
会  議  録 
 

会 議 の 名 称   茨木市地域保健医療対策懇話会 

開 催 日 時   平成26年７月18日（金） 

  午後２時～午後３時04分 

開 催 場 所   茨木市保健医療センター３階 大会議室 

出   席   者   上野豊委員、馬渕信司委員、中村よし子委員、宇野耕太郎委員、 

立田浩委員、坂本雅英委員、鹿田貞枝委員、深尾篤嗣委員、 

髙山佳洋委員、田尻功委員、佐名川玲子委員、甲斐弘子委員 

 

 

欠    席    者   西部俊三委員、浦野暁子委員、福井紀夫委員、奥本浩久委員 

茨  木  市   石津健康福祉部長 

 保健医療課 北逵課長、重留参事、髙橋課長代理、森本管理係長 

角山、菅納 

 救急救助課 上辻課長 

議     題  Ⅰ 会長の選任について 

Ⅱ 平成25年度における本市の保健医療事業について(実績) 

 Ⅲ 平成26年度における本市の保健医療事業について(計画) 

 Ⅳ その他 

配 布 資 料   別紙資料 

議 事 の 経 過  Ⅰ 会長の選任について 

Ⅱ 平成25年度における本市の保健医療事業について(実績) 

 Ⅲ 平成26年度における本市の保健医療事業について(計画) 

 Ⅳ その他 

  

上野会長の進行によりⅠ～Ⅳの議題ごとに北逵課長が説明し、意見

聴取が行われた。 

 

 



発　言　者 議題(案件)・発言内容

森本係長 （開会を宣言）

石津部長 （開会の挨拶）

森本係長 （出席者数及び傍聴者数を報告。会長選出まで、馬渕副会長が進行す

る旨の説明）

馬渕副会長  (茨木市審議会等の会議の公開に関する指針に基づき、本懇話会の公

開・非公開の決定について意見を求め、公開が決定される。会議録を

ホームページ上に公開することを伝える。傍聴者４名が入室。)

