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平成 30 年度 第 3回浜松市保健医療審議会 会議録

1 開催日時  平成 31年 2月 25 日（月） 午後 7時 30 分～午後 9時 00 分 

2 開催場所  浜松市口腔保健医療センター 講座室 

3 出席状況   委員 14 名 

        滝浪 實会長 ・ 荻野和功副会長 

        稲田謙一委員 ・ 海野直樹委員 ・ 大野守弘委員 ・ 加陽直実委員 ・ 

品川彰彦委員 ・ 正田 栄委員 ・ 鈴木恵美子委員 ・ 鈴木勝之委員 ・ 

髙倉英博委員 ・ 羽田浩史委員 ・ 平井 章委員 ・ 山岡功一委員 

事務局 24 名  

新村医療担当部長・西原保健所長・板倉健康福祉部参与・山中健康医療課次長・ 

辻村健康増進課参事・小山健康増進課専門監・鈴木精神保健福祉センター専門

監・渡辺福祉総務課専門監・白澤夜間救急室長・月花佐久間病院事務長・内藤

保健環境研究所長・小池保健総務課長・寺田生活衛生課参事・永田生活衛生課

食品衛生担当課長・天野看護専門学校副校長・山内高齢者福祉課医療介護推進

担当課長・松下病院管理課次長・林保健所浜北支所長・伊藤警防課救急管理担

当課長・小久江警防課専門監・土井（警防課）・西崎健康医療課専門監・河島健

康医療課主幹・瀧下（健康医療課） 

4 傍聴者   0 名（一般） 

5 議事内容  報告事項 

（１） 第三次浜松市自殺対策推進計画（案）パブリック・コメント募集結果に

ついて 

（２） 風しんの追加的対策について 

6 会議録作成者  健康医療課  瀧下 

7 記録の方法  発言者の全部記録       録音の有無  ○有・無 

公開・非公開の別 
■ 公 開 □部分公開 

□ 非公開 
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8 会議記録 

1 開会 

山中健康医療課長が平成 30 年度第 3回浜松市保健医療審議会の開会を告げた。 

（事務局） 

浜松市保健医療審議会条例第 4条第 2項により会議が成立している旨の報告 

2 議事 

（滝浪会長） 

本日はお忙しい中、またお疲れのところお集まりいただきありがとうございます。今回は「自

殺対策推」と「風しん」をテーマとした報告事項となっていますので、本日も忌憚のないご意見

をどうぞ宜しくお願いいたします。 

議事に入る前に、本審議会の公開について、各委員の了承をいただきたいと思います。本日の

審議会では個人情報などの非公開情報を審議する予定がないようです。浜松市情報公開条例によ

り議事を公開することにしてよろしいでしょうか。 

（委員の了承を確認） 

（滝浪会長） 

 それでは、議事に入ります。はじめに、報告事項（１）の「第三次浜松市自殺対策推進計画（案）

パブリック・コメント募集結果について」事務局から説明をお願いします。 

（事務局 山中健康医療課長） 

健康医療課でございます。報告事項（１）第三次浜松市自殺対策推進計画（案）パブリック・

コメント募集結果についてご説明いたします。 

それでは、資料１をご覧ください。 

昨年１１月に開催いたしました「第２回保健医療審議会」にて第三次浜松市自殺対策推進計画

（案）についてご審議いただいた後、１２月５日の市議会厚生保健委員会にて計画（案）を報告

し、平成３０年１２月１７日から平成３１年１月１５日までの３０日間でパブリック・コメント

を実施しました。意見は２人から３件の提出をいただき、その内訳は提案２件、要望 1 件でござ

いました。その３件について報告いたします。 

提案１でございますが、計画の目標について、計画案では「浜松市の自殺者が一人でも少なく

なることを目指します」としていますが、「自殺へ追い込まれる前に誰でも救われるまちづくりを

目指します」としてはどうか、というものでございます。 

６行目、あくまでも目指すところは、「誰もが自殺に追い込まれることのない社会」であって、
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あえて数値目標を設定するなら「自殺者は０」とすべきだと考えます。一方で、事業計画の実施

