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平成２５年度秋田県総合政策審議会 第１回健康・医療・福祉部会 議事録要旨 

 

 

１ 日 時  平成２５年７月５日（金） １５：００～１６：５５ 

 

２ 場 所  秋田市山王 秋田県教育会館 ４０２会議室 

 

３ 出席者   

 

  ○ 部会委員 ６名  ※以下名簿順 

 

   ・澤 田 賢 一 （秋田大学大学院医学系研究科長、秋田大学医学部長） 

   ・松 岡 昌 則 （秋田大学名誉教授） 

   ・阿 部 恒 夫 （ＮＰＯ法人秋田いのちの電話事務局長） 

   ・川 浪 妙 子 （玉木歯科医院旭南介護支援センター管理者） 

   ・佐 藤 家 隆 （佐藤医院院長） 

   ・二 田 幸 子 （全国健康保険協会秋田支部企画総務部保健グループ長） 

 

  ○ 事務局（県） ９名 

 

   ・健康福祉部次長（高橋、佐藤） 

   ・健康福祉部参事 

・福祉政策課長 

・長寿社会課長 

・障害福祉課長 

   ・健康推進課がん対策室長 

   ・医務薬事課長 

・医務薬事課医師確保対策室長 

 

４ 専門部会長選出及び部会長代理指名 

 

  ・委員の互選により、澤田委員を部会長に選出。 

  ・澤田部会長が、佐藤委員を部会長代理に指名。 

 

５ 議事 

 

  ・事務局より、今年度のスケジュール、平成２４年度の提言に対する対応状況、現行

プランにおける健康・医療・福祉に関する戦略・施策の概要、現在の主な取組状況

や新プラン策定に向けての課題、取組方針等について説明。 

・これに対する各委員からの意見等の要旨は以下のとおり。 
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二田委員 

・国では健康日本２１（第２次）が策定され、メタボリックシンドロームについて、特

定健診、特定保健指導に対する取組がまた新たに設定されたところであるが、事前に

いただいた資料によれば、秋田県は脳血管疾患の死亡率が日本一に返り咲いてしまっ

た。今回の資料３の主な施策をみると１日１ｇの減塩ということで、先日ニュースで

やっていた高校生の減塩メニューなどの取組や、がん対策には力を入れてやってきて

いるようではあるが、脳血管疾患についての取組をもっと強化してほしい。がん対策

よりも取組の結果が出やすいものと考えられるので、新プランの中に具体的に取り上

げてほしい。結果が出ると県民にも県の取組は見えやすいと思う。 

・口腔保健に関して、生活習慣病の予防という観点からも力を入れて取り組んでほしい。 

 

佐藤委員 

・資料３にタバコというキーワードがまったく出てきていないのは健康づくり面では片

手落ちではないか。タバコ対策はいろんな健康づくりの基本となるし、秋田県健康づ

くり推進条例の中でもタバコ対策は記載されているところであり、この中に取り込ん

でいくべき。 

・生活習慣病対策について、メタボ対策にもっと踏み込んでいっていいのではないかと

思う。生活習慣病の７～８割は糖尿病と関連している。県の組織でも糖尿病対策に取

り組むところはないし、審議会等でも糖尿病の部会はないようなので、そういった取

組も必要ではないか。 

・がん対策について、前立腺がん検診などに力を入れるべきではないか。５大がん以外

の前立腺がんや小児がんなどがん全体について取り組む必要があると思うので、検討

してほしい。 

 

川浪委員 

・高齢者は暑さ等による脱水や、糖尿病などの持病を原因として脳梗塞などを起こしや

すい。脱水の際には水分だけでなくミネラルが必要なので、スポーツドリンクではな

く普段食べている味噌汁などの必要性に力を入れるのはいいのではないか。 

・医療・介護・福祉連携ネットワークの構築について記載があるが、県内でモデル事業

が実施されとても好評だったので可能であれば継続してもらいたい。 

・自殺相談体制について、電話がほとんどであるが、若者相手ではメール相談も実施で

きるとよいのではないか。 

 

澤田部会長 

・資料２の取組実績によればだんだんと効果はあがってきている。こうして見ると秋田

大学医学部の役割は非常に大きいものであるし、多くの援助を受けていることから、

責任も大きいと感じている。 

・脳血管疾患、前立腺がん、糖尿病などについて意見がでたが、ターゲットとなる疾患

をあげていくのもよいかもしれない。そうすることで数値目標も見やすくなるし、そ



 

3 

 

