を出しても、就業上の措

置がとれないために安全配慮義務違反になってしまって事業主が訴えられるという事件が

おこりうるということで、これもとん挫してしまっております。 
地域職域が連携するうえでは、非常に難しい問題がありますので、今後、そのような障

壁をうまく乗り越えられれば、効果的な連携モデルができると思っておりますので、うま

く調整していただければと思っております。 
 
稲葉座長 
 専門的なご意見ありがとうございました。 
 続いて、実務者会議の構成団体に入っておられる委員の方々からご意見いただきたいと

思います。大阪府国民健康保険団体連合会の金田委員お願いします。 
 
金田委員 
 地域・職域の連携ということですが、若い頃は職域に入られて、退職されたら国民健康

保険に入られるといった意味でも、連携というのは非常に大切かと思います。  
 職域の保険者である健保連や協会けんぽなど、我々保険者が集まった会議があるのです

が、そちらで合同でやっております事業は、特定健診と特定保健指導の研修会、担当者の

方の研修会のみですが、今後、こういった事務担当者レベルの会合ができましたら、そこ

に参加させていただいて、我々としてどんなことができるのか一緒に考えさせていただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いします。 
 
稲葉座長 
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 先ほどご意見いただいておりますが、大阪産業保健総合支援センターの石和田委員、健

康保険組合連合会の北𠮷委員、何か追加よろしいですか。 
 
北𠮷委員 
 地域・職域連携とは少し違うのかもしれませんが、地域保健の連携ということで、大阪

市さんと大阪府さんで、なにかコラボして事業されていることがあるのか、この機会に教

えていただけたらと思います。 
 
渡部健康づくり課長 
 府と市が現在のところ、直接連携してやっている事業というのはお答えできるものがご

ございません。今後に向けて府の担当者と話をしているものはあるんですけれども、まだ、

お答えできる状況ではございません。 
 
稲葉座長 
 よろしいでしょうか。 
 それでは、大阪府医師会の矢野委員、お願いします。 
 
矢野委員 
 私が住んでいるところは、零細企業や国保の方が多くて、私たちかかりつけ医が特定健

診をやっているんですが、忙しくてなかなか来れない、奥さんに言われてやっと来ても自

分が飲んでいる薬が分からない、「白くて丸いの」を飲んでいるといった状態で、自分の健

康に本当に関心のない方が大阪には多いのかなと、それが壮年期死亡が多かったり、特定

健診受診率が低いところに表れているのかなと感じました。 
 かかりつけ医でも日曜、祝日にやっておられる先生も結構増えていて、ちょっとはまし

になっているのかなとは思っています。8時半までやっておられる外科などもうちの近くに
ありまして。経営のこともあるんでしょうけれども、夜遅くまで、日祝、土曜日もされて

いる若い先生もおりますので。 
 
稲葉座長 
 生活習慣病は、ずっと治療が必要で、糖尿病などで継続的に通院がしづらくて途中で脱

力される方が 40代に多いんですけども、夜間診療や休日診療をやっているところが大阪市
ホームページでわかるといいのではと思います。 
 それでは、大阪府薬剤師会の宮田委員お願いします。 
 
宮田委員 
最近、健康づくりの情報拠点として薬局を活用しようという動きが出ています。その中
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で、働き世代の方云々ではなくて、健康情報をいかに薬局で出すか、大阪市に薬局をもっ

と活用していただきたいということをお願いしたいと思います。例えば、パンフレットを

置くなど、薬局を活用して情報提供していただいたら。薬局ですので処方箋だけでなく、

暑い時でしたら例えば OS-1を買いに来られるお客さんもたくさんおられますので、健康に
関する情報、健康づくりをもっともっと考えていかないといけないなという情報をこちら

でも出したいと思っておりますので、活用していただきたいと思います。 
薬剤師会としましても、禁煙については、禁煙一声運動というのをやっています。COPD

に関しても、簡易検査をしているところもありますので、そういったことを健康づくりに

活用していきたいと私どもも思っております。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございました。何の薬飲んでるかわからないという患者さんもおられ