後、効果を測定する方法としては一定の目標数値を掲げる必要もあります。そこで、基本理念を

十分に心得た上で、自殺総合対策大綱と比較する参考のために一応の数値目標を設定することと

します。」と説明文に加えたらどうか、という御提案でございます。 

意見に対する反映度は、＜案の修正＞でございます。目標を修正するものではなく、最終業の

なお書きに記載しましたが、数値目標を設定した背景がわかるように、計画に図を追加するもの

でございます。 

資料２の５ページをお願いします。「目標値の設定について」を表題とするグラフを追加いたし

ました。グラフの上段に記載してありますとおり、「国は 2015 年（自殺死亡率 18.5）から 2026

年（自殺死亡率 13.0）で 30％減少を目標とする」もので、これは国の自殺総合対策大綱に定めら

れています。 

浜松市でも国と同様に、グラフの下段に記載のとおり、2015 年（自殺死亡率 15.2）から 2026

年（自殺死亡率10.6）で30％減少することを目標とし、計画期間中の2022年の自殺死亡率を12.0％

以下とすることを目標といたしました。 

計画案の２ページをご覧ください。１行目に、「国の自殺総合対策大綱では、自殺対策の基本理

念を以下のとおり示しています。本市においても、この基本理念を基に自殺対策を推進していき

ます。」としており、このような考えを踏まえ市の回答としています。 

資料１に戻っていただきまして、提案１の意見に対する反映度でございます。「国の自殺総合対

策大綱では、自殺対策の基本理念を「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指しま

す」とし、本市においても、この基本理念を基に自殺対策を推進していきます。最終的に目指す

べきはそうした社会の実現でありますが、これまでの第一次、第二次計画を踏まえ、当面は第三

次計画の目標として「浜松市の自殺者が一人でも少なくなることを目指す」こととし、事業計画

の実施後に評価する方法として数値目標を設定し、自殺対策を進めていきます。」といたしました。 

２ページをご覧ください。提案２でございます。 

分野別施策の中に、「自殺の分析」を加え、「起きてしまった自殺について、何ができたのか、

何ができなかったのか、何が不足していたのかを遺族等の協力を得ながら、庁内及び幅広い分野

の専門職が多角的に検証し、その死を活かす仕組みをつくってはどうか」というものでございま

す。 

この意見に対する反映度は＜今後の参考＞といたします。 

自殺実態の事後的評価には、亡くなる直前の様子・生育歴などの聞き取りや、遺書やメール等

の故人に関わる資料の確認など、自殺に至った背景を心理学的に分析することが必要となります。 

こうした調査の実施は、自死遺族にとって侵襲的なものとなるおそれがあり、実施にはきわめて

慎重な対応が求められるところです。また、統計的・多角的に分析するには多くの事例数が必要

となることから、自治体レベルを超えた調査が必要となります。このような考えに基づきまして、

下から５行目、現在の自殺総合対策推進センターが実施した「心理学的剖検」には、本市も調査

協力を行っております。その際の研究結果を参考とし、自殺予防のための介入のポイントや効果
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的なセーフティネットのあり方について、幅広い分野の支援者に周知理解を図っていきたいと考

えています。 

３ページをご覧ください。要望１でございます。 

いただいた意見の２段落目、７行目ですが、浜松市に求めるものとしては、市民アンケートの

段階から「性的指向・性自認」の視点も入れ、性的マイノリティが浜松市にどれくらい住んでい

るか、その性的マイノリティがどれくらい悩み自殺を考えたことがあるか、自殺を試みたことが

あるかなど、調べていただきたい。そして、そのデータを基にして、どのような取り組みが必要

なのか多職種連携にて対策を練り、取り組んでほしい。性的マイノリティに詳しい市議会議員、

大学教授、弁護士、また地域の性的マイノリティの支援団体とも協働が必要だと考える。 

一人でも多くの性的マイノリティが自殺を考えることなく、その人らしく生活できる浜松市を

目指して取り組んでほしい。というものでございます。 

この意見に対する反映度は＜今後の参考＞でございます。 

自殺に追い込まれる要因には、経済問題、健康問題、孤立等の様々な社会的要因があり、性的

マイノリティについては、社会や地域の無理解や偏見等の社会的要因によって自殺念慮を抱える

こともあると言われています。市民アンケートについては、悩みやストレスの原因の項目として、

性的マイノリティを追加するなど、検討してまいります。また、多職種連携については、現在、

医療関係者、法律の専門家、各種団体、関係機関や地域との連携を強化しており、これらの支援

の輪を広げる中で、性的マイノリティを含むさまざまな社会的要因への対応を拡充し、自殺のリ

スクを抱える人たちの自殺防止に努め、本市の自殺者が一人でも少なくなることを目指していき

ます。 

資料２をご覧ください。パブリック・コメント実施時の「第三次浜松市自殺対策推進計画（案）」

から追加・修正した箇所をご説明いたします。 

５ページをお願いします。パブリック・コメントの提案１でご説明しましたが、数値目標を設

定した背景がわかるように、「目標値の設定について」グラフを追加しました。 

また、三つのコラムを追加しています。２７ページをお願いします。一つ目は「絆プロジェク

トの立場から期待すること」を表題にしたコラムでございます。 

４１ページをお願いします。二つ目になりますが、「直接つなぎ、協力して見守る」と題して、

浜松自死遺族わかちあいの会の代表のコラムでございます。 

５５ページをお願いします。三つ目は「ゲートキーパー」に関するコラムを追加しています。 

５６、５７ページには、浜松医科大学教授尾島委員から「どんどん相談したり、助けを求めた

りしましょう」と題した寄稿文を追加しています。後ほど、ご覧いただければと思います。 

次の５８ページからは資料編でございます。１浜松市内の相談機関一覧表 

６１ページから６７ページまで、市民アンケート調査の単純集計結果を掲載しています。 

６８ページから８０ページまでは、国から示された「地域自殺実態プロファイル」でございま

す。重点パッケージとして、勤務・経営、高齢者、生活困窮者が浜松市の特徴とされています。 

８１ページから８５ページまで、自殺対策基本法。 
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８６ページから８８ページまで、浜松市地域自殺対策推進センター設置要綱。 

８９ページには、浜松市における自殺対策を総合的に推進するため、関係機関及び行政の連携

を深めることを目的に設置されている「浜松市自殺対策連携会議」の専門委員の名簿を掲載して

おります。 

説明は以上でございますが、委員の皆様には計画の冊子ができ次第郵送したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

（滝浪会長） 

 ありがとうございました。パブリック・コメントと第三次浜松市自殺対策推進計画についてご

説明いただきました。この件について、委員の皆様からそれぞれのお立場でご意見、ご質問をい

ただけますでしょうか。宜しくお願いします。 

（滝浪会長）

 パブリック・コメントに関しましては、提案二ついただいて、要望一つということですけれど

も、それぞれ対応できるところとその方向性ということでお示しいただいております。要望に関

しましては当然のことですので、わかりやすい形で見える化していっていただければよいと思い

ます。これは、なかなか難しい問題であると思います。

 ご意見いかがでしょうか。

 トップバッターでは申し訳ないので、最後の締めでお話いただいてもいいんですが、山岡先生

いかがでしょうか。

（山岡委員）

 自殺対策推進計画を作る自殺対策連携会議のメンバーでもあるので言っていいのかわかりませ

んが、第１回の時にお願いしました子育て中のお母さんのことを、受け入れ中で介入していただ

いております。今あらためて資料２の 32ページの上の抑うつ群・非抑うつ群の子育ての負担の違
いを示した棒グラフですが、「子育て」のところだけ、抑うつ群より非抑うつ群の方が悩みやスト

レスの原因あるとなっています。もうひとつ 39ページですが、これまで本気で自殺したいと思っ
た人の悩みやストレスの原因のグラフですが、「子育て」が 15.9％と、かなり高い数字になって
います。子育て中のお母さんは、どう感じていらっしゃるのか、この二つの数字を見ながら考え

