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 近年、生活習慣病をはじめとする

慢性疾患の発症や悪化は、不健康な

食事や運動不足、喫煙、過度の飲酒

などの原因が共通していることが明

らかとなりました。これらの生活習

慣を改善することにより、循環器疾

患、糖尿病、慢性呼吸器疾患、がん

等の生活習慣病が予防可能とされて

います。 

 そこで本章では、発症を予防する

「一次予防」、異常を早期に発見し、

進行をくい止める「二次予防」、重症

化や障害を予防するための「三次予

防」の視点で、本町でも健康課題の

大きい循環器疾患対策としての高血圧、脂質異常症、糖尿病とがん対策に着目して取

り上げています。（図 14） 

１ 循環器疾患対策（高血圧、脂質異常症、糖尿病） 

１）現状と課題 

①高血圧                     

  高血圧は、虚血性心疾患や慢性心不全、脳血

管疾患などあらゆる循環器疾患に大きく影響す

る重大な危険因子です。 

  本町は、血圧高値者の割合が県内でも有意に

高く、生活習慣の改善はもちろんのこと、適切

な治療の開始・継続の強化が必要です。（図 15、

表 16） 

 

 

  

    男 女 

年齢調整

該当率 

標準化該当比 年齢調整

該当率 

標準化該当比 

値 有意差 値 有意差 

収縮期血圧 140mm Hg 以

上または拡張期血圧 90 

㎜ Hg 以上 

周防 

大島町 
31.9％ 116.1 

有意に高

い 
22.1％ 122.5 

有意に高

い 

山口県 28.6％ 100 (基準値) 18.4％ 100 (基準値) 

第４章 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

収縮期血圧140㎜Hg以上または拡張期血
圧90㎜Hg 以上の者の標準化該当比

男性 女性

ＳＭＲ 有意差 ＳＭＲ 有意差

平成２３年 １１３．１ 有意に高い １２３．５ 有意に高い

平成２４年 １１６．９ 有意に高い １２２．５ 有意に高い

図 14 本町の死因別死亡数の推移 

図 15 収縮期血圧 140㎜ Hg以上または拡張

期血圧 90㎜ Hg以上の者の標準化該当比 

表 16 収縮期血圧 140㎜ Hg以上または拡張期血圧 90㎜ Hg以上の者の割合 

 山口県保健統計 

 

 やまぐち健康マップ 平成 26 年 

 

 やまぐち健康マップ  平成 26 年 
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②脂質異常症                

脂質異常症は虚血性心疾患の危険

因子とされ、中でも LDLコレステロー

ルは、単独で強力に動脈硬化を進行さ

せることから、日米欧いずれの診療ガ

イドラインでも脂質異常症検査項目

の重要な指標とされています。 

また、近年、LDL コレステロールを

下げても虚血性心疾患などの発症が

防ぎきれない要因として、HDL が低い

ことと中性脂肪が高いことが関係し、

その背景としてメタボリックシンド

ローム（内臓脂肪型肥満）が注目され

ています。 

  本町の特定健診の結果では、LDL コ

レステロール高値者は 2 人に 1 人で、

45歳から増え始めています。（図 16） 

また、メタボリックシンドローム該当者及び予備群は 3 人に 1 人で、男性では 2

人に 1人と高くなっています。生活習慣の改善と併せて、健康診査受診率の向上や

適切な治療が重要となっています。（図 17、図 18） 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙの状況 平成 26年度 

図 17 特定健康診査受診率の年次推移 図 18 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの状況 平成 26年度 

特定健診等ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ  

 

特定健診等ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ  

 

特定健診等ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ  
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③糖尿病 

  糖尿病は心血管疾患の危険を高め、神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合

併症を併発するなど、生活の質に大きな影響を与えます。 

  平成 27 年度の身体障害者手帳所持者のうち、腎機能障害によるものは 57 名で、

取得年齢を見ると 40 代から増えはじめています。（図 19）さらに、国民健康保険

特定疾病療養受療者の新規人工透析患者の基礎疾患をみてみると、糖尿病を主とす

る疾患が多くなっています。（図 20） 

本町の特定健診結果では、糖尿病の可能性が高まる HbA1c5.6％以上の人が半数を

占め、45 歳以降から急激に増えています。その内、糖尿病の診断基準となる

HbA1c6.5％以上の人は各年代で 1割弱となっています。（図 21） 

  人工透析に移行させないためにも、血糖コントロールや血圧管理が重要であり、

これらに大きな影響を与える肥満を予防・改善することでさらなる重症化予防が期

待できます。（図 22） 

 

