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平成 29 年度香取健康福祉センター運営協議会の開催結果（概要） 

 

１ 日 時 平成 30年 1 月 18 日（木）午後 2時 5分から午後 3時 28 分まで 

２ 場 所 香取合同庁舎 4階 大会議室 

３ 出席者 

（１）委員 

出席者名簿のとおり（14 名出席） 

（２）代理出席者・オブザーバー 

出席者名簿のとおり 

（３）職員 

センター長 野田 秀平、副センター長 飯田 一寿、副センター長 金子 恵子 

地域保健福祉課長 宇崎 めぐみ、生活保護課長 久保木 健、健康生活支援課長 出浦 和彦、 

検査課長 来栖 恵美子、食品機動監視課長 宮沢 俊一 

４ 配付資料 

（１）香取健康福祉センター運営協議会次第 

（２）香取健康福祉センター運営協議会出席者名簿 

（３）平成 28 年度事業年報 

（４）香取健康福祉センター運営協議会運営要領 

（５）香取健康福祉センター運営協議会傍聴要領 

（６）健康らいふ（41号） 

５ 協議会概要 

（１）開会 

午後 2 時 5分、飯田副センター長の司会で開会した。 

（２）委員紹介 

司会から「出席者名簿」により各委員を紹介した。 

（３）会議成立の報告 

司会から議事に先立ち、18 名中 14 名の委員出席があり、香取健康福祉センター運営協議会運営

要領（以下、「運営要領」という。）第 6条第 2項に規定する委員の過半数を満たしており、協議

会が成立している旨報告した。 

（４）傍聴者の報告 

司会から傍聴者はいない旨報告した。 

（５）センター長あいさつ 

野田センター長があいさつをし、出席の幹部職員を紹介した。 

（６）議事 1「役員の選任について」 

司会から役員（会長及び副会長）の選任を諮ったところ、神田委員から事務局案を求める発言

があった。 

事務局から、前年 3 月までの前任期と同様に、会長に香取市長の宇井成一委員を、副会長に

一般社団法人香取郡市医師会長の浅野尚委員を提案したところ、異議なく選任された。 
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（７）会長あいさつ 

宇井会長からあいさつがあった。 

（８）議事 2「香取健康福祉センター（香取保健所）の事務事業について」 

まず、野田センター長が配付資料「平成 28 年度事業年報」により総括の説明を行った。 

続いて、総務企画課の所掌事務について飯田副センター長が、地域保健福祉課の所掌事務につ

いて宇崎地域保健福祉課長が、生活保護課の所掌事務について久保木生活保護課長が、健康生

活支援課の所掌事務について出浦健康生活支援課長が、検査課の所掌事務について来栖検査課

長が、食品機動監視課の所掌事務について宮沢食品機動監視課長がそれぞれ説明を行った。 

また、事前質問の有無について議長から事務局に対して確認があり、事務局から事前質問が

ない旨回答があった。 

なお、議長から、意見・要望・質問等を改めて諮ったところ、次のとおり質疑が行われた。 

 

＜谷田川委員＞ 

食品衛生事業についてですが、事業年報の記載の中で、平成 28年度は管内に 2,188 件の食品

営業施設数があるとのことでしたが、10年前は何件位の施設があったのか。 

また、この時期にはノロウイルスをはじめとする食中毒が増えており、辛い思いをしている

方が多数いると思いますが、健康福祉センターは食中毒に対してどのような対策を行っている

のか伺います。 

 

＜事務局（野田センター長）＞ 

まず、店舗の状況についてですが、１つの施設で複数の許可を取っていることもあるので、実

数とは少し異なってはおりますが、許可施設数は年間 40 件位、2パーセント程度減少していま

すので、10 年間で 2 割位、400 件を超える程度の減少が認められます。 

また、ノロウイルス等の食中毒の発生状況についてですが、昨年度は、まさにノロウイルスを

原因とする食中毒が 1 件ございまして、それに対して営業停止処分を実施しております。 

そうしたことを受けまして、管内の食品衛生事業者に対して研修や、広報誌健康らいふ等を

通じて広報を行っているところです。平成 28 年度は食品営業者・従事者及び消費者に対して研

修を 14 回実施し、受講者数 1,291 名となっています。 

 

＜谷田川委員＞ 

ありがとうございました。人口減少はじめ色々な要因があるかとは思いますが、やはり 10 年

間で約 400 件少なくなっているということですね。あとは、ノロウイルス等食中毒への広報活

動を 14 回行っており、受講者は 1,291 名参加されているとのことですけれども、飲食店の皆

様は１年を通じて、細心の注意を図っていると思いますが、引き続き健康福祉センターの指導

で再発予防に努めていただければと思います。 

 