れぞれの取組により、全体としてがんの死亡率を全国一から二位、三位と改善すると

いう戦略も立てられるのではないか。 

・認知症対策について考えていく必要があるし、認知症を含めて高齢者をどう支えるか、

協働社会のあり方も念頭に置いて考える必要がある。 

・地域における実感として医師が増えても増えた感じがしないということがある。なぜ

かというと、専門分化が進んでいて、例えば医師が１００人卒業してうち５０人が内

科医だとしても、昔は内科医５０人だったものが今だと糖尿病専門医が５人、高血圧

専門医が５人、という感じで内科医として換算できない。そうした中で医学部では総

合診療検査診断学講座を開設することとし今後教員を公募する予定であり、総合力を

持った医師を育成していく。 

県からの支援では腎センターへの支援や、ヘリポートの整備などがあるが、ヘリポー

トが完成すれば三次救急機能は充実する。 

周産期医療については、それぞれの地域ごとに出産分娩ができるという体制づくりは

難しい。なぜなら例えば年間の分娩件数が１００件もない病院に若手医師を常駐させ

ても医師の育成ができない。あとはインフラの整備しかないのではないかという気も

する。例えば大館地域についても、秋田大学としては力を入れていかなければいけな

いわけだが、往復の時間がかかる。高速道路のミッシングリンクが解消されればだい

ぶ変わってくるのではないか。 

   

阿部委員 

・川浪委員から自殺相談をＥメールで受け付ける提案があったが、いろいろと研修しな

ければならないなどなかなか難しく、全国でもわずかなところでしかやっていないの

が現状である。 

・相談員を、毎日８時間でなくてもいいから、地域振興局や保健所ごとに置いた方が需

要があり、役立つのではないかと思っている。 

・現プランの自殺率の目標はとっくにクリアしているが、まだ２５年度の目標は残って

いる。ここまで下がってきたらいっそのこと全国平均とかそれくらいの目標を掲げて

もいいのではないか。 

・知的障害について、障害のある子どもが養護施設から次の施設に移るとなるとなかな

か近くにないとか困っている事例があるようである。高齢者については包括支援セン

ターがあってそこに相談をすると紹介してくれる。知的障害についてもそうした相談

窓口があれば関係者は助かると考えている。近年は障害者施設は競争原理が強く働く

ようで商売としてやらなければならないという話を聞き心配している。 

・発達障害について、近年相談が多いようだが相談を受け入れてくれるところが少なく

谷間におかれているように思える。行政として対応が難しいかもしれないが手をさし

のべることはできないだろうか。 

 

松岡委員  

・秋田県における最重要課題は少子高齢化であり人口減少である中で、高齢者対策は陰

に隠れがちになるのではと危惧していたが、今回取り上げられたことにより、充実し
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た施策ができるのではないかと思う。 

最初に取り組むべきは高齢者の社会参加であり、それから支援体制とか生きがいづく

りなどにつなげていく、何から始めてどのように進めるかというルートを示してほし

い。 

・他の部会との関連する部分、例えばじっちゃんばっちゃんビジネスとか高齢者の生涯

学習とかリンクする部分が相当出てくる。そのリンクする部分をどのように対応する

かマニュアルのようなものが必要ではないか。 

・自殺について相談体制を充実させることがもちろん必要だが、地域の情報が集まる仕

組みを何らかの形で作れればいいなと思っている。保健師さんであったり、市町村と

協力して民生委員の情報収集活動を活発化させるとかそういう取組があっていいので

はないか。澤田部会長が総合医を育成するというお話をしていたが、今後総合医によ

る医療や在宅医療を充実させていくためにもそうした活動は重要ではないかと思って

いる。 

 

澤田部会長 

・総合医についてだが、実は定義ははっきりしていない。私は、高血圧、糖尿病、救急

対応について専門医の診断なしに診断・処方ができるのが総合医であると考えている。

簡単に言うと普通のお医者さんに戻ろうということでもよいと思う。 

・高齢者の社会参加についてはキーワードとしてよいのではないか。一方で高齢者から

若者が学ぶということもあっていい。 

・医療カードというようなものをつくって情報を共有できれば医療費削減にもつながる

のではないか。厚生連、赤十字、大学で使っている端末で共有できればいいし、先々

特養などの介護施設から運ばれてきた人の医療情報などがあればいいかなと思ってい

る。 

 

阿部委員 

・自殺率が高い原因は人口減少がからんでるとか、経済的な問題とかあるとは言われて

いる。 

 

