
資料２ 

 

Urban HEART の枠組みによる介護予防への対応についてのワークショップ 

 

１．はじめに 

ワークショップの開催にあたって、最初にスライドに示す資料を用いて、Urban HEART

の概要を説明した（掲載のスライドはワークショップ開催時のものより若干加筆改変して

いる）。Urban HEART は、WHO が開発した、地域間や社会経済的地位の違いにみられる

健康格差を特定、解析し、それらの健康格差を低減するための効果的な戦略、介入策、対

策を特定するためのツールである。HEART は、Health Equity Assessment and Response 

Tool の頭文字を取っている。日本語に訳すと「都市における健康格差の評価・対応ツール」

である。Urban HEART の主要な説明文書としては、概要冊子（executive document）と

利用の手引き（user manual）がまとめられており、前者は日本語訳も出されている。い

ずれも、WHO 神戸センターホームページからダウンロードすることができる。  

 現在までに、世界 35 か国の 50 都市で使用または近々使用予定となっている。日本は、

厚生労働科学研究班で導入している。Urban HEART には４つの特徴がある。（１）使い

やすさ（シンプルかつ実用的である）、（２）包括的（多くの部門や領域の課題に関わる）、

（３）長期的に実行可能（既存情報から収集、地域特有の指標も含めることができる）、（４）

証拠と対策の明確な関連付け（実証によって現状を明らかにする、そこから見えてきたニ

ーズに応じた対策案を作成できる）。Urban HEART は６つのステップで展開される。（１）

チームを作る、（２）その地域の指標を作る、（３）データを収集し確認、（４）分析し根拠

を作る、（５）健康格差緩和の優先順位を明確化、（６）最善の対応を見つけるというステ

ップである。Urban HEART の分析では、地域比較分析（マトリックス）と、時間比較分

析（モニター）が特に有用である。その他に、分解要素（性別、年齢、所得、学齢等）で

の分析も行われる。この分析結果をもとに、健康格差緩和の優先順位を明確化し、最善の

対応を見つけることになる。その際に、４つの政策分野と、５つの介入戦略に整理して対

応を検討することができる。４つの政策分野は、政策分野１：物理的環境とインフラ、政

策分野２：社会・人間開発、政策分野３：経済、政策分野４：ガバナンス（健康管理政策）

である。５つの介入戦略は、戦略Ａ：都市計画及び都市開発の過程で健康を考慮する、戦

略Ｂ：都市部のプライマリーヘルスケアの役割を強化する、戦略Ｃ：都市部における健康

の公平なあり方を高める、戦略Ｄ：地方自治体の行政において健康格差問題をより重視す

る、戦略Ｅ：全国的な検討課題を追及するである。  

 このワークショップでは、Urban HEART による、日本国内の調査参加自治体における

地域比較分析（マトリックス）の結果を基に、今後の対応のアイディアを出すことを目的

とした。 

 

２．方法 

 市町村、都道府県等の自治体の保健師、事務職、また大学の研究者約 15 人の参加によ

り、ワークショップを行った。JAGES（日本老年学的評価研究）が 2010 年に実施した全

国の 31 自治体の高齢者への調査データから、Urban HEART による地域比較分析（マト
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リックス）を行い、その結果一覧を見ながら、自治体の地域特性に応じて、それぞれの地

域でどのような介護予防施策を展開していくのが良いか、ブレーンストーミングを行った。

その実施にあたっては、ブレーンストーミングの４つの原則、すなわち、批判厳禁（出さ

れた意見に対し、良い悪いという批判をしない）、自由奔放（自由奔放な発言を歓迎し、ど

んな突飛な意見も歓迎する）、質より量（発言は多ければ多いほどよい。多い量の中には質

の高い意見が出る可能性が大きい）、便乗歓迎（他人の出した意見に便乗し、その意見から

連想されることを拡大した考えを歓迎する）を提示し、それに則って実施した。  

 

３．結果 

 Urban HEART による 31 自治体の地域比較分析（マトリックス）の結果は、資料１の

通りである（ワークショップの後、一部、データや分析方法の更新があり最新のものを掲

載している）。  

 また、ワークショップで出た意見を、５つの介入戦略により整理したものを表に、また

抜粋した意見をその下に記載する。なお、分類は暫定的なものである。 

 