＜戸村委員＞ 

健康福祉センターは、DV 相談、健康相談、家庭児童相談等を行っているということで、県で
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条例化された子供の虐待に関するような相談件数というのは、この事業年報には載るのでしょ

うか。虐待については、銚子児童相談所が対応の窓口であるので、データが年報には全く出てい

ないのかと思いますが、県全体では昨年度 6,700 件程発生しているため、香取管轄では少ない

とは聞いているのですが、どのくらいあるのか。また、健康相談、DV 相談等の中に子供の虐待

に関する相談があるのかどうか伺います。 

 

＜事務局（野田センター長）＞ 

DV 相談等をお受けしておりますと、お子さんがいるという方がやはり一定数おられますが、

その中で子供に対して虐待があるということは比較的少ないように感じております。その他、

精神の相談等においては、虐待というか微妙なケースが多いのですが、そういうケースがあっ

た場合には児童相談所や市の担当部署と協力して対応しております。 

 

＜事務局（宇崎地域保健福祉課長）＞ 

虐待に関してですが、データとしてまとめてとってはおりませんが、保健所で行っている小

児慢性特定疾患や、精神保健福祉に関する相談事例等で児童虐待と思われるケースがあります。 

ただ、保健所で先に虐待を把握するというよりは、市町村にまず相談に行っていて、市町村と

一緒に支援をしているというケースがほとんどです。そうしたケースについては、市町での要

保児童対策協議会や、市町の虐待予防の会議・事例検討等で検討されることが多く、当センター

でも市町と一緒に該当者への訪問を行うなど、対応しており、市町と相談を行い、どのような対

応が良いかということを一緒に考えているところです。 

ただ、申し訳ございませんが、センターの実績数として、虐待の数を整理しては出しておりま

せん。 

 

＜戸村委員＞ 

ありがとうございました。やはり、虐待は全国的にも、特に千葉県は撲滅しようと進めている

状況ですので、今の事務局のお話でよいのだろうかと思います。 

管轄は健康福祉部ですから、虐待が起きたら児童相談所が対応するということですけれども、

センターが地域で把握をして、見解を示すぐらいの意気込みでやっていただくよう要望とさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

 

＜伊藤委員＞ 

少子高齢化の時代と言われる時代に突入していますので、保健所の果たす役割は非常に多岐

にわたり、対応する諸問題もどんどん広がってきていると思います。その中で香取保健所の皆

様が香取地域の公衆衛生、市民の皆様のために活躍していただいておりますことに、まず感謝

を申し上げます。 

そこで、お尋ねしますが、年報の 69 ページの潰瘍性大腸炎について、他の疾病よりもかなり

突出していますが、何か原因・要因があるのか、また、対応策はあるのか、指導はなされている

のかどうかをお伺いします。 
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次に高齢化の時代になっておりますが、全国で今話題となっているのが、引き取り手のない無

縁仏であります。政令都市では、亡くなった人の 30 人に 1 人が、引き取り手がおらず、大阪府

では 9 人に 1 人が、引き取り手がいない状況であります。そういう 20 年、30 年前では考えら

れないような現象が起きてきています。こうした引き取り手のいない状況を現在、香取保健所で

はどのようにとらえているのか確認します。 

次に食中毒の問題についてですが、色々な細菌による食中毒が、最近、マスコミで取り上げら

れておりますが、O157 の問題、黄色ブドウ球菌による院内感染等の問題について、対応策はど

のようになされているのか。あるいは、食中毒に対する免疫力を高めるためにはどうすればよ

いのか伺います。と申しますのは、昔、コレラ菌に対する論争がコッホとペッテンコーファーの

中で行われまして、ペッテンコーファーはコレラ菌を飲んで、その免疫力の証を立てた訳でご

ざいます。このようなことがありましたけれども、保健所の行っている色々な生活指導の中で、

免疫力を高める策は何かないのかどうか伺います。 

最後に、数年前から、がんに対する色々な情報をビックデータの中で把握しようという動き

が、各都道府県で始まっておりますが、この香取市の中ではどのようながんが多いのか、把握し

ている範囲内で結構ですのでお示しいただきたいと思います。 

 

