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平成２５年度秋田県総合政策審議会 第３回健康・医療・福祉部会 議事録要旨 

 

 

１ 日 時  平成２５年８月２２日（木） １５：００～１６：５５ 

 

２ 場 所  秋田市山王 ふきみ会館 ３階大会議室 

 

３ 出席者   

 

  ○ 部会委員 ５名  ※以下名簿順  

   

   ・小 野   剛 （大森病院院長） 

・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） 

   ・佐 藤 家 隆 （佐藤医院院長） 

 

  ○ 事務局（県）１０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 議事 

 

  ・事務局より、新プランの骨子案と前回までの議論の反映状況等について、及び他部

会等からの意見と現況について説明。 

・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。 

 

（１）議事（１）新プラン骨子案について 

 

松岡委員 

・自殺予防に関連して、子どもに対する「こころの教育」については、骨子に入れるか

具体的な取組としていくのかという判断はあるだろうが、今後どのように取り組むつ
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もりなのか。 

 

（健康推進課長） 

・「いのちの教育」は重要な観点と考えている。教育庁で所管するものだが、「いのち

の教育」は自殺に限らず広いテーマで行われるので、計画の中で自殺関連項目として

あげるかどうかは難しいが、連携して進めていきたい。 

 

松岡委員 

・自殺というテーマで分けて取り上げるのが難しいのは分かる。 

・「福祉のこころ」という副読本があるが、公民館に積み上げられたりしていて有効に

使われているのか疑問である。有効に活用して、その中で自殺についても取り上げて

いくのはどうか。 

 

（障害福祉課長） 

・副読本については昨年度改訂版を作成し、小学校３年生を対象に配布している。改訂

版では福祉に関する記述を増やした中で、精神に関しても取り上げられた。また、教

育庁各課では学校現場等での精神保健についての教育を進めている。 

 

阿部委員 

・秋田県内では職場でうつ病の早期発見などメンタルヘルスの取組は難しい。大きな企

業や官公庁ではメンタルヘルスに関心があって良くやっているところもあると思う

が、中小零細企業の中では関心がない、そんなことやってられないというところが普

通ではないか。職場を離れたところでのメンタルヘルス対策というのが必要と思う。 

・例えば学校の場、家庭や一般地域社会において、うつ病についての啓発・教育などを

行い、共通認識をもってもらえればいいのではないか。 

 

小野委員 

・産業医をやっているが、職場に過重労働の方が多い。産業医の意識の格差も相当ある

と思うので、産業医を対象にメンタルヘルスの講習会をやってレベルを上げる取組が

あれば良いと思う。 

・うつ病の早期発見・早期受診や自殺未遂者対策については、在宅医療体制と同様にか

かりつけ医と精神科の専門医のネットワークをつくってもらわないと、どこにつなげ

ていいのか分からないということがある。実際リハセンに連絡してもすぐに受けてい

ただけなかったこともあった。夜間休日にどうつなぎをつけるかなど、ネットワーク

づくりが大事である。 

・うつ病の相談医制度があるので、そこまでは相談が進むのだがその先へのつなぎがう

まくいかない。 

 

佐藤委員 

・県内の精神科医の数が絶対的に不足しているうえに、多くが秋田市とその周辺に集ま
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っており、地域偏在が顕著である。いかに均てん化を図るかが課題である。実態とし

ては認知症対策に労力を割かれ、なかなかうつ病対策に手がまわらないということも

あるようだ。最低限、精神科以外の地域の医師がある程度うつ病患者を受け入れられ

るよう研修を行うなど、精神科医の負担を軽減しなければならないかもしれない。 

精神科の患者は、他の患者と比べて１人に多くの診察時間を費やす必要があるのが実

態ではあるが、ネットワークをつくるなどしてなんとかやりくりするしかないのでは

ないか。 

 

澤田部会長 

・臨床心理士の派遣事業などがあれば助かるかもしれない。 

 ・精神科の医師数を増やすというのはなかなか難しいと思うので、現状でどのように工

夫して回すか考えるのが適切だろう。 

 

小野委員 

・医師確保についてはいろいろなところで議論されているところだが、まずはあきた医

師総合支援センターの活用を推進していくことが、医師の確保・定着につながると思

う。 

 

佐藤委員 

・県外からの研修医の確保という項目があるが、今、秋田大学の研修制度が充実してい

るということを県外の前期研修が終わった医師に県としてもアピールして欲しい。例

えば、シミュレーションセンターやキャリア形成のシステムなどが充実してモデルと

なるようなものである、ということをアピールすることが、後期研修医が秋田県に来

てくれることにつながると思う。 

 