松岡委員 

・三世代同居の自殺率が高いという話があり、家族形態別に統計がとれるか興味はある

ところ。 

 

澤田部会長 

・孫の世話などで家にずっといて社会との関わりがなくなることで自殺につながるとい

う話もあった。しかし若い人も自殺している。自殺の原因がなにかということを検証

していく必要もあるのではないか。 
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阿部委員 

・一般的に原因がなければ対策ができないというけれど、自殺については非常に多くの

多様な要因が絡み合っているということで、秋田県独自の理由・原因について今まで

出てきたことがないのが現状である。 

 

松岡委員 

・地域の人たちは誰が様子がおかしいという情報を持っているが、家族は自覚がないこ

とがある。 

 

佐藤委員 

・数年前に自殺の検視の際にその場で聞き取り調査をしたことがあるが、とくに若年者

の自殺においては現場で聞き取り調査を行うこと自体に無理があり、なかなか検証で

きなかった。 

・文章に入れる必要はないのだが、これから多死の時代に入るということを頭に留めて

おいてもらいたい。これから死の医療というものにエネルギーが割かれることになる。

そちらにあまりエネルギーをとられすぎないようにしながら健康づくり政策をしてい

かなければならない。 

・死にもいわゆる大往生のような死と、若いうちから予防していればもっと長生きでき

たような死があり、それらを分けて考える必要がある。 

・最期をどこで迎えるか、亡くなった人を誰が措置するかということがある。在宅医療

について資料でも触れているが、在宅で亡くなる人を誰がどう看取るのか。大きな病

院の医師が夜中にやってくるというわけにはいかないし、我々がやらなければならな

い。そういうシステムをつくって対応しないと、そればかりに労力をとられることに

なってしまう。 

・グループ診療を進めていくためには、地域で医師が連携して当番を持ち、訪問看護ス

テーションとも連携してシステム化する必要がある。病院の医師、若い医師には病院

での医療に力を注いでもらい、我々だけでそれをできるようにしていければと考えて

いる。 

 

澤田部会長 

・特養などで医師や看護師があまりいないところにいる高齢者が肺炎などで突然病院に

やってきて、今まで看たことがない患者だから最初から検査・診断して治療する、と

いうことで病院の医師がかなり労力を割いているということがある。医療費削減と言

うけれど本当に医療費削減になっているかどうか、かえって人件費がかかってるとこ

ろもあるように感じている。 

・在宅医療というのはかなりの負担が医師にかかっている。 

 

佐藤委員 

・在宅にシフトしていく中で、以前なら入院しなければならなかったような、胃ろうや

人工肛門の患者も在宅でやっているのでかなり大変だ。在宅医療でもう一つ心配して
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いるのは、規制緩和で企業が在宅医療に参入し、儲かる医療しかやらないというよう

な業者が増えた場合、医療の質がどうなるのか。 

 

澤田部会長 

・気管切開しているような患者さんが在宅で一人で身の回りのこと全てできるわけがな

いので、だれか家族がずっと付き添っていなければならない。先々の秋田県の医療の

あり方は、もちろん在宅をやっていかなければならないけれど、それだけでいいのか

ということを考えていかなければならない。 

 

二田委員 

・厚生労働省が重症化予防ということを重視している中で、資料の主な取組からは特定

健診・特定保健指導の項目が入っていない。これらの推進への取組が秋田県は他県に

比べて弱いように見受けられる。健康診断をしてその時点で対策をするのが基本。元

気な老後を迎えるためには健診だけでなくちゃんと指導を受けるというのが健康づく

りの基本だと思うので、秋田県としてもその基本に立ち返って、これらの取組にもう

少し力を入れてほしい。数年前には栄養師さんたちが事業所などを回って糖尿病対策

の事業をしていたのが、いまは減塩事業になっているようだが、始めた事業は５年１

０年と続けていく必要がある。働き盛りの方を対象に対策を行うのが効果が出やすく、

重症化予防に役立つと思っている。医師がいくらいてくれても、まず自分たちが変わ

らないといけないんだという啓発が必要。例えばうつについてはテレビで広報し、が

ん対策もキャンペーンをして浸透してきているが、健康診断についてのＰＲをしてほ

しい。秋田県の糖尿病死亡率の順位も悪化してしまっている。協会けんぽでは比較的

若い人が多いが、国保に移って重症化して医療費がたくさんかかるということがある。

若いうちに健診をうけ、早めに病院にかかって、元気な老後を過ごしてほしいと考え

ている。 

 佐藤委員がおっしゃったように、特に糖尿病対策を含めて生活習慣病予防対策に力を

いれてほしい。協会けんぽとしてもできることは協力していきたい。 

 