＜事務局（野田センター長）＞ 

まず、潰瘍性大腸炎の数が突出しているということについて、当所だけでなく、全国的に潰瘍

性大腸炎とパーキンソン病は、難病の中でも一番多い病気となっております。そして、潰瘍性大

腸炎の確たる原因については、色々な研究発表ベースでは、ある種の細菌が関連しているとか、

自己免疫の問題である等言われておりますが、今のところまだ決着していない状況です。ただ、

いわゆる対処療法は、ある程度確立しており、症状を抑える薬で対応を行っているところであ

ります。また、保健所で行っている指導としては、「病態栄養教室」という病気に合わせた栄養

指導を行っており、研修会を対象者向けに開催しているところです。 

無縁仏に関しては、現在、保健所の業務で無縁仏に関係するものがあるとすると、生活保護課

ですが、やはり多い状況です。引き取る意思がない、葬式もあげない、連絡してこないでほしい

というようなことを言われる場合がありまして、そういう場合には、お寺の好意により、引き取

っていただいている状況となっております。 

食中毒に対しては、発生したら広報を図る、具体的には営業停止等を含めて指導を図ること

としており、食中毒が発生すると、それを題材に研修会を開くことを行っております。 

免疫力を高めるにはどうすればよいかということについては、今のところ対策の決定版はな

いと認識しておりまして、民間の乳酸菌飲料メーカーでは、「腸内細菌の安定性が非常に大事で

ある。」ということで展開しておりますし、先ほどの潰瘍性大腸炎と、同じような「クローン病」

という疾患に対して、便の移植ということで、健康な人の便を採取して腸の中に注入すること

で寛解が認められることも多々あるということがわかってきておりますが、その他に免疫力を

高める方法については決定版がないという風に認識しております。 

最後のがんに対する予防策及びがんの種類は何が多いかということについては、おおよそ他

の地域と同じような状況ですが、この香取・海匝地域に関しては、胃がんが比較的他の地域より
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多いと言われております。その原因としては、ピロリ菌の関与がかなりあると言われており、こ

の地域のピロリ菌の感染率を何件か研究で調べておりまして、やはり他の地域より高いと言わ

れております。ピロリ菌の関係と食塩の摂取量と胃がんの関係性というのは、東北の方で大規

模な疫学調査が行われ、ある程度はっきりしているところでございまして、他の地域に比べて、

香取はそうでもないですが、海匝地域はかなり摂取量が多い状況であります。 

 

＜谷田川委員＞ 

香取の状況はいかがですか。 

 

＜事務局（地域保健福祉課 宇崎課長）＞ 

がんの死亡状況については、事業年報の 26 ページ「ウ 部位別悪性新生物死亡状況」にがん

の部位別の死亡状況を載せております。 

こちらを見ますと、やはり胃がんが多い状況となっております。この地域は小規模な市町村

が多いので単年度では判断がしにくいのですが、何年か県と比較した統計をとってみても、こ

の香取地域は県平均より胃がんの死亡が高いという状況でした。 

そこで、当センターでは、市町にも参加していただいている「地域職域連携推進事業」とい

う、「職場と連携しながら健康づくりを進める」事業の中で、「この地域は胃がんの死亡が多い。

高血圧が多い。」というようなちらしを作成し、色々なところで配付させていただく等、対応を

行っております。 

 

＜伊藤委員＞ 

どうもありがとうございました。この潰瘍性大腸炎について質問させていただきましたのは、

安倍総理が潰瘍性大腸炎で第一次安倍内閣の時には、見るも大変な状況の中で公務をしており

ました。二度目の安倍内閣では、持病を持っての再選ということで、まさかそんなに回復は早く

ないだろうと思っておりましたが、見事に健康を回復して、世界を飛び回っている。そういう結

果も出てきておりますので、潰瘍性大腸炎というものについて、今日は、保健所だけではなく

て、県立佐原病院の小林院長や医師会長の浅野先生が来ておりますので、この地域の大腸炎と

いうのは突出しておりますので、できるだけ良い結果がでるように努力をお願いしたいと要望

を申し上げます。 

また、無縁仏も増えているということで、これは全国的な問題ですけれども、大変ですが  

引き続き努力をしてもらいたい。 

それから、がんの問題についてですが、日本でがんの死亡率を見た際に、胃がんの次が大腸が

んといわれていますが、大腸がんは人の体を見て、右側が危険だと言われております。右側は上

行結腸とか、虫垂の右側、上行結腸ですと、便が液状のものが出るということで、発見するまで

に血便も何も出ないのでわからない。そして、左側はある程度固形の便が出るので、発見がしや

すい。そういった上行結腸とか右側の大腸がんについても便移植によって、対応できるものな

のでしょうか。野田所長もしくは小林院長にお答えいただければと思います。 
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＜小林委員＞ 

