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３．生活習慣・社会環境の改善 

 

（１）栄養・食生活 

 

①はじめに 

 

栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、また人々が健康な

生活を送るために欠くことのできない営みであり、多くの生活習慣病の予防の観点か

ら重要です。同時に、栄養・食生活は社会的、文化的な営みでもあります。 

厚生労働省がおこなっている国民健康・栄養調査で、平成 22 年は脂質エネルギー

比 25.2％、炭水化物エネルギー比 60.0％という結果が出ました。外国からの影響もあ

り、嗜好に働きかける炭酸飲料や清涼飲料水、簡単に食べられるファーストフード、

調味料としてのマヨネーズは、あっという間に普及していきました。しかし、どれも

脂質や糖質の多い食品であったため生活習慣病の増加が危惧されていました。その後

もより便利により美味しく、インスタント食品やコンビニが急増し、核家族化してい

る現代に、それらは当たり前に存在し、生活の一部になっています。このような時代

の中で、食習慣は多様化しています。 

弘前市でも自然環境や地理的な特徴、風習、背景によって、地域特有の食文化を生

み出し、食生活の習慣をつくりあげてきています（図 18）。 

生活習慣病予防の実現のためには、弘前市の特性を踏まえ、栄養状態を適正に保つ

ために必要な栄養素を摂取することが求められています。 

 

②基本的な考え方 

 

がん、循環器疾患、糖尿病などの生活習慣病予防のためには、適正体重を維持する

ために活動量に見合ったエネルギー摂取と適正な量と質の食品摂取の選択が重要にな

ってきます。食べたものがからだの中で代謝され、その結果は健診データにつながり

ます。代謝等の身体のメカニズムと生活習慣（食）との関係を理解し、適正な改善を

自ら選択し、実践できる力を十分に育み、発揮できることが重要になってきます。 
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図１8