ています。説明がつきますでしょうか。大変だろうなという想像だけはつきました。

（滝浪会長）

 最初から難しい質問が出ました。

（事務局 新村担当部長）

 ここの細かい分析についてはできていない状況で、アンケートの結果として受け止めておりま
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す。事業としては、健康増進課で産後うつの相談を、検診の時をきっかけに実施しておりまして、

そこで把握するタイミングがあるので、悩みに気付く機会を設けるようにしております。

申し上げてよいかわかりませんが、先日、浜松市内で小さなお子さんが母親によって殺されてし

まった事例がありました。それがどういった原因に基づくものかわかっておりませんが、そのよ

うな事例がないようにということでしょうし、それが子育て中のお母さん方に及んでいかないと

いう取り組みが必要だと思っております。

（山岡委員）

 念のため、弁護するようですが、浜松市の保健師がご本人を連れて精神科を受診するケースも

増えていますので、行政の仕組みとしては、よく動いているなと感じています。

（滝浪会長） 

 ありがとうございました。他に何かございますか。 

（稲田委員） 

 只今の子育ての関係で、質問させていただきたいのですが、自殺ではないけれども、子供の虐

待に関しては児童相談所に通報しているケースが 13 万数千件、警察から児童相談所に連絡がいく

ケースが 8 万から 9 万件で、増えている状況です。逆に、子供への虐待が一切なければ、子育て

中の親御さんの自殺が何倍にも増えるのかもしれないと、個人的に思っています。親御さん自身

のストレスが子供にあたることによって解消され、自殺が回避されているということがあるのか

どうかをみていく必要があると思います。皆さんご存知のとおり、先日、沖縄県から千葉県に転

居した家庭で子供が亡くなった事件、その前には香川県から東京都へ転居した家庭で子供が亡く

なった事件がありましたが、親が自殺せずに、子供を殺してしまっています。子供を殺さなけれ

ば、親が自殺したのかといったところの分析をしていかないと、児童虐待も減らないでしょうし、

子育て中の親御さんの自殺問題も根本では繋がっているように感じています。 

 民生委員の立場から言いますと、児童虐待の問題は非常に大きな問題になっていて、先週も子

供の関係機関が集まった会議の場でも取り上げられ、その前には、東京の会議の場でも児童虐待

の話がでました。様々な文書では、連携をうたっているけれども、現状は情報提供もままならな

い状況であり、民生委員は虐待において何かできたかと言われると何もできなかったため、民生

委員の必要性まで問いたくなるような、自責の念に駆られる状況になっているという報告があり

ました。 

 自殺の問題と子供への虐待の問題はどこかで繋がっているのではないかという視点で問題を掘

り下げていかないと両問題共に減っていかないという気がしています。以上です。 

（滝浪会長） 

 ありがとうございました。 
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（事務局 新村医療担当部長） 

 虐待と自殺の問題は関連があるかもしれませんが、我々の取組みで言いますと、把握している

限りにおいて、全件、保健師が妊娠期から訪問指導を行ったりして妊婦さんのケアをしておりま

すし、先ほども申し上げましたが、産後うつについては、定期検診等で保健師が面談の機会をも

って、お子さんの体のことだけでなく、お母さんの精神状態やお悩みについても確認するように

しております。そのストレスが子供に向くのか、ご自分に向くのかということもありますが、当

然、両方に向かないように、向いた場合にはしっかりとケアするように対応していきたいと思い

ます。定期検診で見る機会がございますので、なんとかそこで気づいて専門家に繋いでいくとい

うようなセーフティネットを布いていくことが目標だと思っています。 

（山岡委員） 

 答えになるかは分かりませんが、虐待と自殺がどう繋がるかについては知恵がありませんが、

個人的に、平成 10 年頃だったと思いますが、子殺しのお母さんの精神鑑定を続けて行っていまし

たが、多くのお母さんがうつ病で、子殺しに至るのは自分だけ死ぬのではなくて、子供を残すと

不憫で一緒に死ぬという心中が圧倒的に多いです。実は、産後うつ病といって月の単位で経過し

ているうつ病のお母さんというのが、その他のうつ病よりも自殺リスクが高いです。なので、そ

こで止めておかないと二つの命が亡くなってしまうかもしれないし、下手をすると、先ほどの話

のとおり、子供だけ亡くなって、お母さんが罪状を着せられなくてその先を過ごさなくてはいけ

ないことになるので、やはりお母さんの自殺は何とかして止める仕組みが必要です。少なくとも

医療で対応できる部分もありますので、そこは進めていただきたいと思います。 

（滝浪会長） 

 ありがとうございました。 

（稲田委員） 

 一言だけ言わせてください。沖縄でも千葉でも東京でも、どこでも保健師の訪問活動はやって

います。行政が、甘い考えでいるのであれば、おそらく次は浜松で起こるであろうと思います。

保健師がいくら回ったとしても、この問題は起こっている。ですから、どうやって子育て中のお

母さんのリスクを事前に察してあげるかというところを、もっと手厚く対応してあげないと駄目

だと思います。保健師と民生委員の関係はかなり密なので、実態はよく知っていますし、一生懸

命やってくださっています。だけどもこの問題は起こります。行政が、そんな甘い認識ではまず

いと思います。対応しているから何とかなるということはない。そのような考えでは、次は浜松

で起こってしまうと思います。 

（滝浪会長） 
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 全国的にもいろいろ問題になっていると思いますけれども、資料２の 11ページをご覧いただく