るので、薬局から理解をすすめることも重要ですね。 
 それでは、大阪府栄養士会の大関委員からお願いします。 
 
大関委員 
 栄養士の場合は、病気になっていると医師の指導がないと栄養のことのお話は通常でき

ないんですけども、病気になりたくないとか、特定健診で危ない場合には、大阪府栄養士

会でも栄養ケアステーションというところを立ち上げておりまして、まだ常に相談してい

ただける状態まではいっていないんですけど、作りつつあるところです。病気になる前に

気をつけたらいいよという状態の方には、栄養士会に直接相談できるという道筋を行政の

ところから作ってもらうという方法もあるのかなと思いました。 
 また大きい病院には通常栄養士はおりますが、かかりつけ医などの小さいところでは、

食事にも気を付けてもらいたいんだけど、医師の立場では食事指導が難しいといった場合

には、栄養ケアステーションを活用していただけるようがんばっているところで、できる

だけ地域の人の近くにいる栄養士というところを目指しております。 
 大阪府の栄養士会も少しずつですが、地域に出ていこうとしていますので、ぜひ使って

いただきたいと思います。 
  
稲葉座長 
 ありがとうございました。福岡先生、がんの観点から最後にありましたら。 
 
福岡委員 
 がん診療連携拠点病院などでも、相談支援センターを設置することが義務付けられてい

るんですけども、そこで一番問題になっているのが、がん患者の就労支援です。壮年の方

のがん治療後、いったん会社を退職せざるを得ないといった方もおられますので、そうい
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った方の支援というのが非常に今、がんの領域では問題になっております。それは、病院

と職域・企業という関係だけではうまくいかないので、行政の立場から参加していただい

て助けていただくということが重要ではないかなというふうに感じておりますので、ご検

討いただけたらと思います。 
 
稲葉座長 
 どうもありがとうございました。 
壮年期の方は長期で休んだり定期的に欠勤したりすると、中小企業では特に首になると

いう話なので、壁は高いとは思うのですが、こういった形でちょっとずつ、少しでも治療

をすすめてもらうと合併症などの予防にもつながりますし、市の助力を得ながら、進めて

いけたらと思います。 
 岡田委員どうぞ。 
 
岡田委員 
 経済産業省と東京商工会議所が一緒になって中小企業の健康経営アドバイザーというの

を作っていまして、協会けんぽの栄養士さんや保健師さんを含めて、保健医療職が例えば

労働に関するいろいろな法律も勉強してもらおうと、中小企業経営診断士と医療職が一緒

になって企業の健康をサポートしようといった取り組みが始まっております。 
例えば、休日労働をして、平日は休めるという変形労働時間制について保健師さんが知

識を得たり、一定時間だけ裁量労働制をとって自宅勤務をできるような形をとって、アウ

トプットだけ評価しようとか、そういう知識を保健師さん、栄養士さんがもってもらうと、

就労支援ができるということで、経済産業省が、今回東京商工会議所と一緒になって、実

は、私ども NPOが提案したら経済産業省が OKしてくれたんで、今年プロジェクトができ
て、養成しようということになって、医療職が経営のことも知っていながら、中小企業ア

ドバイザーも健康のことを理解しながら就労者を支えていこうというのが、アベノミクス

の第 3 の矢として健康寿命延伸施策の中に予算が組み込まれたことがありまして、おそら
く今年度中にカリキュラムができて、協会けんぽさんを中心に、数千人規模で保健師さん

に対して教育をするといったプロジェクトがようやく立ち上がるようになりました。おそ

らく、そういった形で地域と職域の連携が非常にうまくいくと私は期待していますので、

ぜひ大阪でも協会けんぽさんの保健師さん、できたら栄養士さんにも健康経営アドバイザ

ーになっていただいて、中小企業を支えるような医療職を育てて頂いたらいいのかなと思

っております。ご参考までに。 
 
稲葉座長 
 貴重な提言ありがとうございました。 
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朽木委員 
 がん拠点病院が大阪府指定のものが大阪市内には 17 か所、国指定のものもありますが、
その指定要件に「がん教育」があって、絶対やらないといけない要件になっております。   
ただ、がん拠点病院は地域へ出ていくアクセスをまだもっていないので、児童、生徒へ

の教育、当然その背後にお父さん、お母さんがいるわけですが、そういったところへのア

クセスに行政の手助けがあればいいのかなと、ご一考いただけたらと思います。 
 

稲葉座長 
また、ご検討いただいたらと思います。それでは他はよろしいでしょうか。 
本日予定しておりました議事を終えました。最後まで活発な討論ありがとうございまし

た。 
それでは、以降の進行は事務局にお返しします。 
 

田中健康づくり課長代理 
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、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」

を推進してまいります。 

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。 

本日はありがとうございました。 