【 地形・風土 】

・津軽平野は奥羽山脈、白神山地、岩木山など周

囲を山で囲まれ、平野部では県内最大流域面積の

岩木川が流れる肥沃な穀倉地帯である。

・寒暖の差が激しく、冬は降雪量が多い。

【 風習・背景 】

・さくらまつり、ねぷたまつりを初めとして

さくらまつり、菊と紅葉まつり、雪灯篭まつり

など1年を通してまつりがさかんである。

・昔は砂糖が手に入りにくく、高価だったため、

祝い事や人が集まる席では、祝いやもてなしの気

持ちを込めて、料理やお菓子に砂糖を多く使用す

る習慣が残っている。

・農作物の自給率が高い。

→りんごをはじめとする果実 7288％

米 155％ 野菜 55％

（平成17年度青森農林水産統計協会調べ）

→お酒、ジュース、加工食品などさかん。

・冬期間が長いため、食料確保・保存法が発達す

る。

〇野菜・山菜→「乾燥」

野菜・山菜類を干し、冬の間の食料とする。

正月には切り餅を寒い気候を利用して「干し

餅」などに。春から夏の農繁期にかけて食べら

れる大事な保存食である。

○野菜・山菜→「塩蔵」

野菜・山菜類をゆでてあく抜きした後、塩漬け

として保存する。食材の保存のために利用する

場合と、「漬物」「香の物」と呼ばれ、副菜の

ひとつとする場合と2種類ある。

・寒冷地域のために長い熟成期間を必要としたこ

とから、塩分濃度の高い津軽味噌が出来上がる。

【 食をめぐる現状と課題 】

・まつりなどが多いため、お酒を飲む機会が増える（飲

食店の店舗数も多い）。

・特産を活かした地元のお酒も多い。

→アルコールの多量摂取。

・さらに人が集まる機会が増えるため、揚げ物やつまみ

などの油料理を食べやすい。

・スーパーやコンビニ等で手軽にインスタント食品や弁

当などの調理済みの食品が手に入りやすい。

→脂質の過剰摂取。
・料理に使用する砂糖の量が多い。赤飯・煮物・茶わん

蒸しなど他の地域に比べて甘い。

・農繁期の際の間食に、菓子パン・お菓子・ジュースな

ど多く消費する。

※青森県の特徴として、炭酸飲料、果汁・野菜ジュース

等の購入金額全国１位のデータもある。（数字で読む青
森県２０１２より）

→糖質の過剰摂取。

・漬物など、古くから塩分の多く含まれる保存食を食べ

ていたため、料理の味も全体的に塩気の強いものが多い。

→塩分の過剰摂取。

※なお、平成24年弘前市民世論調査では

○朝食を毎日食べる人 83%

○バランスのとれた食事を1日2食

以上毎日食べている人 58%

○牛乳や乳製品を毎日食べている人 32%

○生の果物を毎日食べている人 15%

○メタボリックシンドロームという

言葉の内容を知っている人 71%

という結果となり、朝食を食べる人は割合的に多いものの、栄養

面・健康面の意識ではまだまだ改善する必要がある。

【 食による影響 】

・脂質、塩分、糖質の高い食事の食

べ過ぎ・飲み過ぎは脂肪として蓄積

され、やがては肥満となる。

・日本人の死因の6割を占める

「がん」「脳卒中」「心臓病」（三

大生活習慣病）を引き起こす原因と

もなる。

弘前市の死因の現状

・悪性新生物 １位

・心疾患 ２位

・肺炎 ３位

・脳血管疾患 ４位

・老衰 ５位

・不慮の事故 ６位

・腎不全 ７位

・自殺 ８位

・肝疾患 ９位

・糖尿病 １０位

(平成23年）

青森県の平均寿命

・男性 77.3 歳 ・女性 85.3 歳

弘前市の平均寿命

・男性 ７７.７歳 ・女性 ８６.７歳

青森県の健康寿命

・男性 68.9 歳 ・女性 72.3 歳

※健康寿命とは、健康状態で生活することが期待され

る平均期間または指標の総称を指す。

(平成22年）

平均寿命は男性・女性共に全国最下位。

健康寿命は男性は全国最下位と低い数値であ

る。
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③現状と目標 

 

個人にとって、適切な量と質の食事をとっているかどうかの指標は健診データです。

健診データについての目標項目は、2．生活習慣病の予防の項で掲げているため、栄

養・食生活については、適正体重を中心に、目標を設定します。 

 

ⅰ 適正体重を維持している者の増加(肥満、やせの減少) 

体重は、ライフステージをとおして、日本人の主要な生活習慣病や健康状態との関

連が強く、特に肥満はがん、循環器疾患、糖尿病等の生活習慣病との関連があります。 

 

ア．20歳代女性のやせの者の割合の減少（妊娠時のやせの者の割合） 

妊娠前、妊娠期の心身の健康づくりは、子どもの健やかな発育につながります。 

低出生体重児は、妊娠前の母親のやせが要因の 1 つと考えられています。 

弘前市では、妊娠中の適切な体重増加の目安とするために、妊娠直前の BMI

を把握し、保健指導を行っています。BMI の把握を始めた平成 22 年度までは、

やせの人の割合は横ばい状態でしたが、平成 23 年度は増加しています（表 20）。 

 

表２０ 妊娠時のやせの人の推移 

年度 H20 H21 H22 H23 

人数（人） 85 人 71 人 74 人 129 人 

割合（％） 6.7 5.1 6.2 10.6 

    ＊平成 22 年度までは妊婦のやせの基準が 17.6 以下であったが、平成 23 年度から 

は 18.5 以下に変更となった。         （資料:弘前市妊婦連絡票） 

 

今後も、妊娠前、妊娠期の健康は、次の世代を育むことにつながることの啓発

とともに、ライフステージ及び健診データに基づいた保健指導を行っていくこと

が必要と考えます。 

 

イ．肥満傾向にある子どもの割合の減少 

  子どもの肥満は、将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいとの報告がありま

す。学校保健統計調査では、肥満傾向児は肥満度 20％以上の者をさすとされてお

り、肥満度 20％以上 30％未満の者は「軽度肥満傾向児」、肥満度 30%以上 50%未満

の者は「中等度肥満傾向児」、肥満度 50%以上の者は「高度肥満傾向児」と区分さ

れています。 
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国の指標の設定となっている小学 5年生(10歳)の弘前市の肥満傾向児は、男

11.85%女 11.5%と、全国より高いものの青森県より低くなっています（表 21）。 

 

表２１ 平成２４年度 都道府県別肥満傾向児の出現率 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

(資料：平成２４年度学校保健統計調査   

結果） 

 

また、弘前市肥満傾向児の状況から、高度肥満が男子 1.0%、女子 1.4%となって 

います（図 19）。 

 

図１９ 平成２４年度弘前市の肥満傾向児（小学 5年生）の出現率 

 
                 （資料:平成２４年度学校保健統計調査結果） 

 

順位 都道府県 出現率 都道府県 出現率

1 福　　　島 16.91 栃　　　木 13.15
2 宮　　　城 16.28 青　　　森 12.90
3 北　海　道 15.23 宮　　　城 11.96
4 青　　　森 13.82 秋　　　田 11.25
5 山　　　形 13.15 群　　　馬 11.18