と、浜松市も自殺の原因や動機としては家庭問題というのが上位にランクされており、また増え

ているということです。それに対する関わり方というのを自殺対策の計画の中で書いていただい

ているのが、「絆」というところが非常に多いです。大変失礼ですけど、民生委員の関わり方とい

うのが、なかなか連携がうまくいかず、繋がらないのではないかというご意見かと思いますが、

そういうところは、情報公開によるところが大いにあると思います。 

（海野委員） 

 今、児童虐待の話がでたので、ちょっと自殺の件からはずれてしまうかもしれませんが、虐待

について、当院の委員会が開かれて、検証をしています。この場合のゲートキーパーというのは、

病院、医師です。特に小児科医のところに、幼稚園や小学校のお子さんが来ます。その子が、入

院したり、長く接しているうちに心を開いて、虐待の実態明らかになります。結局、病院として

はそれ以上何もできないので警察に入ってもらい、児童相談所に連絡して、繋いで終わることが

ほとんどです。ただ、そこに関わった医師たちは気になっていて、その後どうなったのかを児童

相談所に連絡してみても、児童相談所側は教えられない。そうすると、医師としてはフォローア

ップしたいと思っても、現在の状況すら教えてもらえない。繋がりとは言いつつも、シャットダ

ウンです。ゲートキーパーだけをやってくれというのが現在の状況になっており、それでは片手

落ちだと思います。第三者の医師なら兎も角、実際に主治医になった医師からの問い合わせがあ

った場合は、情報提供できないものでしょうか。先日、直接、小児科医から訴えられて、答えが

出ずに終わってしまったことがありました。自殺のこととは離れてしまうかもしれませんが、ご

検討いただけたらと思い、発言しました。 

（事務局 新村医療担当部長） 

 そのお話はうかがっておりますが、情報提供して差し支えないかという検討をして、難しいと

いう判断がなされたと思いますが、海野先生のおっしゃったことにつきましては、あらためて児

童相談所にお伝えいたします。 

（滝浪会長） 

 先日、学校保健委員会というのがございますが、そこで虐待をテーマで千葉県の虐待センター

の医師に来ていただいていろいろな話を小児科の先生方にしていただきました。今お話にあった

ように最初のゲートキーパーと、専門性という意味での立場の医師が少ないということかもしれ

ません。フィードバックするにしても、その医師にお願いしてよいものかを児童相談所でも考え

てしまうのかもしれません。ただ、全く情報を伝えないというのは変な話だと思います。 

（海野委員） 

 病院に来たわけですから、病気もあります。 



- 9 -

（滝浪会長） 

 そうです。なので、児童養護施設に入った時に、施設の職員たちも情報に関してはピリピリし

ているところがあって、私としては、その施設の嘱託医を担っていただくのが一番良いのではな

いかという気がします。 

（海野委員） 

 最近の事件で言うと、虐待している父親に情報が洩れることを警戒してということしょうか。

（滝浪会長）

 いろいろなことがあり、その一つであると思います

 本日も、児童養護施設の施設長が殺害されてしまったというのを耳にされたと思いますが、施

設の卒業生が刺殺してしまったというのが報道されていました。非常に難しい問題であると思い

ます。

 そのような専門性をもった医師がいる病院が、浜松市にもできたらいいと思います。そうする

と、その専門医と小児科医とが連携をして情報を共有することになります。現在、浜松市はサー

ビス的な部分も含めて、発達障害施設のレベルが全国的に見ても高い水準にあります。一方、こ

の虐待というテーマに関しては、まだまだ後進的だという厳しいご意見もあり、受け止めていま

す。

 いかがでしょうか。どんどん難しい話になっていきますが。

 専門にやっている施設ができれば、そこから情報共有していただいて、医師同士の連携ができ

るということだと思います。

（海野委員）

 そのとおりですけれども、虐待は患者として来た最初は分からなくて、普通に小児科に来院し

たり、あるいは救急車で来て、暫くたってから虐待だと判明します。虐待だから、この病院、こ

の医者にかかろうとはならないです。

 滝浪先生がおっしゃるように、その医師がどうしたら良いだろうかという相談窓口のようなと

ころはしっかりしておいていただければと思いますが、現在、虐待が判明した場合は警察か児童

相談所のどちらかしかないですが、そこに専門医療機関があれば相談窓口になってもらえるかな

と思います。

（滝浪会長）

 おっしゃるとおりで、そういう施設等があると気づきをしていただいた医師からの情報提供で、

本当に虐待だろうかというところを専門家がチェックをして、最初の医療機関と連携をしていく。

そうすれば、その後のフォローも上手くいくと思います。最終的には児童養護施設に入ってそこ
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から、母子の施設もございますが、浜松にはいろいろな施設はありますが、その後どうなってい

くかというフォローアップができていない状況だと思います。私も驚いたのですが、今回の施設

長が刺殺されたということに至ったときに、その後のことまで含めて、ずっとフォローなければ

いけないということからすると、地域に根差したシステムが成熟するとよいと感じました。

 浜松市は政令市なので、そういった施設を作ってほしいということでよろしいでしょうか。

（海野委員）

 現場の人たちは、ただただ自分が診た子がどうなったかと心配して終わっています。そうして

いるうちに次の虐待を受けている子が来るというように、ずっと続いています。だから、現場は、

モヤモヤしたものが残っていると思います。

（稲田委員）

 児童虐待防止法は、明確な児童虐待でなくても心配な場合は通報するように法改正がなされた

と思います。なので、地域の人たちでも、夜中に大声で泣き叫んでいる子がいれば虐待を疑って

通報するようになっています。直接電話してくれるケースもあれば、民生委員に通報を依頼して

くるケースもあるのですが、通報して児童相談所が一時保護してくれるケースも結構ありますが、

その後どうなったかを尋ねても、一切教えない。海野先生がおっしゃったように情報が切れてい

ます。一時保護は期間に限りがあるので、親元に返すか、児童養護施設で保護するかになるわけ

ですが、どうなったかもわからない。もし親元に返すのであれば、誰かが見守りをしていかない

と、また同じ虐待を受けることになります。なので、関係者の情報共有の仕組みを作らないと駄

目だということを以前から申し上げている。これは、浜松だけが遅れているわけではなく、全国

的にもそのような状況ですが、子供の命を守るには、子供に関わるあらゆる機関が情報を共有し

て、それぞれ役割分担しないと駄目だと思います。それぞれの関係機関は一生懸命やっているけ

れども、情報が共有されず、まったく繋がっていないので、モヤモヤした気持ちを皆が抱えて対

応しています。これを続けていたのでは、次々に虐待によって亡くなっていく子供が出るんだろ

うなと思っていますので、是非、関係者で情報共有しながら子供を皆で守っていくような仕組み

を浜松で作りたいと思っています。

 更に言えば、国は生活困窮者自立支援法を改正する中で、関係者で情報を共有するよう謳って

います。本人同意は必要ないです。情報共有して支援するとしています。浜松の関係部署にもコ

ピーを取って渡しています。生活困窮者自立支援法では、守秘義務を課せられている関係機関の

中では情報共有して、有効な支援をするよう示していますので、浜松も一日も早くそうした方向

への仕組みづくりに踏み出してほしいと思います。

（事務局 新村医療担当部長）

 稲田委員からいただいたご意見については、児童相談所にお伝えします。
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（滝浪会長）