澤田部会長 

・現在のプランではがん対策があって、生活習慣病予防があって、という形になってい

るが、次のプランでは疾患名をいれた対策を入れるのがよいかもしれない。 

・肺炎の死亡率が高いのは高齢化の影響か。 

 

佐藤委員 

・肺炎の死亡率については高齢化の影響もあるが、肺炎球菌についてはワクチンがある。

高齢者のワクチンに助成している市町村は県内３つくらいかと思うがこれがもっと広

がれば減らしていけるのではないか。 

 

川浪委員 

・高齢者の場合はケアマネージャーが窓口になって支援しているが、知的障害について
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はちゃんとした体制にはなっていないのかもしれない。包括支援センターが窓口とな

って必要な施設への橋渡しを行うようにすればいいのではないか。 

 

阿部委員 

・包括支援センターは本来高齢者だけでなく障害者のサービスも紹介してくれる。知的

障害者については情報を教えてくれるだけでいいので手厚くしてほしい。 

・秋田県のがんの検診受診率は平均より多いのに、死亡率が高いのはなぜなのだろうか。 

 

（がん対策室長） 

・一番の原因は秋田県の高齢化であると考える。ただし、受診率が全国に比して少し高

いのは事実だが、東北で比べると低い方であり、高齢化、食生活やたばこなどの生活

習慣が同じような地域の中にあっては、受診率も低いということである。 

 

（福祉政策課長） 

・秋田県の人は我慢強くて、病院にかかったときにはすでに手遅れだ、などという話も

あるようだ。 

 

澤田部会長 

・高齢者が多いというのはあるが、年齢調整死亡率も高い。 

・疾患別にいろいろ対策を練っているようだが、どのようなことをやっているのか。ま

た実際に受診率があがるなどの効果はあるか。 

 

（がん対策室長） 

・無料クーポンの配布やいわゆるコール・リコール事業などを行っている。事業を実施

すると実際に受診する実数は若干は増える。 

 

澤田部会長 

・がん検診受診率はがんばっても４０％くらいで頭打ちになるというような話を以前に

聞いたように思うが。 

 

（がん対策室長） 

・事業を実施するとそのときは上がるが、そこから上がり続ける力がない。その意味で

はおっしゃるとおり、いろんな事業を積み重ねてもなかなかブレイクスルーしない。 

 

（福祉政策課長） 

・年配の方がまだがんは不治の病と考え、早期発見すれば９０％以上治る病気だという

ことが周知されてないこともあると思う。検診率の目標については、やはり５０％を

超えないと目に見えた効果はあがらないのではないかということで設定したものであ

る。 
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澤田部会長 

・健康診断では受診率が低い地域で保険料率を上げる話がなかったか。 

 

二田委員 

・受診率のいいところについて保険料率軽減という話があったが、単一健保で受診率が

非常にいいところでは恩恵があったかもしれないがあまり効果がなかった。 

 

澤田部会長 

・受診率を上げるための努力はまずは市町村にかかるので、市町村単位で公表してもっ

と明らかにしておく必要があるのではないか。 

 

（福祉政策課長） 

 ・がん検診の受診率については公表しているところである。啓発に加えていろいろなデ

ータが公表されることで県民に検診に行かなければいけないという気になってもらう

ことが必要と考えている。 

 

松岡委員 

・高齢者の社会参加といえば、まず元気なお年寄りを地域の中でがんばらせるというこ

とである。例えば農業では従事者が６５歳を超えていて、そういう人たちが日本の農

業を支えている。そういう人たちを含めたお年寄りを老人クラブ、サークル等でもい

いので様々な場でがんばってもらえる仕組みづくりをし、どんどん外に出てきてもら

える社会をつくる。その次にそれぞれの人がもっているソーシャルネットワークを活

かすということになるが、これは集落・市町村単位で行われるもので県の施策として

は難しいかもしれない。そこで出てくる情報、どういう人たちがどういうことをして

いるかという地域の資源というか情報を集めることが地域づくりの基本である。政策

化するのはなかなか難しいところであるが。 

 

澤田部会長 

・ビジネスとなるようなものがあるといいかもしれない。 

 

