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提言に向けての「たたき台」について 

 

提言１ 総合的な健康づくりを目指す取組について 

 

（１）生活習慣の改善など健康対策の充実 

 ①   

項 目 対 応 修正素案 

生活習慣病予防の普

及啓発 

包括的かつ継続的な取組につき、

存置 

【H28事業】 

・生活習慣病実態周知事業 

「危険因子」を「予防法」に修

正 

生活習慣改善の取組

推進 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・減塩推進事業 

・食・生活習慣改善推進事業 

・運動による健康づくり推進事業 

取組の例示に「禁煙」を追記 

糖尿病対策【追加】 糖尿病対策はH28新規実施である

こと及び部会意見を踏まえ、新規

に追加 

【H28事業】 

・糖尿病重症化予防推進事業 

 

「また、生活習慣病の予防のみ

ならず、合併症予防を含む重症

化予防、生活習慣病に密接に関

係する疾病予防についても、取

組を推進していく必要がある。」

の段落を追加 

 

 ② 

項 目 対 応 修正素案 

がん予防授業の実施 H25 以降実施で既に定着している

が、若い世代への特徴的取組につ

き存置 

【H28事業】 

・がん教育事業 

 

がん予防の啓発普及

の充実（企業等との連

携） 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・がん検診推進協議会開催事業 

「経済界等を巻き込んだ」を「行

政・企業・団体等が一体となっ

た」に修正 

受動喫煙防止対策 継続的な取組につき、存置。H28

以降本格実施であること及び部会

意見を踏まえ、具体的な表現に修

正 

「ガイドライン等に基づいた体

系的な対策を推進していく」を

「受動喫煙防止対策ガイドライ

ンの内容を広く周知するほか、
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【H28事業】 

・たばこによる健康被害対策事業 

【部会意見】 

・がんや循環器疾患、呼吸器疾患

など様々な疾病の原因となる喫

煙対策については、もう一歩踏

み込んだ形で取り組む必要があ

り、成人の喫煙率低下や受動喫

煙対策に取り組んでいる飲食店

の数など、具体的な数値目標を

設定し、計画的に実施していく

べきである。 

受動喫煙に取り組む民間事業所

の登録制度の実施や公の施設の

敷地内禁煙等の取組を進める」

に修正 

        

 ③ 

項 目 対 応 修正素案 

健康づくりの自発的

取組（特定健診）の促

進 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・特定健康診査・保健指導負担金

（補助金） 

 

健康づくりの意識高

揚の取組推進（市町

村・職場連携） 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・地域・職域連携推進事業 

 

データ活用等による

効果的な生活習慣改

善指導 

継続的な取組（未だデータ分析段

階で実践はこれから）につき存置 

【H28事業】 

・健康づくりのためのデータ活用

推進事業 

 

健康づくり人材育成 継続的な取組につき、存置。部会

意見を踏まえ、地域の人材育成に

加え、連携についても言及 

【H28事業】 

・地域の多様な人材との連携によ

る健康づくり推進事業（H28 で

終了予定） 

【部会意見】 

・地域のニーズに即した保健活動

につなげるため、政策化のプロ

「人材の育成」を「健康づくり

推進員や食生活改善推進員など

地域の多様な人材との連携強化

やスキルアップ」に修正 
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セスにおいては、地域の実情を

最も把握している地域の人材を

巻き込み、専門職とも気付きを

共有しながら、フィードバック

していくことが必要であり、そ

のことがお互いのスキルアップ

につながる。 

 

 

 