 児童相談所だけの問題ではなくて、虐待等、問題に関する皆様それぞれの、専門職の方は知識

や対応は高いレベルでいらっしゃると思いますが、全般的なコンセンサスとして成熟した集団に

なっているかどうかという点については、少し問題がると思います。もう少し虐待に関する啓発

事業というのをさらに行っていくということが大事だと思います。関わり方の役割というのは、

それぞれ繊細なところがあるので、個人情報保護という観点だけではなくて、関わり方のスキル

が大事だと思います。ゲートキーパーの関わり方のスキルであり、専門職の関わり方のスキルで

あり、フォローアッパーのスキルであるというのが成熟してこないと難しい問題ではないかと、

私個人的には思います。

 荻野先生、いかがでしょうか。

（荻野委員）

 大変難しい問題だと思いますけれども、虐待する家庭を皆で連携するとおっしゃいますけど、

これから独居老人の問題だとか認知症の問題とか、結局、個人情報と地域連携とは相反するもの

でありまして、今まで個人情報がここまで言われるようになったのは、逆に、個人情報がない田

舎の町のようにいっぱい問題があって、現在のようになってきているので、これから先、だんだ

ん揺らぎながら収束するところに落ち着くとは思います。一方で、個人情報が前面に出て、こう

いった問題がまた浮き上がってきていると思いますので、非常に難しいなと思います。答えにな

っていないかもしれません。

（滝浪会長）

 ありがとうございました。何か他によろしいでしょうか。

 とは言うものの、啓発事業をしっかりしていただいて、連携、顔の見える関係がもう少しでき

るといいと思います。病院の方には、情報をフィードバックするというのは、関係施設に入った

ら、嘱託医が役割を果たすのが妥当かもしれません。なかなか難しいですが、難しいと言ってい

るだけでは進まないですから。

（海野委員）

 望むらくは、何らかのフィードバックはいただきたいです。

 まったくケースは違いますが、脳死で臓器提供して臓器移植をすると、どこの誰ともわからな

い人に臓器提供されますが、その人の匿名の情報は来ます。臓器移植をやってよかったと思える

ような何らかのフィードバックがあることで、現場の医師たちのモチベーションになります。

 今のままでは、警察や児童相談所にその都度繋いで終わり、次々に犠牲者が出るだろうなとい

う気がしています。

（滝浪会長）
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 この問題が終わることはないと私は思っています。一件一件、児童相談所に繋いだからといっ

て終わるわけではないので、ずっと延々と続く問題だと思います。なので、そこでとても繊細な

問題が出てくると思います。いろいろな人のタッチの仕方というのは、スキルアップするとよい

と思います。海野先生のおっしゃる情報の公開するやり方も、上手い形で情報を返せればよいの

ではないかと思います。

（海野委員）

とにかく多職種が集まってやらないとできないことです。それを病院から音頭を取ることもで

きないし、民生委員が音頭を取ることもできないので、そこは行政が関わる人たちを統率してや

っていく以外他ないです。第一歩を踏み出すのは、行政だと思います。

（滝浪会長）

 難しいですね。実は私も児童相談所の嘱託医をやっていますが、関わり方がものすごく難しい

ので、どうやって関わったらいいだろうか、その子にとっての精神的なアンバランスなところが

ずっと引き続いているので、そういうのを見ると、初診の医師の顔を見に行くかというと多分行

かないだろうし、結果だけだとしたらルールを行政で作ってもらったらよいと思います。漠然と

した報告会みたいなものがあってもよいのではないかと思います。本当は、虐待センターのよう

なところがあればよいですが、そうでなければ、例えば医療センターに作っていただいて、そこ

で情報を集めていただいて発信する。浜松市はまだまだゲートキーパーのコンサルタントが成熟

していないので、是非医療センターで作っていただいてもよいのではないかと思いますが、如何

でしょうか。

（海野委員）

 医療センターは市長が開設している病院ですので、市長の名の下でお願いしたいと思います。

（滝浪会長）

 対応する医師も症例数をこなしていないと振り分けや対応方法も非常に難しいと思いますので、

人材的には難しいと思います。

 いじめに関しては、全国的にも、講習を受けて研修修了証を渡すようなシステムもできていま

す。浜松市でも是非そのような取り組みを進めていただきたいと思います。

 話が特化されたところにいきましたが、自殺という枠の中でのご意見があればお願いします。

（荻野委員）

 先ほどの話ですが、精神科か小児科かは分かりませんが、児童精神に関しては、県の会議の中

でも医師がほとんどいなくて壊滅状況なので、ハード面を整備してもそこで活躍する医師の確保

が少ないと思っています。是非、浜松市でやっていただけると良いと思います。
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 お尋ねしますが、5 ページの追加した図表ですが、全国の母数が浜松市よりはるかに多いわけ