（議題Ⅰ「会長の選任について」の議事に入る。）

（鹿田委員の推薦により、会長に上野委員が選出される。）

上野会長 （会長就任のあいさつ）

（議題Ⅱ 「平成25年度における本市の保健医療事業について(実績)」

の内容に入る。）

北逵課長 （議題Ⅱについて資料に沿って説明をする。）

上野会長 （議題Ⅱについて、質問・意見等を求める。）

髙山委員 　健康診査事業について、「保健師による地区活動の拡充」とは、具

体的にどのようなものでしょうか。

重留参事 　説明でもありましたが、健康アンケート(14ページ)というものがあ

り、そのなかで「ここ１年間で健診を受けていない」という方で、

「健康状態は良い」という回答がなかった方に、受診勧奨も兼ねて実

施しています。それ以外では、特定健診を受けた方で、特定保健指導

の対象になったけれど、こちらで行っている教室への参加に繋がらな

い方にも、アプローチして訪問しています。また、特定保健指導には

該当しないのですけれども、将来的に生活習慣病を発症するリスクの

高い方に対しても、検査データから抽出して活動を行いました。

髙山委員 　特定健診について、実施数は記載してありますが、実施率は25年度

はどうだったのでしょうか。

重留参事 　現在、28.9％です。

髙山委員 　同じく、がん検診の受診率はどのくらいですか。

重留参事 　胃がん検診が5.4％、肺がん検診が28.8％、大腸がん検診が27.9％、

子宮がん検診が28.0％、乳がん検診が19.1％となっております。



発　言　者 議題(案件)・発言内容

髙山委員 　非常に積極的に取り組まれているようですから、資料を提示してい

ただくときに、(受診)率ですとかベンチマーキングで、府や国、ある

いは前年度と比べてどうなのかという指標をもう少しクリアにしてい

くと良いと思います。ここまで頑張っておられますので、これからは

より効果的、効率的にはどうするのかというフェーズに入っていくと

思います。そのためには、そのような分析的なデータも参考に示しな

がら議論されると良いのではないかと思います。

　あるいは、別紙の疾患の死亡率や胃がん率などのデータは保健所の

ほうでも把握しているのですが、こういったものを睨みながらされた

らと思います。

また、特定健診については、平成25年度はかなり未受診者訪問をされ

ていますが、これによってどのくらい(受診率が)伸びるのでしょう

か。飛躍的な試みですので、非常に参考になるのではないかと思いま

す。

同様に、例えば歯科の部分でも、フッ素塗布やカリオスタットもしっ

かりされていますね。もう十分低いと思うのですが、う歯の率など

も、他の市町村や府と比べてどうなのかなど、いろいろと頑張ってお

られるのをクリアにできる部分がたくさんあると思いますので、そう

いった部分を併せて示していただけると、より良いのではないかと思

います。

石津部長 　貴重なご意見ありがとうございます。一年の仕事がこれだけだった

ということを示すだけではなく、ここに出てきたのは連続性のある、

意味がある「活きた」数字ですから、これを次年度の取り組みにどう

活かしていくのか、ぜひご意見を参考にしまして改良したいと思いま

す。

甲斐委員 　今年度から特定健診が無料になり、きっとたくさんの方が喜ばれて

健診に行かれると思います。それについては私たちもとても喜んでい

ます。ただ、きっとそれにも行かれない人たちが出てくると思いま

す。なかなか外に出られない仕事をしている方たちなどのため、日曜

日に医療センターで健診を行うなど、比較的健診を受けやすい条件を

整えられるような計画がされると良いと思います。また、胃がん検診

は5.4％など非常に受診率が低いです。がん検診も早い時期に無料にな

ると嬉しいです。



発　言　者 議題(案件)・発言内容

甲斐委員 　こどもの医療費の公費負担について、現在は小学生までが無料と

なっていますが、中学生まで無料になっている自治体もあるようなの

で、これも、いつ頃無料実施できるのか、計画に盛り込み、課題にし

て欲しいです。

　茨木市は、今年度医療センターの小児科がなくなり、高槻市の高槻

島本夜間休日応急診療所に行くようになったのですが、たまたま、う

ちの孫が電話しましたらそちらに行くように言われて行ったのです

が、車がないと非常に行きづらい場所にあり、茨木市にこのような制

度がなくなってしまったのは大変と感じました。風邪や、ちょっとし

た症状であれば高度な医療機器は必要ないと思います。復活する見通

しはないのでしょうか。小児科は茨木市は夜７時半、８時を回ると無

医村状態になってしまいます。済生会病院に小児科がありますが、小

児科担当の先生がおらず、症状によっては見ていただけるという状況

です。医療センターの小児科をなくすのでしたら、もう少しきめ細や

かな対応を計画されたらと思います。

北逵課長 　特定健診につきましては、日曜日の健診に対応していっておりま

す。40歳代、50歳代の未受診者への受診勧奨を進め、受診率の向上を

図っていきたいです。

　小児科の廃止につきましては、高槻島本夜間休日応急診療所のほう

が検査機器が整っていること、また医師の確保もできており、充実し

ているため、こちらを利用していただく体制を整えたところですの

で、しっかりとした医療ができることをＰＲしていきたいです。ま

た、（厚労省が行っている）「♯8000」（小児救急電話相談）もあり

ますので、ぜひ利用していただきたいと思います。
　

石津部長 　今回、特定健診を無料化にしましたのは、受益者負担の原則に基づ

いています。がん検診は、受診者が一定の利益を受けるので一定の自

己負担をお願いしています。これに対して特定健診は、生活習慣病の

予防につながり、医療費が安くなり、保険者の医療負担が楽になると

いうところから、保険者が受益者となるため無料化にしています。

　乳幼児の医療費助成につきましては、こども育成部のほうに申し伝

えます。
　

坂本委員 　地域支援事業の中に、老人の一人暮らしや孤独死については入って
こないのでしょうか。例えば、一人暮らしの老人をチェックする機能
などは、介護保険の事業になり、地域医療とは関係ないのでしょう
か。
　



発　言　者 議題(案件)・発言内容

石津部長 　関わりがないということは絶対にありませんが、中心となっている

のは高齢介護課です。そちらで、一人暮らし高齢者のフォローや、地

域包括ケアシステムの構築などを行っています。
　

上野会長 （議題Ⅱについて、引き続き質問・意見等を求めるが、質問・意見等

　がないため、議題Ⅱを終わる。）

（議題Ⅲ　「平成26年度における本市の保健医療事業について(計

画)」の議事に入る。）

北逵課長 （議題Ⅲについて資料に沿って説明をする。）

上野会長 （議題Ⅲについて、質問・意見等を求める。）

甲斐委員 　定期予防接種に、おたふく風邪は入らないのですか。

北逵課長 　今のところ入っておりません。予防接種法の改正等に基づいて行っ

ています。検討の中には入っています。

甲斐委員 　特定健診の受診率は、平成25年度の実績は28.9％でしたが、無料化

に伴ってどの程度の受診率になりそうでしょうか。

北逵課長 　目標は高く、40％から50％を予定しています。

髙山委員 　無料化して項目を充実させておられ、さらに未受診者への受診勧奨

も行えば受診者数はかなり増加すると思いますが、資料に記載されて

いる数字は、もし人数を上回れば、補正予算を組んで実績を積み上げ

ていかれる場合の数字と理解していいのでしょうか。

北逵課長
　はい、年度途中でもしも予定を超えてきた場合は、補正予算を考え

ます。
　

髙山委員 　がん検診は「健康いばらき21」で数値目標を挙げておられますが、

この資料の数値目標はそれをもとに設定したものでしょうか。
　

重留参事 　確かに目標を目指してはいるのですが、この１、２年ですぐに到達
するのは大変厳しいものがあります。ですので、前年度の受診率から
伸びを見て、受診対策や保育つきの検診を加味した現実的な数値と
なっています。
　