                  図１６ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肥満者（BMI２５以上）の標準化該当比

男性 女性

ＳＭＲ 有意差 ＳＭＲ 有意差

平成２３年 １１６．７ 有意に高い １０８．７ 高いが有意でない

平成２４年 １１０．７ 高いが有意でない １０９．７ 高いが有意でない

図 19 腎臓機能障害による身体障害者手

帳取得時の年齢 平成 26年 12月現在 

図 20 新規人工透析患者の原因疾患  

平成 24～27年 

図 21 血糖（HbA1c）の状況 平成 26年 図 22 肥満者（BMI25以上）の標準化該当比 

 国民健康保険特定疾病療養受療証 

  福祉課資料 

 

 やまぐち健康マップ 平成 26 年 

 特定健診等ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ  
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２）目標 

項 目 区分 現 状 
平成 37年度 

目標値 

虚血性心疾患の年齢調整死亡率（10 万人あ

たり）平成 23年【やまぐち健康マップ】 

男 13.9％ 
下げる 

女 11.2％ 

脳血管疾患の年齢調整死亡率（10 万人あた

り）平成 23年【やまぐち健康マップ】 

男 37.9％ 
下げる 

女 24.1％ 

収縮期血圧 140mm Hg 以上または拡張期血圧

90 ㎜ Hg以上年齢調整該当率 平成 23年【や

まぐち健康マップ】 

男 32.8％ 

下げる 
女 21.9％ 

LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140㎎/dl以上の人の割合の減少 

平成 26年度 【特定健康診査実績】 
40～74歳 29.8％ 25％ 

特定健康診査受診率の向上  

平成 26年度【特定健康診査実績】 
40～74歳 24.0％ 34％ 

特定保健指導利用率の向上  

平成 26年度【特定健康診査実績】 
40～74歳 37.8％ 45％ 

メタボリックシンドローム該当者及び予備

群の減少 平成 26年度【特定健康診査実績】 
40～74歳 28.1％ 20.0％ 

要医療者の受診の向上 

平成 26年度【特定健康診査実績】 
40～74歳 79.7％ 100％ 

 

３）取り組み方針 

循環器疾患の予防において重要なのは①高血圧、②脂質異常症、③糖尿病の危険

因子の管理です。危険因子の管理のために、生活習慣の改善（一次予防）と異常の

早期発見・早期治療（二次予防）、症状の悪化や合併症の予防（三次予防）に取り

組みます。 

①発症予防（一次予防） 

 循環器疾患の危険因子と関連する生活習慣は、主に栄養の偏りや運動不足、喫煙、

飲酒があり、それぞれ必要とされる生活習慣の改善については次章の「生活習慣改

善の取り組み」で詳述します。（図 23） 

②異常の早期発見・早期治療（二次予防） 

健康診査や人間ドック等の定期受診とセルフチェック（血圧や体重測定など）に

より、異常や境界域の予備群を早期に発見し、必要な治療や生活習慣の改善につな

げ、良好な状態を維持します。 

③重症化や障害の予防（三次予防） 

自己判断による未受診や薬の調節・中断を防ぎ、必要な治療を継続しながら合併

症や障害を防ぐための身体管理に努めます。（図 24） 
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ライフステージ別の取り組み方針 