（長寿社会課長） 

・秋田県の高齢化率は３０％を超えたところだが、高齢者の中で介護認定を受けている

のは約２０％であり、残りの８０％は元気な高齢者ということになる。県の事業では

老人クラブに助成し、仲間づくりしながら健康づくり、生きがいづくりをしていただ

いている。それからＬＬ財団によって生きがいづくり、スポーツを通した健康づくり、

元気な高齢者の活動事例集などを作成しているが、これからもいろいろと取り組んで

いかなければならない。 

 

澤田部会長 

・ただスポーツをするだけでなくそこにコミュニティが生まれるような取組があるとい
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いと思うが。 

 

（長寿社会課長） 

・他部局の施策だが、シルバー人材センターなどの取組はある。 

 

松岡委員 

・集落座談会で自分たちの地域がどういう地域なのか、何回も開催していけばそのうち

なにかやろうかという感じになってくる。 

 

澤田部会長 

・松岡委員には次回そこら辺の事例を紹介していただきたい。 

・大学として在宅医療を教えていくこととしているが、どのように関与していくかはま

だ見えない。佐藤委員から在宅医療についての意見を伺いたい。 

 

佐藤委員 

・在宅医療は医療機関で行う医療とは全くの別物であり、認識を変えなければならない。

在宅医療学という学問のジャンルであり、医療機関の医療の延長ではない。健康回復

のための医療ばかりではなく死ぬための医療の側面があること、設備のないところで

行うものであること、家庭の中に入っていかなければならないことを理解しなければ

ならない。患者の家族の理解を得なければならないことになる。そういう教育をする

場所が必要であり、もし大学で教育されるのであれば、医師会で実際に在宅医療に取

り組む医師が行って講義することもできるのではないか。在宅医療に取り組む医師が

高齢化しているので若い医師が意欲を持って取り組める体制をつくる必要がある。ま

た、医師だけでできることではないのでチーム医療の体制づくりに取り組んでほしい。 

 

（高橋健康福祉部次長） 

・脳血管疾患死亡率については、今回は前年度より３０～４０人上回ったため人口規模

が小さいこともあり１位になってしまった。高齢化とともに脳梗塞の割合が増え、寝

たきりになってから亡くなるケースが増えている。減塩も含めて今後も対策を行って

いく必要があるが、高齢化が大きな要因である点はご理解いただきたい。 

・糖尿病死亡率についても、前年度から１０～２０人程度上回ったところ、２１位から

５位になってしまった。人口規模が小さいため、順位は年次でかなり変動する。問題

意識はもっており、がん、脳血管疾患、心疾患に加えて糖尿病についても生活習慣病

予防対策として取り組んできたが、今日のお話をうけて疾患ごとの整理も考えるべき

かと受け止めている。 

 

（障害福祉課長） 

・障害者相談窓口については、市町村の福祉担当課や指定された相談支援事業所で施設

の入所やサービスの紹介等に対応している。発達障害についても障害者総合支援法の

対象になっており、ふきのとう（発達障害者支援センター）を医療療育センターに設
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置して、幼児から成人までの相談に応じている。相談件数は年々増加し、年間１６０

０件ほどになっている。最近の傾向としては、就労に関する相談などの成人の相談が

増えてきている。 

 

（伊藤健康福祉部参事） 

 ・在宅医療や肺炎のところの議論でも出てきたが、県民に対するいわゆる死生学という

かそういうものの周知は、どこでやっていくべきものなのか。 

 

佐藤委員 

・最近では、グループホーム等に延命治療をしないことを希望して入ってくるケースが

けっこう多い。家族、施設、医師が共通した考えを持って対応し、本人が意思を表明

できる場合は本人が示しておくという流れが増えてくれば自ずと終末期の方針は決

まってくるものと思う。 

・終末医療に力をそがれないようにといっても、最後まで治療を希望される場合にはそ

れはやらなければいけないので、ケースバイケースで考えなければならない。 

 

澤田部会長 

・秋田県はこれから日本で一番の超高齢化社会を迎えるに当たり、在宅医療を含む議論

は大切。また超高齢化社会の中で悪い意味で全国一になっている指標などは、やはり

１位２位から脱するように知恵を絞っていきたい。 

 

澤田部会長 

・本日は意見交換ということで、次回は今日の意見を踏まえて新プランに向けたたたき

台を事務局において示していただき、議論を深めていきたい。 

・次回は松岡委員からは、高齢者の社会参加についての事例を示していただく。 

 

（事務局から日程について報告。次回は８月７日午後３時の予定） 

 

川浪委員 

・最近老々介護が多くなっている中で、成年後見制度について次回説明をしていただき

たい。 

 

（終了） 


