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資料２

平成３０年度健康づくり審議会 分科会・部会の開催状況
（H31.3.18現在）

分科会・部会名 主な議題・報告事項 協議概要

１．がん対策分科会 第１回：平成31年３月28日(木) 県議会棟 特別会議室（予定）

分科会長 議題未定

会長代理

消化器がん部会 第１回：平成31年３月27日（水）県議会棟 特別会議室（予定）

１ 市町村における消化器がん検診実施状況について

部会長 ２ 平成30年度秋田県の精度管理評価指導基準及び改善指標

会長代理 について

３ 対策型胃内視鏡検診の導入について

４ 委員からの提案・情報交換事項について

子宮がん部会 第１回：平成31年３月14日(木) 県議会棟 特別会議室 市町村における子宮がん検診実施状

１ 市町村における子宮がん検診実施状況について 況の報告及び精度管理の評価基準等に

部会長 寺田 幸弘 ２ 平成30年度秋田県の精度管理評価指導基準及び改善指導 ついて協議した。

職務代理 大山 則昭 について また、重複子宮の取扱いや液状化検

３ 統一受診券方式による子宮頸がん検診における重複子宮 体法等について協議を行った。

の取扱いについて

４ 秋田県子宮頸がん検診実施要領の改正について（液状化

検体法）

５ 国が推奨する検診以外の検診について

乳がん部会 第１回：平成30年11月13日(火) 県議会棟 特別会議室 市町村における乳がん検診実施状況

１ 市町村における乳がん検診実施状況について の報告や精度管理の評価基準等につい

部会長 島田 友幸 ２ 平成30年度秋田県の精度管理評価指導基準及び改善指標 て協議した。

会長代理 石山 公一 について

３ 委員からの提案・情報交換事項について

肺がん等部会 第１回：平成31年３月25日（月）県議会棟 特別会議室（予定）

１ 市町村における肺がん検診実施状況について

部会長 ２ 平成30年度秋田県の精度管理評価指導基準及び改善指標

会長代理 について

３ 委員からの提案・情報交換事項について

がん登録部会 第１回：平成30年12月27日(木) 県議会棟 特別会議室 全国がん登録に係る診療所の指定状

１ 秋田県地域がん登録資料利用の申請状況について 況及び都道府県がん情報の提供等につ

部会長 戸堀 文雄 ２ 全国がん登録に係る指定診療所について いて協議した。

会長代理 本山 悟 ３ 全国がん登録情報の窓口組織について

４ 全国がん登録情報における審議会その他の合議性の機関

について

５ 秋田県がん登録事業情報提供事務処理要領(案)について

６ 秋田県における都道府県がん情報の提供の利用規約(案)

について

２．母子保健分科会 第１回：平成31年３月12日(火) 県議会棟 特別会議室 平成30年度の事業報告及び平成31年

１ 母子保健事業について 度の新規事業説明を行い、各委員から

分科会長 寺田 幸弘 ２ 先天性代謝異常等検査の追跡調査結果について 助言をいただいた。

会長代理 高橋 勉 ３ ＨＴＬＶ－１母子感染対策について
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分科会・部会名 主な議題・報告事項 協議概要

３．感染症対策分科会 平成30年11月22日(木) 県議会棟 特別会議室 急増する梅毒の啓発普及のあり方、

１ 肝疾患対策部会報告及び肝がん・重度肝硬変治療研究促 輸入感染症疑い患者情報の共有化につ

分科会長 廣川 誠 進事業について いて協議した。

会長代理 小泉 ひろみ ２ エボラ疑似患者への対応訓練 また、集団感染発生後の死亡例公表

３ 梅毒対策について のあり方について各委員から助言をい

４ 県と感染症指定医療機関との健康監視に係る情報の共有 ただいた。

化について

５ 秋田県健康危機管理感染症マニュアルについて

エイズ部会 平成31年１月29日(火) 県議会棟 特別会議室 梅毒患者発生時のＨＩＶ（エイズの

１ 平成３０年度事業実施状況報告 原因ウイルス）感染の確認について協

部会長 高橋 義博 ２ 最近の梅毒報告状況について 議を行った。

会長代理 吉岡 智子 ３ 保健所検査の利用促進について また、エイズ患者の療養体制整備に

４ エイズ患者の施設等での受け入れに関する課題について ついて協議した。

肝疾患対策部会 第１回：平成30年11月７日(水) 県議会棟 特別会議室 秋田県指定医及び専門医療機関の基

１ 肝炎治療費助成制度の実績について 準について協議し、新たに選定した。

部会長 後藤 隆 ２ 肝炎ウイルス検査について また、第２期肝炎対策推進計画に記

会長代理 中根 邦夫 ３ 初回精密検査・定期検査について 載している「肝がん死亡要因の分析と

４ 秋田県指定医、専門医療機関について 協議」について、要因調査の方法等を

５ 第２期秋田県肝炎対策推進計画について 協議した。

６ 肝がん・重度肝硬変治療促進事業について

４．歯科保健分科会 第１回：平成30年11月27日(火) 地方総合庁舎 総502会議室 平成30・31年度歯科保健事業につい

１ 平成30年度歯科保健対策実施報告書（案）について て説明を行ったほか、秋田県歯と口腔

分科会長 藤原 元幸 ２ 秋田県歯と口腔の健康づくりに関する基本計画について の健康づくりに関する基本計画の進捗

会長代理 福田 雅幸 ３ その他 状況について説明・協議を行った。そ

の中で、既に達成済みの目標値２つ（

12歳児永久歯う蝕経験歯数及びフッ化

物洗口実施施設割合）について上方修

正した。

５．健康秋田21計画 第１回：平成30年12月20日(木) 地方総合庁舎 総503会議室 「健康づくりに関する調査報告書」の

企画評価分科会 １ 平成30年度「健康づくりに関する調査」について 概要について報告したほか、中間見直

２ 第２期健康秋田21計画の中間見直し版（素案）について し版（素案）の目標値の変更や記載内

分科会長 佐藤 家隆 容について協議した。

第２回：平成31年２月５日(火) 県議会棟 特別会議室 第１回分科会終了後に実施したパブリ

１ 第２期健康秋田21計画の中間見直し版（案）について ックコメント、関係団体等の意見への

対応のほか、それらも踏まえた計画

（案）について協議した。

６．栄養・食生活分科会 第１回：平成30年７月５日(木) 県議会棟 特別会議室 健康秋田いきいきアクションプラン、

１ 県が重点的に取り組む健康寿命延伸のための行動目標に 県民の食生活指針等について報告をし

分科会長 佐藤 家隆 ついて た。「減塩」と「野菜摂取」普及定着

２ 平成30年度事業について のための新規事業案（秋田県版スマー

３ 「減塩」と「野菜摂取」普及定着のための取組について トミール制度）について協議した。

７．心の健康づくり推進 第１回：平成31年１月10日(木) 県議会棟 特別会議室 自殺者の状況、平成３０年度事業等

分科会 １ 自殺者の状況について について報告し、主に新規事業につい

２ 平成30年度事業の実施状況等について て各委員から助言をいただいた。

分科会長 内藤 信吾 ３ 秋田県自殺対策計画について

会長代理 三島 和夫 ４ 秋田県自殺対策計画の進捗管理について