表 ワークショップ結果の５つの介入戦略による整理 

戦略Ａ：都市計画及び都市開発の過程で健康を考慮する（他部門との協働、環境整備）  

道路、公園、住宅、バス、路面電車、自転車の活用、給食などによって健康の向上に

結びつけることなど  

戦略Ｂ：都市部のプライマリーヘルスケアの役割を強化する（医療活動、保健活動の強

化）  

在宅ケアや口腔ケア・歯科医療の強化、医療従事者の理解の向上や研修、健康教育な

どにおいて講義だけではなく実習などにより体験や感動を取り入れる、子どもの健康の

ために祖母への啓発を行うなど  

戦略Ｃ：都市部における健康の公平なあり方を高める（地域格差・所得格差の現状とそ

の克服）  

地域及び社会経済的状況による格差の確認、高齢者サロンでの内職や高齢者が働ける

ような新しい内容の起業、医療機関等の有る程度の競争の強化による在宅医療等の充実

など 

戦略Ｄ：地方自治体の行政において健康格差問題をより重視する（ガバナンスを含む）  

自治体の客観的な状況が市町村長につきつけられたことによって健康政策が重要と位

置づけられた事例、専門職の常勤職員配置の重要性、政策形成における３E（公平性、経

済性、選挙での得票）の重要性、マスコミや一般住民へのアピール、職員が楽しく進め

ていくことの重要性など 

戦略Ｅ：全国的な検討課題を追及する（全国的な制度等）  

診療報酬や財源の確保の重要性など  

 

戦略Ａ：都市計画及び都市開発の過程で健康を考慮する（他部門との協働、環境整備） 

＜ハード面の環境整備＞ 
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・○○県で、震災復興住宅で、高齢者に住みやすい住宅にしようという話が出ている 

・○○市では、公園に歩行等のペース体感ゾーンを作っている 

・人の歩ける街作りをしている 

・高齢者が歩きやすいようなクッション性のある道にしようなどの検討が行われている 

・行政がお金を持っていれば公民館を建てられるなどはある 

・交通機関の整備：ランランバス、ワンコインバスについて、ダイヤ改正で、１時間に１

本から本数を増やし、運行時間帯を増やして利用者が増えてきた 

・○○市にＬＲＴ路面電車を作るかどうか議論がされている。将来の高齢化や、身体障害

者などへの対応につながるかなど議論されている 

・自転車が走れる県をめざしている、プロの自転車チームが２つある、通勤通学に自転車

の利用がはやっている 

・物理的な環境整備として、よりデータを追加することが必要 

・歩行時間について、道が狭くて危ないなど、環境評価尺度なども入れると良いのではな

いか 

・人口の小さいところで、やせの人が多い。自分が保健師をしていたときの実感と合う。

人口と、物理的な環境と影響していると考えられるので、解決には環境整備などを考えて

いく必要がある 

 

＜他部門との協働＞ 

・都市建設部と共同で考えろと市長から言われている 

・商業ベースの話などにもうまく乗れると良い 

・健康増進のための庁内連携のあり方を他地域から学びたい 

・建設部局で「元気度アップセミナー」を行った、脳科学者、書道家、酪農、旅行、女性

団体でシンポジウムを行い、とても良かった 

・みんなが、Win & win になるようにできると良い 

・産業医・産業看護全国研修会で、事業所における発達障害の雇用などの話も出た 

・地域で起きていることが産業の中でも起きており、情報をつなげていくことが重要 

・給食にヘルシーメニューがでると良いよね、いろいろなところで給食を食べられると良

いよね 

・私自慢のウォーキングコースが作れると良いよね 

・よその課のことは、普段は言えないが、健康なまちづくりの検討の中で言えた 

 

戦略Ｂ：都市部のプライマリーヘルスケアの役割を強化する（医療活動、保健活動の強化） 

＜主として医療関係＞ 

・ＨＰＨ（ヘルスプロモーティングホスピタル＆ヘルスサービス）を WHO も絡んで推進さ

れている、日本で４～５か所動き始めている 

・○○市で、医療と一緒にやっていきましょうと何度も話をしているうちに、理解をして

もらえるようになってきている 

・○○市歯科医師会は今後の生き残りのために在宅医療が重要であるとして推進している、

在宅歯科衛生士を歯科診療所が雇用して訪問している 
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・ケアマネジャーの理解を向上させる必要がある。現在、身体ケアがいっぱいいっぱいで