いわゆる大腸がんについては、確かに伊藤先生がおっしゃられるように右側の大腸がんとい

うのは、発見しにくいです。結構、進行がんになってしまうことで手遅れになってしまい、死亡

率が高いです。左側の大腸がんは、Ｓ状結腸等も血便等、症状が出やすいので気付かれやすいと

いうことで、比較的早期に手術ができるということが言えます。 

それからよく言われる膵臓がんですが、膵臓は膵頭部に出ると、黄疸が出るので、比較的早期

発見できて、助かります。ですが、膵尾部、膵臓のしっぽの部分だと背中の方まで進行するま

で、黄疸等の症状が出ないので、本当に手遅れになってしまう。最近は、膵臓がんによる死亡数

が増えています。ということで今後、要注意は膵臓がんです。 

それから前立腺がんです。前立腺がんは、がんになる人は非常に多いのですが、なかなか死な

ないのです。ということで、年報の「部位別悪性腫瘍死亡状況」について、管内の死亡状況とし

て「13」という数字がありますが、実際のがん患者数としては圧倒的に前立腺がんが多いので

す。アメリカでは、もう、がんの発生数からすると 1 位となっています。皆さんをびっくりさ

せるかもしれないですが、80 歳を過ぎると 3 割、4 割の方が実際に前立腺がんのリスクがあ

るのですが、皆それを知らないのです。しかしながら、これから高齢化が進んで、みんな 90 歳、

100 歳になってくると、前立腺がんで最終的に亡くなるということが予想されます。そこで、

PSA という前立腺がんの検査があるのですね。前立腺の肥大がなくて、尿閉とかが起きてくると

前立腺がんで進行がんになることがあります。逆に前立腺肥大があると、PSA が高くてもそれ

ほど、怖くないけれども、前立腺肥大がなくて PSA が高いと非常に怖いということもあるので、

今後、前立腺がんは要注意かと思います。 

 

＜伊藤委員＞ 

今の院長の説明で非常によくわかりましたが、大腸がんの右側は回復せず死亡率が非常に高

い。治るのが、19％であり、左側は約 40%位だろうと言われております。この大腸がんに対する

予防等はあるのでしょうか。あるいは、先ほど野田所長が言った、便移植等で上行結腸等につい

ても対応できるものなのでしょうか。そこについてお尋ねします。 

 

＜小林委員＞ 

便移植については、潰瘍性大腸炎に対することであると思いますが、大腸がんに関しては、お

そらく市の検診で行っていらっしゃると思いますが、便潜血反応による検知が第一位です。特

に便潜血反応が陽性になりますと、皆さん検診票を持って県立佐原病院に来ます。そこで大腸

カメラを入れます。そうすると、ほとんど、9 割以上の方だと思いますが、大腸ポリープが見

つかります。ポリープが 7mm～8mm になりますと、大腸がんに移行します。ということで私達は

大腸がんにならないように予防的に対応を行っていますが、いずれにしても症状が出ていても

右側だと腸閉塞のような状況じゃないとわからないのです。 

ですから、市民の方々には大腸がん検診及び潜血反応を受けて、そうしたことにならないよ

うに日頃の注意をしていただきたい。伊藤先生が言うとおり、何もしない、ただ症状が出てか

ら、県立佐原病院に行くという状態であると、右側の場合は手遅れになりやすいということが
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言えます。 

 

＜伊藤委員＞ 

右側であっても潜血反応が出るものでしょうか。 

 

＜小林委員＞ 

右側であっても潜血反応が出ます。潜血反応が出てきていらっしゃって、右側も左側もほぼ

等しく大腸ポリープが見つかります。 

 

＜伊藤委員＞ 

ありがとうございました。 

 