21 長　　　野 10.38 新　　　潟 8.37
22 東　　　京 10.06 熊　　　本 8.14
23 福　　　岡 9.95 佐　　　賀 7.87
24 全　　　国 9.86 千　　　葉 7.84
25 熊　　　本 9.86 和　歌　山 7.81
26 大　　　分 9.86 全　　　国 7.73
27 沖　　　縄 9.75 埼　　　玉 7.71
28 千　　　葉 9.53 北　海　道 7.55
29 香　　　川 8.99 奈　　　良 7.54
30 静　　　岡 8.89 富　　　山 7.48

44 島　　　根 7.05 滋　　　賀 6.07
45 滋　　　賀 6.69 石　　　川 6.02
46 兵　　　庫 6.40 大　　　阪 5.43
47 京　　　都 5.63 岡　　　山 4.95
48 愛　　　知 5.09 京　　　都 4.08

小学5年生
男子 女子
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子どもの肥満については、従来から、学校における健康診断に基づく健康管理指導

や体育等の教育の一環として、肥満傾向児を減少させる取り組みが行われています。 

しかし、こうした取組みをより効果的にするために、今後も栄養指導に努めていく

必要があります。 

 

ウ．40～60歳代男性の肥満者の割合の減少 

エ．40～60歳代女性の肥満者の割合の減少 

ライフステージにおける肥満は、20～60 歳代男性及び 40～60 歳代女性に、最

も多く認められるため､この年代の肥満者の減少が健康日本 21の目標とされてい

ましたが、最終評価では、20～60 歳代男性の肥満者は増加、40～60 歳代女性の

肥満者は変わらなかったため、引き続き指標として設定されました。 

弘前市は、20～30 歳代の健康診査を実施していないため把握が困難なことから、

評価指標を男性も 40 歳代からとします。 

弘前市の 40～60 歳代男性の肥満者は増加傾向にあり、40～60 歳代女性の肥満

者の割合は横ばいです（図 20）。 

働き盛りの肥満者は密接に生活習慣病と関わっており、深刻な病気への影響も

懸念されます。肥満者の割合の減少に力を入れていく必要があります。 

  

図２０ 40～60歳代の肥満（BMI25以上）の割合の推移 (男女別) 

     

                        （資料:弘前市特定健診結果） 

 

ⅱ．低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者の割合の増加の抑制 

高齢期の適切な栄養は、生活の質(QOL)のみならず、身体機能を維持し生活機

能の自立を確保する上でも極めて重要です。 
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日本人の高齢者においては、やせ・低栄養が、要介護及び総死亡に対する独立

したリスク要因となっています。 

高齢者の「低栄養傾向」の基準は、要介護及び総死亡リスクが統計学的に有意

に高くなる BMI20 以下が指標として示されました。 

弘前市の 65 歳以上の BMI20 以下の割合は、平成 34 年度の国の目標値を下ま

わっていますが、高齢化に伴って増加する可能性があるため、増加の抑制が必要

となります(図 21)。 

  

    図２１ 65歳以上の BMI20以下の割合の推移     

 

                                            （資料：弘前市特定健診結果）     

 

ⅲ 幼児期からの食習慣の把握 

     生涯にわたって健康な食習慣を身につけるためには、子どもの頃からの食に対

する意識づけが重要です。弘前市では今後 1 歳 6 か月児健康診査および 3 歳児健

康診査において、食生活に関するアンケート調査を実施し、その調査の結果と幼

児の適正体重を照らし合わせて課題を明確にし、栄養指導に取り組んでいきます。 

 

④対策 

 

ⅰ 生活習慣病の発症予防のための取り組みの推進 

ライフステージに対応した栄養指導 

・学齢期の親子料理教室などによる食育指導 

・食生活改善推進員による食育（青年期・壮年期・高齢期） 
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・健康診査及び特定健康診査結果に基づいた栄養指導 

家庭訪問や健康相談、結果説明会、健康教育など、多様な手段により、それ

ぞれの特徴を生かしたきめ細やかな栄養指導の実施（青年期・壮年期・高齢

期） 

・職域と連携しながら、働き盛りへの栄養指導 

・家庭訪問、健康教育、健康相談（全てのライフステージ） 

 

ⅱ 生活習慣病の重症化予防のための取り組みの推進 

管理栄養士による高度な専門性を発揮した栄養指導の推進 

・健康診査及び特定健康診査結果に基づいた栄養指導 

糖尿病や慢性腎臓病など、医療による薬物療法と同様に食事療法が重要な生

活習慣病の重症化予防に向けた栄養指導の実施 

 