歯科までカバーできていない 

・１次予防、２次予防は、在宅歯科衛生士と行政の関係のみで推進できる 

・面として展開するには、歯科診療所の歯科衛生士にも活躍してもらえるようにする体制

づくりが必要 

・住民の側の啓発も必要 

・歯周病予防のために歯間ブラシ、入れ歯推進 

・歯科治療の考え方が変わっているが、昔ながらにすぐに歯を抜いている地域もあるかも

しれない 

・○○県は、高齢者の口腔ケアとして、歯磨き、摂食、嚥下の対策をしている 

・在宅医療の悉皆調査を行った。訪問診療、かかりつけの患者が寝たきりになった時に、

入れ歯のフィッティングの応急処置の往診は行うが、予防ケアは行われておらず今後重要

と考えられる 

・介護保険施設・地域包括支援センター職員・歯科医師会へのアプローチ、研修会、啓発

活動を行っている 

・歯科医師会の意見に従うと、検診を増やす、受診券を配るなどの方向になってしまうが、

一次予防にも力を入れる必要がある 

・行政で臨時雇用している在宅歯科衛生士は結構多い。歯科診療所と行政と曜日で両方に

勤務している人もいる 

・県の歯科衛生士会での研修なども熱心に行われている、診療所の歯科衛生士は歯科衛生

士会に入っていない人が多い 

・歯科医師会等の専門職が理解してもらえる啓発も必要 

 

＜主として保健関係＞ 

・要介護の人は、ケアのあり方、日常的に介護している人の磨き方の質の向上、毎食後に

うがいを行うなどの啓発が重要 

・講義だけではなく、実習も重要、口の体操、染め出しなど、歯科衛生士がいるとそのよ

うなことができる、唾液腺を押すと唾液がピット出るというのは、みんな感動する、体験

させることが大切 

・介護予防の点から、唾液がでるように、口臭に対する指導も大切 

・子どもの時から、フッ素を塗るものだということになると、むし歯は減っていく 

・３歳までのう蝕はフッ素洗口ではなく、おやつなどが問題、おばあちゃん、教育、文化 

・３歳児のむし歯は、社会経済状況や、子どもの数が関連、兄弟の数が多いと、上の子が

おやつを食べると下の子も食べるようになる 

・予防的な訪問、介入、措置の展開 

・健康レベルの高い人には、一次予防としての啓発、歯磨き、歯間ブラシ、回数、磨き方 

 

戦略Ｃ：都市部における健康の公平なあり方を高める（地域格差・所得格差の現状とその

克服） 

＜収入に結びつく取り組みなど＞ 
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・ひっぱりだす活動として、お金がかせげるような活動をすると良い 

・田舎で野生動物が増えて困っていて、猪が増えたため、廃校になっていた給食室で猪を

加工して出荷しはじめたという事例がある（島根県美郷町） 

・廃校になったところを地域の人が民宿にしてやっているという事例がある（高知県仁淀

川町） 

・シルバー人材センターが高齢者の生き甲斐対策として実施できる 

・内職を高齢者サロンでやるなどはできる 

・韓国の敬老堂をモデルにした、韓国のサロンの３本柱のひとつは内職、年金が無いため 

・社会との交流などが健康と関連している 

・社会貢献しているという意識を持つことは良い、いきいき度が違う 

 

＜行政の関与＞ 

・行政は、やりたいひととやりたい人をつなぐことはできる 

・行政のブランドをつけるだけで、信頼してもらえる、みんなが安心して利用する 

・行政も一緒に活動していると、衛生関係の申請をする時などにも楽 

・○○市は、行政がいろいろなことをやってきていて、回りにやらされ感があり、行政の

職員がもたないことが課題、商工会などと連携を推進している、行政が旗を振っていない

ように見えてやっていけると良い 

 