（２）がん検診受診率の向上 

 ① 

項 目 対 応 修正素案 

受診しやすい環境整

備（受診機会の拡大） 

包括的かつ継続的な取組につき存

置。助成対象である市町村検診に

ついて特記することで、部会意見

にあった胃内視鏡検査や子宮頸が

ん検診予防ワクチン接種も読み込

める文言を追加 

【H28事業】 

・胃がん検診助成事業 

・検診受診環境整備事業 

【部会意見】 

・市町村で実施する胃がん検診で

内視鏡検査が推奨されている

が、県全体として一体化した検

診となるようコントロールして

いく必要がある。 

・子宮頸がん検診の予防ワクチン

の接種について、今後どうする

か検討が必要である。 

「特に身近な市町村が実施する

がん検診については、それぞれ

の受診指導の実施状況を踏まえ

た上で、より効果的に取組を進

めていく必要がある。」の文言

を追記 

受診率向上対策（未受

診者の受診促進） 

継続的な取組につき、存置 

【H28事業】 

・コール・リコール推進事業 

・がん検診受診率向上推進事業 
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 ② 

項 目 対 応 修正素案 

がん検診の普及啓発 継続的な取組につき存置 

【H28事業】 

・がん検診推進協議会開催事業 

（再掲） 

・がん患者団体活動支援事業 

※(１)②と若干重複感あり。 

がん予防の県民意識

の醸成 

継続的な取組につき存置。部会意

見を踏まえ、分かりやすい情報提

供を追記 

【H28事業】 

・がん情報発信事業 

【部会意見】 

・各市町村や各健康保険組合で実

施しているがん検診をより分か

りやすい形にするとともに、精

密検査項目に応じた検査実施医

療機関を一覧表に示し、「見える

化」を図るなど、要精検者の受

診促進に向けた取組が必要であ

る。 

部会意見を受け、「県民意識」

の前に「分かりやすく役に立つ

がん情報を発信するなどして」

を追記 

※(１)③と若干重複感あり。 

 

提言２ 地域で高齢者等を支える取組について 

 

（１）地域包括ケアシステムの構築促進 

 ①   

項 目 対 応 修正素案 

地域包括ケアシステ

ム構築に向けた人材

育成 

継続的な取組につき存置。部会意

見を踏まえ、高齢者のケアシステ

ム参加や専門職への精神的ケアも

読み込める文言を追加 

【H28事業】 

・在宅医療従事者育成支援事業 

・介護職キャリアアップ研修支援

事業 

・地域ケア・マネジメント支援機

能強化事業 

【部会意見】 

・高齢者がより生き生きと、より

「地域が一体となった」を「地

域全体で高齢者を支える」に、 

「人材の育成」を「人材の育成・

スキルアップ」に修正 
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輝いて暮らせるようにするた

め、地域の中で高齢者も支える

側としての役割を担えるように

することが必要である。 

・高齢社会の中で保健医療福祉を

担う専門職への精神的ケアを含

めた支援策を検討していく必要

がある。 

医療・介護・福祉の連

携ネットワークづく

り支援 

継続的な取組につき存置 

【H28事業】 

・医療・介護・福祉連携促進協議 

 会 

・在宅医療・介護ＩＣＴ連携推進

事業 

【部会意見】 

・在宅患者の情報を医療や介護な

どの多職種間で情報共有した

り、災害時対応などとの連携も

視野に発展させる必要がある。 

「や医療・介護・福祉の連携ネ

ットワークづくりなど」を「、

協議会組織や ICT（情報通信技

術）を活用した医療・介護・福

祉の連携ネットワークづくりな

ど」に修正 

 

 ② 

項 目 対 応 修正素案 

県内外の先進事例の

情報提供【削除】 

①のネットワークづくり支援の一

環であることから当該段落は削除 

【H28事業】 

・連携促進先進事例研修会 

「各地域の実情に配慮しなが

ら」のキーワードは①の「効果

的な支援」の前に追加 

在宅医療に取り組む

医師の育成や訪問看

護ステーションの充

実 

継続的な取組につき存置 

【H28事業】 

・在宅医療推進支援事業 

【部会意見】 

・患者を地域で支える取組として

自分で通院することが困難にな

っている方への支援策も必要で

ある。（再掲） 

前段部分を「在宅医療に取り組

む病院、診療所、歯科診療所、

訪問看護ステーション、薬局等

の拡大を図るなど在宅医療提供

体制の整備を進める」に修正 

在宅療養中の患者を

支える家族支援 

継続的な取組（未実施）につき存

置 

【H28事業】 

・該当事業なし 
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（２）認知症対策の強化 

 ①   

項 目 対 応 修正素案 

様々な視点・段階に応

じた施策実施と啓発 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・地域で支える認知症施策推進事 

 業 

 

部局横断的な取組の

充実と関係機関との

連携 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・地域で支える認知症施策推進事 

 業 

 

 