澤田部会長 

・医師総合支援センターもフットワーク良く動いているし、派遣型の地域医療連携学講

座についても県と相談しつつあり方を考えていきたいと考えているが、県外や県内出

身者で県外にいる人たちを取り込んでいきたい。 

・総合診療学検査診断学講座を立ち上げ、地域医療を含めた総合診療に興味のある研修

医を受け入れられるような取組をしていく。何より大事なのは、大学病院と基幹的病

院、そして県内の病院との信頼関係であり、今はいい状態にあると思うので、みんな

で力を合わせてやっていけば良い方向にいくのではないか。 

 

佐藤委員 

・中核的な病院の経営安定化について記載されているが、資金援助をするとかそういう

意図なのか。 

 

（医務薬事課） 

・具体的には、県内において地域の中核的な医療を担っている厚生連が、経営上の問題
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で満足な活動ができなかった時期があり、県としても厚生連に対して様々な支援をし

ているので、これを継続していきたいという意図である。 

 

佐藤委員 

・中核的な病院にもいろいろな経営母体があり、県が経営に対して援助してくれるとい

う認識をもたれるのではないか。 

 

小野委員 

・県の気持ちは分かるが、経営についてはあくまでも各病院が努力すべきであり、経営

の安定化についてここに掲載するべきではないのではないか。経営安定のための指導

や努力を促す取組を県が行うというのであればよいが。 

 

（医務薬事課長） 

・県としては大きな予算を投下している事業でもあり、ここに掲載している。しかし、

経営母体である厚生連が主体的に経営安定化に取り組まなければならないのは確かで

あり、どのように記載するべきか検討したい。 

 

阿部委員 

・ドクターヘリの活用実績が見込みより少ないと報道されていたが、活用促進をもっと

図るべきなのか。 

 

（医務薬事課長） 

・昨年は確かに見込みより少なかったが、今年の実績はほぼ想定の範囲に近づきつつあ

るところである。 

 

澤田部会長 

・ドクターヘリの県境を越えた運用について報道されていたが、その後、話は進んでい

るのか。 

 

（医務薬事課長） 

 ・手続きは進んでおり、現在は試行期間である。先日、初めて秋田県のヘリが岩手県八

幡平からかづの総合病院への搬送を行った。また、山形県とも事務的な手続きを進め

ているところである。 

 

阿部委員 

・がん検診が死亡率の減少に結びつかないとか、内視鏡の検診は役に立たないという報

道がある。がんと戦うなというような主張をする方もいるようだが、がん検診は有効

なのか。 
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澤田部会長 

・早期のがんは発見されれば治る。やはり進行していると治りにくいということがある

のだから早いうちに見つけるのがいい。 

 

小野委員 

・残念ながら、お年寄りの場合は見つかった場合にもう進行していることが多い。若い

人の検診率をあげるのが効果的である。 

・生活習慣などからハイリスクな人をどう検診に誘導するかという視点も大事である。

健康的な生活をして毎年きちんと検診に来る人はいいのだが、食生活も問題があって

喫煙習慣もあるような人がむしろ検診に来ない状況をどうするかということを考える

べきである。 

 

佐藤委員 

・秋田県でもがん登録制度を運用しているが、検診で発見された場合と症状を訴えて発

見された場合とで、早期がんで発見される率は全く違うという結果が出ており、早く

見つかると救命率も高まるという事実を押さえておくべきである。 

 

澤田部会長 

 ・健康カードとか受診カードというものを県内で統一するということはできないものか。 

 

小野委員 

 ・国で共通番号制度ができてくれば、おそらくそういうことも可能になってくるのでは

ないかと期待している。横手市で共通番号を利用してどこの医療機関でも情報を共有

できるようにするということを提案したことがあったが、実現しなかった。 

 ・地域包括ケアについて、各市町村でかなり温度差がある。どこが主導して地域包括ケ

アを進めていくかというのが課題であるが、国が言うように一つのパターンで実現で

きるものではない。地域によって医療資源も様々なので、そういう面を指導し推進す

る部門を県に置き、地域包括ケアシステムを各市町村に確立させるような取組を行っ

て欲しい。 

・広島県では、地域包括ケア推進センターを設置し、医師を含めた専門職も置いて各地

域を回って指導しながら連携・構築のお手伝いをしたり、研修を開催してレベルアッ

プを図っている。秋田県でもセンターとまでは言わないが、どこかの課にそういう部

門を置いて取り組めば、地域包括ケアシステムの推進も進むのではないか。 

 