 ⑤市民の取り組む目標 

   ・適正体重を知り、維持するよう心がけます。 

   ・週１回以上は体重を測ります。 

   ・主食、主菜、副菜をそろえ、一日三食 食べるようにします。 

・野菜のおかずを１皿増やすようにします。 

・うす味を心がけるようにし、塩分を控えるようにします。 

   ・菓子類、ジュース、缶コーヒー、果物など糖分のとりすぎに気をつけます。 

    

 

 

 

 

 

 

MEMO 

・食塩摂取の目標量については、WHO では 1 日当たり５ｇを掲げています。

日本では、食事摂取基準２０１０においてその目標量は、成人男性９g/日未満、

成人女性７.５ｇ/日未満とされています。 

 

・健康日本 21（第 2 次）においても、野菜摂取量の増加が目標となっており、

カリウム、ビタミン C、食物繊維等の適量摂取が期待される量として、1 日当

たりの平均摂取量３５０ｇとしております。 
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 ⑥評価指標               

  

項目 市の目標値 評価 データソース

①適正体重を維持している者の
増加（肥満、やせの減少）

・２０歳代女性のやせの者の割合
の減少（妊娠届出時のやせの者
の割合）

10.6% 23年度 減少傾向へ 34年度 妊婦連絡票

・肥満傾向にある子どもの割合の
減少（小学5年生の中等度・高度
肥満傾向児の割合）

男子5.1%
女子2.2%

23年度 減少傾向へ 34年度
学校保健体育
資料

・４０～６０歳代男性の肥満者の
割合の減少

32.5% 28%

・４０～６０歳代女性の肥満者の
割合の減少

22.3% 19% 34年度

・低栄養傾向（BMI２０以下）の高
齢者の割合の増加の抑制

14.7% 19%

23年度 国保特定健診

市の現状値
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（２）身体活動・運動 

 

①はじめに 

 

身体活動とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動き

を、運動とは身体活動のうち、スポーツやフィットネスなど健康・体力の維持・増進

を目的として行われるものをいいます。 

身体活動・運動の量が多い人は、不活発な人と比較して循環器疾患やがんなどの非

感染性疾患の発症リスクが低いことが実証されています。 

世界保健機構(ＷＨＯ)は、高血圧(13％)、喫煙(9％)、高血糖(6％)に次いで、身体不

活動(6％)を全世界の死亡に関する危険因子の第 4 位と認識し、日本でも、身体活動・

運動の不足は喫煙、高血圧に次いで非感染性疾患による死亡の 3 番目の危険因子であ

ることが示唆されています。 

最近では、身体活動・運動は非感染性疾患の発症予防だけでなく、高齢者の運動機

能や認知機能の低下などと関係することも明らかになってきました。 

また、高齢者の運動器疾患が急増しており、要介護となる理由として運動器疾患が

重要になっていることから、日本整形外科学会は 2007 年、要介護となる危険の高い

状態を示す言葉としてロコモティブシンドロームを提案しました。 

運動器の健康が長寿に追いついていないことを広く社会に訴え、運動器の健康への

人々の意識改革と健康長寿を実現することを目指しています。 

身体活動・運動の重要性が明らかになっていることから、多くの人が無理なく日常

生活の中で運動を取り入れることを意識するための普及・啓発や継続して運動を実施

できる方法の提供が求められています。 

 

参考 ロコモティブシンドローム(運動器症候群)の定義 

・運動器(運動器を構成する主な要素には、支持機構の中心となる骨、支持機構の中

で動く部分である関節軟骨、脊椎の椎間板、そして実際に動かす筋肉、神経系があ

る。これらの要素が連携することによって歩行が可能になっている)の障害のために

自立度が低下し、介護が必要となる危険性の高い状態をいう。 

運動器の機能低下が原因で､日常生活を営むのに困難をきたすような歩行機能の低

下、あるいはその危険があることを指す。 

・ロコモティブシンドロームはすでに運動器疾患を発症している状態からその危険

のある状態を含んでいる。 
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②基本的な考え方 

 

健康増進や体力向上のために身体活動量を増やし、運動を実施することは、個人の

抱える多様かつ個別の健康課題の改善につながります。 

主要な生活習慣病予防とともに高齢者の運動機能や認知機能の低下、ロコモティブ

シンドロームによって、日常生活の営みが困らないようにするために身体活動・運動

が重要になってきます。 

 

③現状と目標 

 

ⅰ 日常生活における歩数の増加 

(日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1日１時間以上実施する者) 