甲斐委員 　前回も少し申し上げましたが、不妊治療の補助について考えていく

時なのではないでしょうか。不育症の治療費の補助は昨年６件の利用

があり、今年度は10件を予定されていますが、不妊治療については考

えておられないのでしょうか。
　



発　言　者 議題(案件)・発言内容

重留参事 　不妊治療は都道府県の助成がありますので、ほかでは全く助成のな

い不育症にあてている状況です。不妊治療を受けられる方は年々増え

ていると聞きますので、他市の状況も見ながら研究していきたいと思

います。
　

上野会長 （議題Ⅲについて、引き続き質問・意見等を求めるが、質問・意見等

　がないため、議題Ⅲを終わる。）

（議題Ⅳ　その他」の議事に入る。）

髙山委員 　この懇話会の守備範囲かどうかは分からないのですが、１つは在宅

医療の問題です。国を挙げて2025年に向けて、システム作りを進めよ

うということで、介護と併せて、大きなキャンペーンに近いようなも

のとして行政も民間も併せて進めており、そのための基金事業ですと

か、急きょ国からも提案が求められたりしているのですが、そのよう

なことに関しましては、高齢介護課のほうにもまたがってくる部分が

かなりあると思うのですが、役所の中で縦割りになって、両方が押し

付け合いをして、結局隙間に落ちて前に進まないということになる

と、一番不幸な目に遭うのは住民のみなさんですので、在宅医療の本

体については26年度から今後、27年度以降に介護保険の計画の見直し

もありますから、かなりシステマティックに関連部局と連携されて、

前向きに取り組むことを検討していただきたいです。

　それから、災害時の医療体制については、救急医療と重なるところ

があるのですけれども、茨木市医師会さんは非常に素晴らしいマニュ

アルを作られています。そういうものと連携して、行政の防災計画が

ありますが、「いざ鎌倉」というときにはどういう真価が問われるの

か？もちろん、一次が市で取り組まれる部分で、二次、三次は府であ

るとか、非常に濃い内容になるのですけれども、そういう部分との連

動なども、ちょうど今府域全体でも防災計画の見直し・検討がなされ

ています。このエリアは、南海トラフの大地震、大津波による被害が

そんなに想定されない地域なのですけれども、せっかくこういった素

晴らしいものが作られているというタイミングを捉えて、また府域全

体の見直しも多くありますので、こちらの守備範囲かは分からないの

ですけれども、されていったらどうかと思います。
　



発　言　者 議題(案件)・発言内容

髙山委員 　もう一点、先ほど効果的・効率的と申し上げましたけれども、これ

も今、国を挙げて、ＫＤＢ(国保データベース)やＬＤＢといった、レ

セプトを活用したデータベースを作成して、それに基づいてそれぞれ

の保険者が、保険事業にフィードバックするようなデータヘルス計画

を作りなさいという状況です。健保保健組合は平成27年度から義務付

けられると聞いていますし、協会健保もほぼ義務付けに近い。市町村

国保は努力規定と聞いているのですけれども、茨木市さんはここまで

積極的に取り組まれておられるのであれば、努力規定の部分につい

て、他の市町村に先駆けて、積極的に取り組まれるよう検討されたら

と思います。
　

石津部長 　ありがとうございます。

　在宅医療につきまして、確かに、この保健医療課と高齢介護課が一

緒になって取り組んでいかなければならない部分です。幸いにも、府

からの補助金も下りており、医師会には非常に頑張っていただいてお

ります。この事業計画の中では明確には記載していませんが、医師会

と保健医療課が連携して、在宅医療がスムーズに進むように取り組み

を始めているという状況です。

　また、２番目の災害時の件につきましても、医師会から協定の案を

提示していただいているところでして、庁内でも危機管理部門と併せ

て検討しているところです。これがきっちりと実のある形で、今後の

具体的なマニュアル作りに繋がっていけばと思っております。
　
　３番目の国保データベースの関係なのですけれども、保険者として

ヘルス事業にどう繋いでいくか、結局、保険者の利益になっていくと

いうことは、重々理解しております。ただ、市の国保のシステムが、

今は結構老朽化しておりまして、システム修正などで多くの金額がか

かってきそうで、しかも国保も都道府県化を目前にしておりまして、

そこで大きなパッケージシステムの導入を考えていかなければならな

い状況です。その大修正をする折に、きっちりと国保のデータヘルス

を活用できるようにしていくつもりです。
　

上野会長 　救急災害に関しましては、医師会のほうも担当の理事が頑張ってく

れています。もちろん医師会だけではできませんので、三師会、行

政、当然、保健所さんとも協力していただいて、これからどんどん進

めていきたいと思います。
　



発　言　者 議題(案件)・発言内容

甲斐委員 　最初のご挨拶の中でお詫びされたように、資料の送付が非常に遅い

です。やはり１週間ほど前にはいただきたいです。それと、この懇話

会の内容をホームページで公開されると仰いましたが、この資料も公

開されるのでしょうか。
　

石津部長 　はい、公開します。

　
上野会長 　よろしいでしょうか。

（その他、質問・意見等を求めるが、質問・意見等が無いため、平成

26年度茨木市地域保健医療対策懇話会を終了する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後３時04分終了