＜浅野副会長＞ 

2 つ申し述べさせていただきたいと思います。年報の 41 ページ（思春期保健相談事業）につ

いては、施設保健での位置付けとして、学校と保健センターとの連携を図ったものであると思

いますが、御存知のように終戦後間もなくの頃は学校と地域社会は乖離した状態であったので

すが、昭和 40 年代後半あるいは 50 年代頃から次々に答申が出たこともあって、次第に両者の

連携が図られてきました。その流れの一つだと思います。この学校と保健センターとの連携は

今後ますます強く、大きく発展させなければならないと考えております。保健センターの御努

力に感銘しておりますが、今後ますます発展させてくださいますようお願いします。 

その次の 43 ページにあります「（２）がん検診推進」について、「受診率の向上を図る」との

記載がありますが、私の知る範囲では、がん検診の受診率はそう高くはなく、しかも、なかなか

率が上がってこない状況であると思います。それを向上させるために、既存の市民団体、例えば

老人クラブ等やその他の市民グループに呼びかけて積極的に受診率を上げていくことも一つの

考えであると思いますが、保健所のお考えはいかがでしょうか。 

もうひとつ、今日はせっかく県から伊藤先生、谷田川先生、戸村先生が御出席ですので、雰囲

気だけでも教えていただければありがたいと思うのですが、昨年の秋に、ある町の防災会議に

関する資料が届きました。それを見ますと、もっぱら武力攻撃についての緊急対応に関する内

容であり、唐突に思いましたし、そんなに深刻に考えなければならないのかと思ったのですが、

もしそういうことになれば、一市町だけの問題でなく、県あるいは国全体のことになってしま

う。我々医療機関としても、全力をあげて対応しなければならないことになると思いますが、本

当に深刻な問題なのかどうか。県の中で、この問題についての状況を差し支えない範囲で教え

ていただければ幸いでございます。 

 

＜事務局（野田センター長）＞ 

がん検診の推進については、保健所も非常に重要な課題であると考えております。やはりあ

る程度がんが進行してから医療機関にかかると医療費もかかりますし、特にこの地域は医療資

源が少ない状況ですので、先ほど伊藤先生もおっしゃられましたが、予防・早期発見の方が重要
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であると保健所としても認識しております。がん検診は市町村事業ということで、健診率を上

げることについて、どこの市町村も非常に一生懸命行っておりますが、なかなか健診率が上が

ってこない状況ですので、是非、先ほど浅野先生がおっしゃられたように「市民グループに呼び

かける」ということを、保健所の行っている「職域連携推進事業」の課題の一つとして取り上げ

る検討を早速進めていきたいと思います。 

 

＜伊藤委員＞ 

災害に対する防災管理、防災体制の充実ということで、「どういう団体と一緒になって、こう

いう避難をしましょう」というハードの面が今、県の対策で表に出ています。 

しかし、今、健康福祉部でも色々検討されていますのは、東日本大震災あるいは熊本地震の災

害において、災害が終わった後に病気になる、心筋梗塞になる、あるいは、脳疾患で亡くなる、

精神的な面で鬱や自殺に追い込まれる等の、「表に見えない面」の対策をこれから真剣に充実さ

せなければならないと考えております。それと、ハードの面の対策の一つとして水道水の安全

等の表に出ない訓練がなされない面を、これから先生が所属している医師会と連携を取りなが

ら取り組んでいく。そうしたことを現在、健康福祉部の中で、災害に対する対応として協議して

います。どうぞよろしく御指導ください。 

 

＜宇井会長＞ 

武力行使の件に関しましては、各市町村にも国から要請が出ております。発生の可能性があ

るということで、緊急性の高さによって、避難等の対応について国から直接市町村に指示がお

りてくることもありえるとのことです。 

香取市では、警察・消防とこれらの緊急通報についての会議をすでに 2 度ほど行っており、

有事の際に、当地域に被弾した場合どうするか、県内に被弾した場合はどうするか、国内に被弾

した場合はどうするかというような、その時の避難も含めて、全て協議を行っております。 

したがって、「可能性はある」ということでございますので、準備をしていただく必要がある

というように思います。 

 

  ＜服部委員＞ 

地域の防災対策に対することがでてきたのですが、年報の 31 ページに「災害時実働マニュア

ル」の記載があり、これは災害医療に関するものだとは思うのですけれども、この間も保育所の

方にアンケートをいただき、備蓄の調査をいただいたところですが、県主導でも市町村主導で

もどちらでもよいのですが、学校はやはり避難所となっていると思いますが、保育所は避難所

になっていないところがほとんどかと思いますので、保育所一意で災害時の対応を考えるより

は、できれば御一緒に考えていただければありがたいと思います。 

小学生より保育園児の方が、年齢が小さい分、災害に対する理解をどう進めていくのかとい

うことについては、保育士も悩むところではありますし、東日本大震災の時に旭市でも問題に

なりましたが、いわゆる発達障害のあるお子さんですとか、障害を抱えたお子さんが一般の人

と同じ避難所にいた場合に、避難所にいられなくて、東北の時には特別支援学校を開校しまし
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て、その支援学校で乗り切ったということがございまして、福祉避難所も果たして各市町村に

どの程度あるのかわからない状況ですので、そのあたりについて保育所の方と一緒に災害対策

を考えていただけたらなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

質問というよりは要望であります。 

 

（９） 議事 3「その他」について 

事務局から特になし。 

 

（１０）閉会 

宇井議長が「議事を終了する」旨の宣言をした。 

司会から謝意を述べて、午後 3時 28 分に閉会した。 