佐藤委員 

・元気な高齢者が増えていくので、そういう人たちを人材としてどう活用していくか、

就労人口も減っていく中で秋田県の力として活かしていく取組にもっと力を入れてい

くべきではないか。 
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松岡委員 

・ねんりんピックはここで掲載するほど大きな事業なのか。 

・地域包括支援センターの機能強化をあげているが、センターには情報収集の機能もあ

るのだろうか。 

・障害者の就労支援という項目があがっているが、これは企業での就労を指すのか、グ

ループホームなどでの支援を指しているのか、具体的にはどのような取組をするつも

りなのか。 

 ・福祉人材の確保について、実践的な研修の実施とあるが、この対象者は福祉関係者や

医療関係者ということなのか。ここに例えば地域における福祉のマンパワーの発掘・

育成というようなものを入れれば、地域の中で元気なお年寄りも含めてマンパワーが

高まっていく、そうした方策を県として取り組んでいかなければいけないのではない

かと思う。 

 ・総じてもれなく書かれていると思うので、あとは具体的にどう取り組んでいくか。 

 

（長寿社会課長） 

 ・生きがい社会参加について、スポーツも大切な要素と考えている。その中で平成29年

には全国健康福祉祭、ねんりんピックが開かれるが、これは１万人ほど県外から参加

者があり、県内の参加者や応援を含めると延べ40万人ほどの参加が見込めるものであ

り、これらの啓発も重要であると考え掲載したところである。 

 ・地域包括支援センターの強化については、確かに市町村間の格差はあるのではないか

と思う。そうした中で、地域ケア会議の活動に対する支援を行っているところである。

今年度も予算化しており、今後も市町村職員等を対象に研修を行っていく。地域包括

ケアに関する窓口は長寿社会課であり、研修等はＬＬ財団等に委託して行っている。 

 

（障害福祉課長） 

・地域生活支援については、居住の場の確保、日中の居場所確保、就労支援が大きな柱

であり、グループホームは居住の場の一つである。就労支援については、いきなり企

業への就職にはなかなかつながらないので、まずは生活訓練を兼ねた就業継続支援、

更に就労支援作業所と段階を踏んで進めていく。 

 

（福祉政策課長） 

 ・福祉人材の確保・育成については、福祉人材といっても様々な職種があるということ

と、現場の課題を調整しながらネットワーク化を進められる人材も必要とされてきて

いるので、そういったニーズに沿った人材育成を図っていきたいという意図である。 

 

松岡委員 

 ・是非、一般の人に対する啓発などを通した人材の確保ということにも力を入れてもら

いたい。 
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小野委員 

 ・元気な高齢者をどれだけ人材として活用できるか。市役所職員などが60歳で定年を迎

えてもまだまだ元気であるし、そういう人たちに要支援のお年寄りを支える活動をし

てもらえれば、地域は活性化する。国が進める生活支援と介護予防が一体となった総

合事業などはまさにそういう形で目指すものであると思うので、元気な高齢者を福祉

を支える人材として育成していく取組はよいのではないか。 

 

澤田部会長 

 ・その方向はいいと思うけれども、継続性の面で見てもボランティアで進めるのには無

理があると思う。なんらかの名誉なり報酬などの付随するものがあって組織化が進む

のではないか。 

 

佐藤委員 

 ・シルバー人材センターのように労働をしてお金をもらうという形だけではなく、起業

する高齢者をバックアップする取組があってもいいと思う。 

 

阿部委員 

 ・シルバー人材センターでは短期で報酬も少ない仕事が多い。ハローワークとシルバー

人材センターが連携して、何かうまいやり方を探ることはできないものかと思う。 

 ・障害者の就労支援について、就労継続支援Ａ型とＢ型というのがあり、Ａ型は秋田市

周辺に少ないと聞いているが現在どのような状況か。また、相談窓口はどこになるか。 

 

（障害福祉課長） 

 ・Ａ型が非常に少ない状況にあるが、その他にも就労支援センターなどもあり、雇用契

約を結んで就労という道はＡ型に限らず開けてきている。就労継続支援はＢ型が80、

Ａ型が11、就労移行支援が19事業所ある。窓口は市町村の福祉担当課か、各市町村が

指定する相談支援事業所に相談することで、それぞれにあった事業所を紹介していく

ことになる。 

 

佐藤委員 

 ・グループホームの整備促進という項目があるが、今後も整備していく予定か。 

 

（障害福祉課長） 

 ・市町村の障害福祉計画に基づいて整備を進めており、現在はまだ整備を促進している

状況であるが、施設数がかなり増加してきている状況である。来年度からはグループ

ホームとケアホームの一体化という方向性も示されているため、今後は変化が出てく

る可能性はある。 

 