＜競争と協働について＞ 

・医療機関同士の競争になれば、訪問診療などを実施する医療機関が増加するのではない

か 

・訪問診療を斡旋する業者が入っているところもあるようで、それは問題 

・病院は、見える化によって、競争を促進させようという流れがあるのでは 

・在宅医療の推進のために担当医同士で連携する地域グルーピングシステムを行っている 

・○○県歯科医師会の考え方は前向き、異職種連携、他職種連携などを歯科医師会が提案

したりする。同じ大学の出身者が多くて、仲が良い 

・地域での医療機関同士の連携などについて、地域の団体や病院に委託して、そこに主体

的に考えてもらっている 

・競争と、みんなでやることのバランスが重要 

・農業も競争を促す施策の動きがでている 

・医療機関は守られている意識が強い 

・競争原理の導入は必要と思った。サービスが良くなる。ホワイトカラー系の人で導入し

ても、何とかやっていけると思う 

・競争に対応していこうとする反応があるのは薬剤師会、生き残りへの反応がある 

 

＜地域間格差について＞ 

・大都市は、趣味の会への参加も多い、（閉じこもりが多い、格差が大きい） 

・残歯数は、都市部で高く、田舎で低い、歯科医数なども関連しているかもしれない 

・歯科医まで遠く、通院が大変なので、歯を抜いてくれと患者が言う 
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・田舎で、先生と折り合いが悪くなると、大都市まで通うか、行かなくなってしまう 

・田舎ほど、子どものむし歯も多く歯を抜くことになる 

・歯科診療所が少ないと、抜歯率が多い印象 

・自治体内のエリアによっての格差はある 

・田舎の方が生活保護世帯が多い 

・大都市は、生活保護は多いが、所得水準は高く、市内での格差は大きい 

・○○市は、ある地域をモデル地区にして事業を行うという話はでている 

・自治体が主催する活動への参加は田舎では高い、都市部では自主的な活動への参加が高

い 

・田舎では、外出すると遊んでいるような意識がある 

・外出の定義が地域によって違うという話があったが、社会参加の総合指標ができると良

い、住民側と行政側（他部署の連携）と、地域でのどのようなリスク、地域のもっている

資源という４つの側面から考えているので、そのことを考えていた。 

・歩行時間３０分未満が田舎で多い。転倒者は田舎で多い 

・過疎の問題については、今後の課題。 

・○○県でも過疎地域では子どもの肥満が多い。車で送り迎えしている。 

・高脂血症も田舎の子どもで中性脂肪が高かった。 

・おやつの食べ方も、都会の方がお母さんがコントロールしているが、田舎ではおばあち

ゃんが与えたり、ゲームの時間が長かった 

・医療施策も過疎地域では違う 

・○○市は、都市的になっていて、強制的な活動は拒否、好きな人同士の活動が盛ん 

・好きなものへの参加の支援ができると良い 

 

＜所得格差、低所得者、財政格差について＞ 

・低所得者の扱いは、啓発は無料、フッ素洗口は家庭の問題への対応として学校・保育園

での実施 

・介護予防１次予防・地域支援事業は無料、歯科検診は無料または一部自己負担、２次予

防事業は有料 

・行政の財政状況も影響は大きい 

・○○市は中学校まで医療費無料 

・介護保険の所得段階と介護サービス利用との関連をみると、自己負担が無い階層は利用

が大きいが、その次の所得段階では低い 

・歯が１０本くらいで入れ歯を使っている割合も所得との関連は強い 

・地域単位での所得と健康状態との関連は余りないのではないかと感じている 

・○○町は貧乏だが、地域のつながりが強く、ボランティアが地域で２０年間運動の普及

をしているなど、経済状態が悪い地域で必ずしも健康状態は悪くない 

・○○市は、食べるには困らない人は多いが、健康状態が必ずしも良いわけではない 

 

戦略Ｄ：地方自治体の行政において健康格差問題をより重視する（ガバナンスを含む） 

＜トップダウン＞ 
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・市長が、○○市の健康指標が悪いといわれて、健康の視点を入れるようになった 

・最下位、最上位などの刺激の強い結果がでると政策が進む面がある 

・○○県は一番になろうという面が無い 

・市長のトップダウンがあればできるが 

・市長は道路や施設を作ったりするのが認められるので、そちらが優先される 

・３Ｅ（Equity 公平性、Economic 経済性、Electability 選挙での得票）が重要 

・選挙にうかるため、全庁的な取組のため、マスコミに報道されると市長は喜ぶ 

・マスコミがくいつきそうなことを行うと良い 

・健康都市連合（ヘルシーシティーズ）がそれで人気がある 全国で２５自治体くらい 

・Age friendly city 、Safe community もＷＨＯが推進している 

 