で、数字的になだらかなカーブを描くのはいいですが、浜松市の場合は、ここには平成 24 年から

平成 27 年の 4 年分のデータしか載っていませんが、母数も 100 人強なので、年に寄って自殺者

が複数人増えると、一気に全国平均あたりまでいってしまうことが想像できますので、過去これ

までの振れ幅がどのくらいだったでしょうか。計画の仕方としては、当然、これでよろしいと思

います。仮に 2022 年にたまたま数人の自殺者が増減したことで、目標値より良かった悪かった

という議論になることを想定すると、これで全体の流れを見渡せるのかと思い、質問しました。

（事務局 山中健康医療課長）

7 ページの下のグラフですが、平成 7 年から平成 29 年までの、人口 10 万人あたりの全国との

比較です。これを見ますと、常に全国との差はございます。

（荻野委員）

 ありがとうございます。

（滝浪会長）

 でも、すぐに値が接近したりするので、それは荻野先生のご指摘のとおりです。

（事務局 山中健康医療課長）

 平成 26 年では、ご指摘の状況が起こっており、5 ページにも表れております。今後もそのよう

なことが可能性としてございます。

（滝浪会長）

 他はよろしいでしょうか。

 貴重なご意見をいただきましたので、事務局も、是非これをよい方向にお取り計らいください。

大事なご指摘だと思いますので、関係機関がそれぞれ連携しなければいけないのは当たり前の話

ですので、是非前向きに、必ずやっていただきたいと思います。

 続きまして、次の議事に入ります。報告事項（２）「風しんの追加的対策について」事務局から

説明をお願いします。

（事務局 辻村健康増進課長）

健康増進課でございます。資料３をご覧ください。風しんの追加的対策について説明をさせて

いただきます。 

１の背景でございますが、平成 30 年の 7月以降、大都市を中心に風しんの患者数が増加してお

り、全国的には 2400 人以上が感染をしております。その患者の中心が 30 代から 50 代の男性でし

た。 
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二つ目になりますが、定期予防接種の機会がなかった 39 歳から 56 歳の男性は、抗体保有率を

見ても、女性及び他の世代の男性に比べ、当該世代の男性は低い状況です。 

 裏面の資料をご覧ください。 

 こちらは年代別で見る風しんの予防接種制度の変遷になっております。上段が男性、下段が女

性になっております。黒太枠で塗りつぶしておりますところですが、男性で 1979 年 4 月 1 日から

1962 年 4月 2日生まれの方が、この枠の中に入っています。こちらの世代は、一回も接種してい

ない世代になりまして、それ以前の 1962 年 4 月 1日以前に生まれた男性の方は、一回も接種をし

ていないのですが、92.6％の風しん抗体保有率がある世代になっております。今回、39歳から 56

歳の世代に対して、国が対象を定め、対策を行うことになっていきます。 

 資料、元にお戻りください。 

三つ目ですが、この風しん抗体保有率の低い世代の男性に対する、抗体検査とワクチン接種を

組み合わせて対応する方針を定め、平成 31 年 2 月 1 日付で「予防接種法施行令の一部を改正する

政令」が公布され、第 5期予防接種として定期接種として位置付けをいたしました。 

 ２の事業内容でございますが、（１）風しん抗体検査、（２）麻しん風しん予防接種の二つにな

ります。（１）風しん抗体検査につきましては、対象者が昭和 37年 4月 2日から昭和 54 年 4 月１

日までに生まれた男性になります。検査開始につきましては、平成 31年 3月 1 日からの開始を考

えております。（２）麻しん風しん予防接種でございますが、対象者としましては、抗体検査を受

けた結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した者が対象となります。この方々に対す

るワクチン接種は、平成 31 年 3月 15 日からと考えております。（３）その他でございますが、二

つ目の点、追加的対策の実施期間は平成 31 年 3 月から平成 33 年度末までの約 3 年間と考えてお

ります。三つ目の点ですが、平成 31 年度以降は対象者に対しクーポン券の送付を行って、抗体検

査の実施を促す予定で考えております。 

 説明は以上でございます。 

（滝浪会長）

 ありがとうございました。只今の事務局からの説明に関しまして、委員の皆様からそれぞれの

お立場でご意見、ご質問をいただけますでしょうか。

（稲田委員）

 なぜ 1979 年 4 月 1 日から 1962 年 4 月 2 日生まれの方が対象になっていますか。背景を教えて

ください。 

（事務局 辻村健康増進課長） 

 資料をご覧いただきますと、1962 年 4月 2日以前にお生まれになった方は、男女共に一回も接

種していない世代になります。ただ、この頃は、風しんにかかる方が多かったというのがありま

すので、自然感染で風しんの抗体を持っている状況があったと思われます。39 歳から 56 歳につ
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いては、女性につきましては、中学生の時に一回、集団接種をやってきておりますので、逆に風

しんに感染する機会が少なくなって、男性については風しんの自然感染を起こす機会が減ってし

まったということが考えられます。 

（稲田委員）

 女性はなんで一回接種しているのですか。この年代の頃は風しんが流行っていた記憶がありま

すけれども、妊娠や出産があるので女性だけは予防接種を受けたということでしょうか。

（事務局 辻村健康増進課長）

 そのとおりです。

（滝浪会長）

 マスコミでも報道されていますように、先天性風しん症候群という耳、目、心臓とかいろいろ

な病気がありましたので、それを保護するということで女性を対象として接種していたというこ

とです。

 他によろしいでしょうか。

（鈴木勝之委員）

 確認をしたいのですが、対象者の年齢の人たちには全員にクーポン券を送付するということで

よいですね。

（事務局 辻村健康増進課長）

 はい、平成 31 年度はそうなります。

（鈴木勝之委員）

 それで、それを持って受けに来る人たちがどのくらいいるか想定しているのか分かりませんが、

その次の予防接種全額自己負担無料ということですね。他の市町だと、一部負担していただくと

いうところもあるかと思いますが、浜松市は来年度から平成 34 年度まで無料の形をとるというこ

とでしょうか。それから、インフルエンザでもそうなんですが、接種に来たけれども、熱発して

いたりして、接種できない人もいると思うのですが、その時接種料をインフルエンザの場合取っ

たりすることが時としてありますが、そのあたりの対応をどうされるのかということと、その場

合、再度クーポン券を発行しなければいけなくなると思うのですが、その場合の対応をどのよう

に考えているのか教えていただきたい。

（事務局 辻村健康増進課長）

 全対象者にクーポン券を発行します。国は検診の場面を通じて受けていただくことを考えてい
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るようです。詳細については、まだ国も検討中でありまして、細かいところまで市に下りてきて