 ポイント 
地域 

個人や関係団体など 
行政 

乳幼児期 

0～5歳及び母子 

◆健康的な生活習慣の

獲得 
 ・ちょび塩 

 ・早寝、早起き、朝ごは

ん 

 ・外遊び、運動 

◆健診、歯科検診の活用 
 ・未治療の予防 

 （特にう歯、貧血） 

◆やせ、肥満の予防 

 ・低出生体重 

・保育園や学校、家

庭の中で、子どもの

成長を記録します。 

・地域や家庭、学校

で食育を推進しま

す。 

・親子が地域との交

流を深め、遊びや活

動を楽しめるよう、

体験の場を提供しま

す。 

・家庭や保育園、学校と

連携し、子どもたちが健

康に育つために必要な生

活習慣を体得するための

正しい情報を発信し、調

理や試食等の体験の機会

を増やします。（保護者、

園児・児童・生徒） 

・親子の健康や健やかな

成長を増進するための母

子保健事業を行います。 

学童期 

6～12歳 

思春期 

13～18歳 

青年期 

19～39歳 

◆セルフチェック 
 ・家庭血圧 

 ・体重、食事バランス 

 ・歩数 

◆生活リズムを整える 
 ・欠食や偏食、暴飲暴食

の予防 

 ・睡眠時間の確保 

 ・喫煙や多量飲酒の予防 

◆生活習慣病の知識 

・職場での健康診査

を実施し、受診を促

します。 

・定期的に体重や血

圧を測定し、体調管

理に努めます。 

・職域での健康診査の受

診や保健指導の利用を勧

奨します。 

・職域や地域と協力し、

生活習慣病についてや予

防（生活改善）、セルフチ

ェックの方法等の情報を

発信します。 

壮年期 

40～64歳 

◆特定健康診査・健康診

査及び人間ﾄﾞｯｸ、職

場健康診査等の受診 
・保健指導の利用 

・検査値から体の状態や

変化を正しく知る 

◆定期受診、治療継続 
 ・未治療の予防 

 ・服薬管理 

◆セルフチェック 

・職域や家庭、地域

で声を掛け合い、健

康診査を受診しま

す。また、必要な保

健指導の利用を促し

ます。 

・医療機関や薬局で

服薬指導や保健指導

を行います。 

・健康診査を受けやすい

環境を整え、健康診査の

受診と保健指導の活用を

促します。 

・検査結果の正しい見方

や適切な身体管理・服薬

管理等、予防に重点をお

いた健康づくりの普及啓

発と個別指導を行いま

す。 

高齢期 

65歳～ 

図 23 循環器の考え方 図 24 糖尿病の目標設定の考え方 

 健康日本 21(第 2 次) 

s 

 

 健康日本 21(第 2 次) 

s 
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２ がん対策 

 

がん（悪性新生物） 

１）現状と課題 

本町の死因の第1位はが

んで、4人に 1人ががんで

亡くなり、町民の生命と健

康を守る上でもその対策

が重要となっています。 

（図 25、表 17） 

がんによる死亡を防ぐためには、

自覚症状がなくても定期的に検診を

受け、異常を早期に発見し、早い段

階で治療を行うことが重要ですが、

本町のがん検診の受診率は著しく低

く、大きな課題となっています。（図

26、表 18） 

また、がんのリスクを高める要因

として、喫煙や飲酒、食塩の過剰摂

取などの生活習慣が従来から言われ

ていますが、近年では、がんに関連

するｳｲﾙｽでﾋﾄ T 細胞白血病ｳｲﾙｽ１型

や性感染症でも知られるﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳ

ｲﾙｽ、B型、C型肝炎ｳｲﾙｽ及びﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ

ｰ・ﾋﾟﾛﾘ菌への感染が注目されています。

これらの感染症に対しての感染予防や適

切な治療を行うことにより、予防可能なが

んも増えてきました。（図 27） 

今後は、これまで以上にがん検診の受診

率を向上させ、がんの早期発見と早期治療、

進行予防を推進します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

順位 部位  

1位 肺 23 

2位 胃 17 

3位 肝臓 15 

4位 大腸 11 

5位 
膵臓 

5 
胆のう 

受診率 周防大島町 山口県 県目標値 

胃がん検診 5.1％ 4.7％ 

50％ 大腸がん検診 9.6％ 12.9％ 

肺がん検診 12.6％ 12.6％ 

乳がん検診 12.3％ 17.0％ 
50％ 

子宮がん検診 8.9％ 20.3％ 

図 25死因別死亡割合 平成 25年度 表 17部位別死亡順位 平成 25年 

図２２ 

図 27 日本人におけるがん死亡の原因 

表 18がん検診受診率 平成 25年度 

図 26 がん検診受診率の年次推移 

 地域保健・健康増進事業報告 

 

 山口県保健統計 

 

 山口県保健統計 

 

 山口県保健統計 
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２）目標 

項 目 区分 現 状 
平成 37年度 

目標値 

75 歳未満がんの年齢調整死亡率の減少

（10万人あたり） 

平成 23年【やまぐち健康マップ】 

男 201.1 注）全年齢 

下げる 
女 92.9 注）全年齢 

がん検診の受診率の向上 

平成 26年度 

【各種がん検診実績報告】 

胃がん 40～69歳 5.0％ 15.0％ 

肺がん 40～69歳 11.1％ 21.1％ 

大腸がん 40～69歳 9.5％ 19.5％ 

乳がん 40～69歳 18.2％ 28.2％ 

子宮がん 20～69歳 11.9％ 21.9％ 

 

３）取り組みの方針 

①発症予防（一次予防） 

がんの発症には、生活習慣や体格、感染症が大きく関わっています。がんの発症

予防に向け、生活習慣の改善と感染症予防に関する正しい知識の普及を図ります。

具体的な取り組みについては、次章で詳述します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②異常の早期発見・早期治療と進行予防（二次予防・三次予防）  