 ② 

項 目 対 応 修正素案 

早期発見・早期診断・

早期治療のシステム

づくり（関係医療機関

の連携強化） 

継続的な取組につき存置。部会意

見を踏まえ、これまでの県医師会

中心の診療ネットワークの構築か

ら、他の関係機関も含めた幅広の

連携体制の構築を目指す旨（県が

関与して）を明記 

【H28事業】 

・該当事業なし 

【部会意見】 

・県医師会を中心に進められてい

る地域の認知症の診療ネットワ

ークづくりに当たっては、住民

への情報提供という観点から県

と医師会が連携を図る必要があ

る。 

冒頭から「強化し」までを「認

知症疾患医療センターと認知症

サポート医・かかりつけ医や介

護関連機関等との連携体制を構

築することにより」に修正 

サポート医のスキル

アップ 

継続的な取組につき存置。現状施

策に合わせる形で修正 

【H28事業】 

・医療支援体制充実強化事業 

後段部分を「地域の認知症対策

の中核となる認知症サポート医

を養成するほか、かかりつけ医

や看護師などの医療従事者、歯

科医師や薬剤師が認知症の可能

性に一早く気付けるよう、認知

症対応力の向上を図る必要があ

る。」に修正 
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県北地域への認知症

疾患医療センターの

設置 

県北地域には H28.10 月にセンタ

ー設置予定（大館市立 HP 及び今

村CL）につき、内容を変更 

【H28事業】 

・認知症疾患医療センター運営事 

 業 

「県北地域における認知症疾患

医療センターの設置」を「認知

症疾患医療センターが未設置と

なっている医療圏域へのセンタ

ー設置」に修正 

認知症初期集中支援

チームの設置・認知症

地域支援推進員の配

置支援 

継続的な（H30.4 月まで）取組に

つき存置 

【H28事業】 

・認知症医療・介護連携等推進事 

業 

※H27年度末の設置・配置状況 

  チーム：3市町村 

  推進員：15市町村 

 

 

③ 

項 目 対 応 修正素案 

認知症に関する県民

周知の強化 

継続的な取組につき存置 

【H28事業】 

・認知症啓発促進事業 

 

認知症サポーターの

拡大と活動推進（認知

症カフェ等） 

継続的な取組につき存置 

【H28事業】 

・認知症サポーター養成普及事業 

 

 

（３）障害者の社会参加 

 ①   

項 目 対 応 修正素案 

相談支援等のサポー

ト体制の充実と様々

なニーズに対応した

施策の展開 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・障害者市町村地域生活支援事業 

・障害者県地域生活支援事業 

 

 

地域包括ケアシステ

ムにおける障害者関

係機関との連携構築 

継続的な取組（未実施）につき存

置 

【H28事業】 

・該当事業なし 

 

 

ひきこもり者の社会

参加【追加】 

表題を「（３）障害者等の社会参

加」に修正の上、追加 

「ひきこもり者については、相

談支援体制を強化するととも
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【H28事業】 

・ひきこもり対策推進事業 

に、職親制度など社会参加の機

会を提供する取組を推進する必

要がある。」を追加 

 

 

（４）障害者、高齢者の権利擁護 

 ①   

項 目 対 応 修正素案 

高齢者の虐待防止（見

守り体制の構築と相

談支援の充実）） 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・高齢者ほっと安心相談事業 

・福祉サービス利用支援事業 

 

 

 ② 

項 目 対 応 修正素案 

障害者の権利擁護（虐

待・差別のない社会づ

くり） 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・広域的な支援事業 

・障害者虐待防止対策支援事業 

 

 

 

提言３ 地域医療の充実について 

 

（１）県民が安心して受けられる医療体制の整備 

 ①   

項 目 対 応 修正素案 

切れ目ない医療提供

体制の確保と救急医

療の充実 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・厚生連病院移転新築支援事業 

・政策的医療関係施設運営費補助

事業 

・救急医療対策事業 

・医師地域循環型キャリヤ形成支

援システム推進事業 

・地域医療従事医師確保対策事業 

・医療ネットワーク推進事業 
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【部会意見】 

・患者を地域で支える取組として、

自分で通院することが困難になっ

ている方への支援策も必要であ

る。（再掲） 

・地域間の医療機関数や診療科目

の偏在などの課題を改善する方

策としても、医療連携ネットワ

ークシステムを地域のかかりつ

け医の診療所まで広げていく必

要がある。 

・さらには、在宅患者の情報を医

療や介護などの多職種間で情報

共有したり、災害時対応などと

の連携も視野に発展させる必要

がある。（再掲） 

 

 

 

 

 

『わかりやすく提供していく』

を『わかりやすく提供していく

ほか、「あきたハートフルネッ

ト」へ参加する診療所を拡大し

ていく』に修正 

病床機能の分化・連携

による効果的・効率的

な医療資源の配置 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・医療保健福祉計画推進事業 

 

県民への医療提供体

制に関する情報提供 

包括的かつ継続的な取組につき存

置 

【H28事業】 

・個別具体的な事業なし 

 

産科医療体制の充実 継続的な取組につき存置 

【H28事業】 

・周産期医療体制整備事業 

・産科医等医療体制特別対策事業 

 

 

 