いない状況ですが、多くの方に受けていただくには、個別で受診されるよりも、検診という機会

を使った方がよいと、国は考えているようです。受診率については、検診受診率が、約７割あり

ますので、そちらから出していって風しん抗体価の受診者のうち、約８割の方が抗体価を持って

おりますので、２割の方がワクチン接種に該当するのではないかと思っております。抗体検査を

受けたその日に必ずしもワクチン接種できる状況にないのではと考えていますが、健康状態がよ

い時にワクチン接種に行っていただきたいと思っておりますが、詳細について現時点で申し上げ

ることができませんので、あらためてお知らせしたいと思います。

（滝浪会長）

 まだ詳細は決まっていないということですね。検診票とか予防接種券のようなものに関して、

どのような運営をするかということを、日程もあまりないので、早々に決めていっていただきた

い。検診機関であろうと医療機関であろうと、受けやすいところで接種できるようにしていただ

くのが本筋かと思いますので、宜しくお願いいたします。

（正田委員）

 ここには抗体価が書かれていませんが、私の見た資料だと HI 法で 8 倍以下を拾うということ

ですが、妊婦さんのいるご家族では 16 倍以下で打つことになっています。当然、自費で打てばい

いのですが、そこのところに関して、現場で混乱が出ると思うので、例えば 32 倍ない場合は打っ

た方がよいというようなパンフレット等、周知啓発物を作っていただけるのでしょうか。

（事務局 辻村健康増進課長）

 今回は、風しんの感染予防というところで、国が追加的対策として出していただいたものにな

りますので、今までの、妊娠を希望する女性や妊婦の同居家族に対する対応とは、また変わって

きております。そのあたりが分かりやすいようなものを、また考えていきたいと思っております

ので、宜しくお願いいたします。

（海野委員）

 この図表を見ますと、どの世代もだいたい 10％くらいは抗体価がないですね。よく、病院の職

員で、抗体価だけ計っている人がいます。そうすると、例えば抗体ができてないと判明した人が

他の世代で出た場合、その場合の予防接種は有料になるわけですか。

 であれば、抗体がないと分かっているのに、それも片手落ちのような気がします。対象となる

世代だけが優遇されるわけですね。

（事務局 辻村健康増進課長）

 女性も対象にはなりませんし、男性もその世代のみが対象となります。この対象世代は、抗体
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保有率が８割弱の 79.6％となっていますが、2020 年の 7 月には、85％に引き上げたいと思って

おり、最終年度には 90％まで引き上げたいという国の目論見があって、これを進めていくという

ことでございます。

（滝浪会長）

 海野先生のおっしゃっていることもよくわかって、おっしゃることも当然ですけれども、権利

という意味からすると、みんな一回権利を持っています。で、放棄してしまっているわけなので、

とすると権利を最初からもらっていない人というのが、56 歳までの人です。で、その上の世代は

男女共に受けていなくて、その世代は感染しているだろうという調査の下に抗体保有率も高いの

で対象としないと私は推測します。ただ、今おっしゃっていることに関しても、保持しようとい

う気運が高まって、市でお金を出すというふうに言っていただけるのであれば、非常にありがた

くて、市民への啓発事業になると思いますので、是非要望を出したいと思います。もう一つの要

望としては、各世代、95％を超えていないところがたくさんあります。これが一番の問題で、小

児科の先生が一番お困りになります。小児科の予防接種率を上げ、100％にするか、獲得する人を

できるだけ上げてほしいというのが意見なので、病気が理由ということは当然ありますが、そう

ではなくて嫌だからというような勝手な理由やよくわからない理由というのは問題だと思います

ので、そういった部分の啓発も是非していただきたい。そこを解消して、100％に近くなっていけ

ば、こうした問題も少なくなっていくと思います。

（荻野委員）

 うちの病院も新人職員全てやります。抗体価が低い人全員ですけど、その人たちはイコール、

接種を自分がやっていない人たちだけではなくて、できない人も必ずいると思いますので、その

あたりは国として公平性という意味で一回行う機会を与えているというところで、なかなか全員

にというわけにはいかないということだと思います。

（羽田委員）

 先ほど、検査を職員検診を中心にという言葉があったと思いますが、その場合、クーポン券の

回収はされるんでしょうか。クーポン券を一律に配ると思いますが、その方が検診で抗体価があ

るという証明があった場合に、回収した方が、抗体がない方をあぶりだせると思います。また、

クーポン券の再発行も防ぐことができると思います。

（事務局 辻村健康増進課長）

 結果をこちらにいただくことになっていくと思います。

（滝浪会長）

 これは、本当に 3 月 1 日からやりますか。すでに発送してあるんでしょうか。
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（事務局 辻村健康増進課長）

 クーポンは平成 31 年度になります。3 月 1 日からは、申し出をしていただいた方には抗体検査

を受けていただいて、15 日からはワクチンを接種できる形で、年度内から少しずつ進めていきた

いと思っています。

（滝浪会長）

 年度内から少しずつ進めるけれども、全体発進は 4 月、平成 31 年度からになる。

（事務局 辻村健康増進課長）

4 月は少し難しいと思います。5 月に入ってからになると思います。

（滝浪会長）

 わかりました。それで検診と一緒にできるということを目論んでいるということですね。

（山岡委員）

 検診と一緒にできるでしょうか。データがほしいわけですよね。検診の他のデータを渡すわけ

にはいかないですし、どう仕組みができるでしょうか。

（事務局 辻村健康増進課長）

 風しんだけの問診票と、クーポンにはシールが貼ってありまして、そのシールを問診票のとこ

ろに貼っていただいて、それを結果を含めて、お返しいただくという形で、国は案を出しており

ます。

（滝浪会長）

 結果を提出しないとお金をもらえないので、皆しっかりやると思います。あまり心配しなくて

大丈夫だと思います。

 やり方に関しても、いろいろな医療機関も関与する可能性があるので、分かりやすく説明をし

ていただきたいと思います。

 よろしいでしょうか。

 ありがとうございました。

 それでは、議事が終了しましたので、他に報告事項はございますか。

（事務局 寺田生活衛生課長）

生活衛生課でございます。資料４をご覧ください。平成３１年における麻しんの発生状況につ

いて説明いたします。
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麻しんは、平成２７年３月「日本は麻しん排除国であること」が認定され、現在にいたってい