  進行がんの率を減少させ、がんによる死亡を減らすために最も重要なのは、がん

の早期発見・治療です。自覚症状がない段階から定期的ながん検診の受診を促進す

るとともに、自覚症状がある場合には早期に医療機関を受診するよう、普及啓発活

動を行います。 

 

【がんのリスクを高める要因】 

喫煙（受動喫煙を含む）、過剰飲酒、肥満、運動不足 

食生活（野菜や果物の不足、脂肪・食塩等の過剰摂取） 

ウイルス感染：ヒト T細胞白血病ウイルス１型、ヒトパピローマウイルス、 

B型・C型肝炎ウイルス 

 

細菌：ヘリコバクター・ピロリ菌 
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【種類】 
ﾋﾄ T 細胞白血病ｳｲﾙｽ

１型（HTLV-1）、ﾋﾄﾊﾟ

ﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ（HPV）B

型、C 型肝炎ｳｲﾙｽ

（HBV、HCV） 

ライフステージ別の取り組み方針 

 ポイント 
地域 

個人や関係団体など 
行政 

乳幼児期 

0～5歳及び母子 

◆発がんの原因となる

感染症の予防 

 ・妊婦健診（検査） 

 ・予防接種 

・性感染症の教育 

◆スキンケア 
 ・皮膚の傷や炎症部位か

ら感染する B 型肝炎の

予防 

◆健康的な生活習慣の

体得 
 ・ちょび塩 

 ・野菜、果物摂取 

 ・外遊び、運動習慣 

◆喫煙・受動喫煙の予防 

・学校保健や家庭、地

域活動の中で、性教育

や薬物乱用防止、飲

酒・喫煙防止に取り組

みます。 

 

・食生活改善推進協議

会や母子保健推進協

議会、子育て支援ｾﾝﾀ

ｰ、ｻｰｸﾙ、保育園、学

校を通じて、がん予防

に効果的な食育や生

活習慣の改善につい

ての健康教育や情報

発信を行います。 

・母子保健や学校保健を

通じて、がんに関する正

しい知識と有効な予防

法（予防接種や性感染症

の教育など）についての

周知を図ります。 

  

・母子保健事業や保育

園、学校と協力して、が

ん予防に望ましい生活

習慣が身につくよう、健

康教育や情報発信を行

います。 

 

・がん征圧月間（9月）

を中心に、子どもの頃か

らがんに関する正しい

知識を身につけ、検診へ

の関心を高めるよう普

及啓発します。 

学童期 

6～12歳 

思春期 

13～18歳 

青年期 

19～39歳 

◆定期的な検診受診 

【20歳～】 

 ・子宮がん 

【40歳～】 
 ・胃がん、大腸がん 

 ・肺がん、乳がん 

 ・肝炎ウイルス 

【50歳～】 

 ・前立腺がん 

◆精密検査や医療機関

の受診 
 ・要精密検査者 

 ・自覚症状がある場合 

◆セルフチェック 
 ・乳房、おりもの、不正

出血 

 ・排便、排尿 

 ・咳や血痰 

 ・体調 

◆生活習慣の改善 
 ・禁煙 

 ・ちょび塩 

・運動 

 ・野菜、果物摂取 

 ・肥満予防 

 ・適正飲酒 

・医療機関や検診機関

による、受診しやすい

雰囲気づくりや検診

に伴う負担が軽減で

きるよう工夫します。 

・職場や地域で検診が

受けられる場の確保

に努めます。 

・職域や家族が人間ドッ

クやがん検診の受診を

促すなど、受診しやす環

境づくりを心がける 

・職域や地域を通じ

て、がんやがん検診に

関する情報を発信し

ます。 

・健康増進計画推進委

員を中心に、ちょび塩

と運動・身体活動の推

進、検診受診率の向上

に向けた活動を行い

ます。 

・検診の改善点を分析

し、受診しやすい検診体

制の見直しを図ります。 
（実施時期、場所、案内方

法や料金、その他） 

・精密検査受診状況を把

握し、未受診者への受診

勧奨を徹底します。 

・がん征圧月間（9月）

を中心に、がんに関する

正しい知識や検診への

関心を高めるような普

及啓発活動を行います。 

・職域や地域と協力し、

がん予防やがん検診に

ついて学ぶ機会を増や

します。 

・関係機関や地域、家庭

と協力し、生活習慣の改

善に向けた活動の充実

を図ります。 

 

壮年期 

40～64歳 

高齢期 

65歳～ 

 