松岡委員 

・一人暮らし高齢者などを対象とした小地域福祉ネットワーク活動というものがある。 
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同様のものを認知症患者に対してつくるという方向性は考えられるのではないか。 

 

（長寿社会課長） 

 ・これまでの認知症に関する取組としては、認知症コールセンターで相談を受けたり、

かかりつけ医の研修、サポート医研修などを行ってきたところである。10月にリハセ

ンの中に認知症疾患医療センターを設置し、相談を受け、患者への対応をし、福祉サ

ービスとの連携を図っていくこととしている。 

 

小野委員 

 ・地域医療の現場で認知症はかなり増加していると感じており、センターの設置は大変

ありがたいことであるが、そこに結びつけるネットワークを地域の現場とつくってい

かないといけない。また、地域で認知症患者を支えるためには、共助・互助やお互い

様という認識をどれだけ育成できるかが大切である。秋田県はもともと地域の結びつ

きは強いと思っているが、高齢化が進み、なかなか互助どころではなくなってくるの

で、そういうところを元気な高齢者に入ってもらって、地域で支えるシステムをつく

ってもらえればいいと思う。 

 

（長寿社会課長） 

・シルバー人材センターについては雇用担当部局、起業については、じっちゃんばっち

ゃんビジネスなどを担当する部局で進めているところであり、連携して進めていきた

い。 

 

澤田部会長 

 ・ひきこもり対策について、県では具体的にどのような取組をしているのか。 

 

（障害福祉課長） 

 ・10月に新たにひきこもり相談支援センターを精神保健福祉センター内に設置し相談に

あたる予定としている。これまでは、若者の自立支援という観点からの取組があった

わけだが、今年からはひきこもりに特化し、より多くの方の相談を受けていくことと

している。 

 

阿部委員 

 ・いのちの電話では、日中でも成人男性からの電話は多く、やはりひきこもりは多いの

ではないかと推測している。 

 

 

（２）議事（２）他部会等からの意見について 

 

佐藤委員 

 ・人口減少と言っても、秋田県においては高齢者はまだ増え続けているわけであり、高
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齢者対策はまだしばらくの間必要となってくる。 

 

阿部委員 

 ・人口減少と自殺率は関係ないとは言えない。現に山間部、県境部で自殺率が高い。人

口が減少するスピードについていけないのが現状であろうと思う。無理矢理に人口を

増加させようとしても、難しいと思うので、人口が少ない社会にいかに対応するかが

課題である。 

 

松岡委員 

・地域社会学会では、縮小社会における地域の再生ということが課題になった。縮小社

会においての生活の均衡、生き方というものをどうするかということだったのだが、

結論は出なかった。私は、やはり共助・互助型社会を再構築するほかないのではない

かと考えている。以前は悪いことだと思われていたムラ社会における「ぐるみ」的な

協働というものをつくっていかないと、やっていけないという気がしている。先ほど

福祉人材の話でも出たが、みんなで地域の人たちを支えていく必要があり、そのため

には、地域の中で地域を動かす人材の育成も大事だと考えている。 

 

澤田部会長 

 ・人口が確かに減っていくのだろうが、移行がうまくいっていないのが問題だと思う。

医療にしろ交通にしろ人口が多いときの社会的なインフラを維持するのは大変である

から、将来はある程度固まって生活するしかないかもしれない。 

 ・次の年齢調整死亡率を指標とするべきという意見については、これまでも部会内で意

見が出ているところである。いつまで何位にするという目標は難しいとしても、私は

まずはワーストワンを返上して欲しいと思っている。これについては、よろしいか。 

 

（異議なし） 

 

澤田部会長 

・ＩＴ・ロボット産業についての議論だが、この部会での議論よりも産業を担当する部

会で議論を行ってもらうのがいいと考えるが、いかがか。 

 

小野委員 

・部会長の意見に賛同するが、私のところに先日ＩＴ産業の担当者からシステムの導入

について提案があった。しかしながら、都市型のシステムであり地域の現状には合わ

ないものであったので、そういった事業を行うにあたっては、地域に入り込んで地域

の医療や福祉の担当者と一緒に実情に即したシステムを構築する必要があると考えて

いる。 

 

佐藤委員 

 ・秋田市で医療ＩＴネットワークのモデル事業をやっているが、これまでこの分野は様々
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な失敗をしてきており、県では成果をしっかりと見たうえで、システムの導入が県民

にとって間違いなく有効であるという評価が固まってから導入した方がいいと考えて

いる。 

 

澤田部会長 

・高齢者虐待専門チームについての意見であるが、部会としても事務局の現況報告のと

おりでよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

（事務局から日程について報告。次回は１０月中の開催で日程調整中） 

 

（終了） 