ますが、昨年の１月沖縄で、今年も三重県・岐阜県・愛知県、そして現在、大阪府や関東圏での

発生が続いている状況です。 

まず（１）の年次経過ですが、２０１４年に全国的な流行がありましたが、その後は大規模な

流行はなく、浜松市においても年間０人～２人の発生で経過してきました。 

しかし、今年は２月２２日現在で２３３人と２０１４年の流行を超える情勢であり、国は、注

意喚起を強く促しているところです。市内患者３件の概要ですが、２０代３０代で、予防接種歴

は不明でした。 

また、No.１は、三重県の発症者との接触者として健康観察を行っていた方ですが、他の２名は

ともに海外・国内での旅行歴はなく感染経路は不明でした。遺伝子型は、No.１が「D8」で、感染

症研究所に確認したところ、タイ・ベトナム・ミャンマーで多発しているタイプで、三重や関東

圏での発生など大部分がこのタイプとのことです。また、他の２名は「B３」で、フィリピンで多

発しているタイプです。 

現状において、これら３件における健康観察者での発症はありません。 

現在、市民の皆さまへの啓発として、麻しんを疑うような症状が現れた時の受診の際の注意事

項やワクチン接種の奨励を促しております。 

裏面は、国立感染症研究所の資料で、今年２０１８年は、２０１４年の大発生を上回る発生が

続いている状況が現れております。 

説明は以上でございます。 

（滝浪会長） 

 ありがとうございました。何かご意見、ご質問はございますか。よろしいですか。 

 これは、大阪のあべのハルカスは、どちらですか。 

（事務局 寺田生活衛生課長） 

 Ｄです。 

（滝浪会長） 

 医療関係者がお疑いになるような高熱等々ございましたら、お気を付けいただきたいと思いま

す。 

 それでは次のその他事項、浜松市保健医療審議会委員の推薦についてはありますか。 

（事務局 健康医療課） 

健康医療課です。浜松市保健医療審議会委員の推薦について、ご説明申し上げます。本日含め、

これまで委員の皆様にご出席いただきました「浜松市保健医療審議会」ですが、この３月末を以

って、委員の皆様の任期が満了を迎えます。 
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これに伴いまして、委員のご推薦をいただきたく、「浜松市保健医療審議会委員の推薦について」

といたしました依頼文書等一式を、皆様ご所属の団体あて送付させていただきました。この「浜

松市保健医療審議会」ですが、「浜松市保健医療審議会条例」に基づき設置しております。 

なお、現在の条例では、「委員任期は、２年とする」としておりますが、今度の改選から「任期

を３年」とするよう、条例改正を予定しております。これは２月議会での可決後に正式決定とな

るため確定ではございませんが、そのような予定でおりますことを申し添えます。よろしくお願

いいたします。以上です。 

（滝浪会長） 

 只今の説明につきまして、ご意見、ご質問はございますか。 

 では、宜しくお願いいたします。 

 本日の議事は以上でございますが、その他、何か皆様方からご意見等ございましたらお願いい

たします。 

 よろしいですか。 

（稲田委員） 

 私は、この 3 月いっぱいで本審議会の委員を退任させていただくことが決まっております。こ

の審議会に、民生委員の中から委員を出す必要があるのかどうか、出さなければいけないものか

どうかを、2 年間審議会に出席してみて、痛切に感じております。代々、浜松市民児協から委員

を出してきましたが、皆嫌がっておりました。誰も出る人がなかったので、会長の私が出ました

が、医師の方々で話をしていただければよいことであって、民生委員が出る場ではないと実感し

ています。明日、誰を推薦するかについて協議しなければいけないのですが、私の感じでは、こ

の審議会の委員は辞退しなければいけないという提案をしなければならないと思っています。も

う少し民生委員がお役に立てるところがあればよいのですが、率直に場違いなところに来ている

感じがしておりましたので、ご辞退させていただいてよいかどうかうかがいたいと思います。 

（滝浪会長） 

 稲田委員から率直なご意見をいただきましたが、保健医療審議会は、単に医療だけを審議する

場ではないと思います。それで、医療提供者の話し合いの場であるかどうかということであろう

かと思います。ですので、いろいろな立場でご理解を得て、ご意見をいただいていると思います。

本会は今年度第３回となりますが、稲田委員から多数の貴重なご意見をいただいておりますので、

引き続きご参画いただければと思います。事務局から何かございますか。 

（事務局 山中健康医療課長） 

 会長がおっしゃったとおり、浜松市保健医療審議会条例でも、委員の構成が保健医療及び福祉

の関係者、学識経験を有する者、その他市長が特に必要があると認める者とされています。民生
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委員の方は、福祉の知識もお持ちですし、医療だけでなく福祉分野において知識を活かしていた

だきたくこれまでもお願いをしてまいりましたので、引き続き是非お願いしたいと思います。 

（稲田委員） 

 あまり福祉色がないといのが感想です。今、医療と福祉の連携が重要な時代となってきました

ので、医療と福祉と介護の連携の考えに立って、この審議会がもう少しいろいろな役割を果たし

ていただけるものになるとよいと思います。 

 基本的には、子供の虐待死のことを通じまして、学校、児童相談所等、関係機関が真価を問わ

れていると思います。まず最初に民生委員が問われていると思っています。その意味で、この審

議会も含めて、それぞれの立場で役割を果たせているかどうかということを真剣に考えなければ

いけない時期に来ていると、虐待の問題を通じて痛切に感じています。私は個人情報保護審査委

員会へ出るよう決まっておりますので、この審議会への出席者の検討をいたします。私は今回の

任期まででご容赦願いたいと思います。 

（滝浪会長） 

 長年ご意見を多数いただき、本当にありがとうございました。是非、後任を選んでいただき、

本審議会にご参加いただきたいと思います。 

 その他、よろしいようでしたら、本日の議事は以上でございます。また何かございましたら、

事務局にお伝えいただければと思います。以上で、議事を終了させていただきます。 

（事務局 山中健康医療課長） 

 ありがとうございました。それでは、以上で審議会を終了させていただきます。本日は誠にあ

りがとうございました。 