＜ボトムアップ＞ 

・○○市の市長は、トップダウンでやれとは言わず、考えろという 

・職員有志４０数名で集まり、検討し、今、所属に戻って説得している、結構楽しかった

ので欠席が少なかったので良かった、合わなかった人は出てこなくなった 

・「とりあえず夢から語ろうよ」ということから始めて楽しかった 

・周囲の人が必要性を感じる間接的なアプローチも必要 

 

＜専門職の配置＞ 

・歯科の専門職が常勤でいることが政策反映として重要。啓発や、歯科医師会との連携が

スムーズ 

・歯科医師が健康増進課の正規職員として配置されて、地道がな活動が行われている 

・○○保健所管内は歯科保健に力を入れている、昭和から歯科衛生士がいた市町村もある 

・○○市は県内でう蝕トップであり、むし歯緊急事態宣言が出された 

 

戦略Ｅ：全国的な検討課題を追及する（全国的な制度等） 

・介護での歯科への関わりは、2025 年問題で在宅ケアが問題になっている、計画的な口腔

ケア、歯科衛生士の定期的な訪問への診療報酬が付けられている 

・歯科診療所の歯科衛生士に活躍してもらえるように財源をつけることは重要 

・介護、医療の診療報酬が関わる部分については、歯科医師会の理解が重要 

 

４．考察 

Urban HEART による地域比較分析（マトリックス）の結果を見ながらワークショップ

を行った結果、状況の分析、対応する現時点での取り組み、今後の対応のアイディア等が

多数上げられた。  

今回のワークショップでは、複数の自治体の関係者に参加してもらい実施したが、ある

自治体内で同様のワークショップを行う場合には、その自治体で重要な課題に焦点を絞っ

て、より深く検討することができると考えられる。  

Urban HEART は、日本における健康格差の評価及び対応の検討についても非常に有用

なツールであると考えられる。  
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Urban HEART とは

• Health Equity Assessment and Response Tool
の頭文字を取っての通称

• 都市における健康格差の評価・対応ツール

• 地域間や社会経済的地位の違いにみられる
健康格差を特定、解析する。

• それらの健康格差を低減するための効果的
な戦略、介入策、対策を特定する。 Urban HEART の主要な説明文書

WHO神戸センターホームページ http://www.who.int/kobe_centre/

Urban HEART を実施している国 （日本は厚生労働科学研究班で導入） アーバンハート：４つの特徴

１．使いやすさ

シンプルかつ実用的

２．包括的

多くの部門や領域の課題に関わる

３．長期的に実行可能

既存情報から収集、地域特有の指標も

４．証拠と対策の明確な関連付け

実証による、ニーズに応じた対策案

BUILD AN 
INCLUSIVE 
TEAM

DEFINE 
LOCAL 
INDICATOR 
SET

ASSEMBLE 
AND 
VALIDATE 
DATA

GENERATE 
EVIDENCE

IDENTIFY 
PRIORITY 
HEALTH 
EQUITY 
GAPS AND 
GRADIENTS

IDENTIFY 
BEST 
RESPONSE

1
2

3
4

5
6

SIX STEPS OF URBAN HEART
Urban HEART の６つのステップ

チ
ー
ム
を

作
る

そ
の
地
域
の

指
標
を
作
る

デ
ー
タ
を

収
集
し
確
認

分
析
し

根
拠
を
作
る

健
康
格
差
緩
和
の

優
先
順
位
を
明
確
化

最
善
の
対
応
を

見
つ
け
る

地域比較分析（マトリックス）
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時間比較分析（モニター） ４つの政策分野

政策分野１．物理的環境とインフラ

政策分野２．社会・人間開発

政策分野３．経済

政策分野４．ガバナンス（健康管理政策）

５つの介入戦略

戦略Ａ．都市計画及び都市開発の過程で健康
を考慮する

戦略Ｂ．都市部のプライマリーヘルスケアの役
割を強化する

戦略Ｃ．都市部における健康の公平なあり方を
高める

戦略Ｄ．地方自治体の行政において健康格差
問題をより重視する

戦略Ｅ．全国的な検討課題を追及する

Urban HEART 後半の作業

• ステップ４

–分析し根拠を作る

• 地域間比較（居住区）、時間比較、

• 分解要素（性別、年齢、所得、学歴等）での分
析

• ステップ５

–健康格差緩和の優先順位を明確化

• ステップ６

–最善の対応を見つける
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