歩数は比較的活発な身体活動の客観的な指標です。 

歩数の不足および減少は、肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高

齢者の自立度の低下や虚弱の危険因子でもあります。 

弘前市では、健康診査・特定健康診査受診者に対して身体活動の状況を確認してい

ますが、弘前市国保特定健診受診者のうち日常生活において歩行又は同等の身体活動

を１日１時間以上している人は、男性 40％、女性 30％を超えて、年々増加傾向にあ

ります（図 22）。 

 

図２２ 日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上している人の推移 

（男女別） 

   

                     （資料：弘前市特定健康診査結果） 
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しかし、平成 24 年度弘前市世論調査では、歩数計を使用している 20 歳以上の１日平

均歩数は、男性 7,061 歩、女性 4,767 歩であり、全国（平成 22 年度男性 7,136 歩、女

性 6,117 歩）に比べて男女とも少なく、県（平成 22 年度男性 6,037 歩、女性 5,213 歩）

に比べて女性が少ない現状です。 

身体活動量を増やす具体的な手段は、歩行を中心とした身体活動を増加させるように

心掛けることですが、冬期間は積雪や路面の凍結により転倒などの危険を伴うことが多

くなるため、日常生活の中で年間を通じて安全に歩行などの身体活動を行う方法の提供

や、実施・継続できるように普及・啓発することが必要になります。 

 

ⅱ 運動習慣者の割合の増加 

弘前市では、健康診査・国保特定健診受診者に対して運動習慣の有無について確認

しており、国保特定健診受診者の運動習慣者の割合は、男性が横ばい、女性が増加し

ています（図 23）。 

運動は余暇時間に取り組むことが多いため、全国や県と同様に、就労世代（20～64

歳）と比較して退職世代（65 歳以上）では明らかに多くなる傾向にあり、平成 23 年

度の運動習慣者の割合は、就労世代で男性 24.4%、女性 24.0%、退職世代では男性

46.2%、女性 38.5%となっています。 

 

図２３ 運動習慣者の割合の推移 (男女別) 

 

                    （資料：弘前市国保特定健診結果） 

 

就労世代の運動習慣者が今後も増加していくためには、身近な場所で運動できる環

境や、歩行と同様、冬期間は積雪や路面の凍結等により屋外での運動が制限される点

も考慮し、日常生活の中で年間を通じて運動が可能な方法を提供し、多くの人が気軽

に運動に取り組むことができるように普及・啓発することが必要です。 
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ⅲ 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少（千人当たり） 

 平成 24年度弘前市世論調査では、足腰に痛みのある高齢者の割合（千人当たり）が、

男性 614人、女性 708人であり、全国（平成 22年度男性 218人、女性 291人）に比べ

て約 3倍となっています。 

 高齢者の足腰の痛みは、生活の質に影響するだけでなく、姿勢不安定、転倒、歩行

困難などと密接な関係があることが示唆されており、身体活動や外出などを阻害しま

す。 

 また、要介護状態となる主な原因の 1つに運動器疾患があり、生活の質に大きな影

響を及ぼすロコモティブシンドローム（運動器症候群）は、高齢化に伴う骨の脆弱化、

軟骨・椎間板の変形、筋力の低下、神経系の機能低下によるバランス機能の低下など

が大きな特徴で、これらの状態により要介護状態となる人が多くみられます。 

 今後は、高齢化の進展に伴い、より高い年齢層の高齢者が増加することが推測され

ますが、足腰に痛みのある高齢者の割合の減少により身体活動や外出などの促進につ

ながり、高齢者の自立を保つ上でも重要となります。 

 

④対策 

 

ⅰ 身体活動量の増加や運動習慣の必要性に関する知識の普及・啓発の推進 

・歩行などの身体活動・運動についての知識の普及 

・運動器の痛みに対する正しい知識の普及 

・ライフステージや健康状態に応じた適切な運動指導 

・日常生活の中で取り入れやすい身体活動や運動の方法についての情報提供・指導 

 

ⅱ 身体活動及び運動習慣の推進 

・健康運動指導士など、運動に関する専門家との連携と事業の開催 

・町会組織やひろさき健幸増進リーダーなど、地域との連携 

・健康講座や高齢者を対象とした運動に関する教室への勧奨 

・市の関係課や関係機関が実施している事業への勧奨 

 

 ⑤市民の取り組む目標 

  ・親子でからだを使って遊びます。 

  ・学校ではスポーツを楽しみます。 

  ・生活の中で、こまめに動き、自分にあった運動方法を身につけます。 

  ・積極的に外出し、自分にあった運動を続けます。 
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  ⑥評価指標 

  

項目 市の目標値 評価 データソース

①日常生活における歩数の増加

・２０～６４歳　男性 6,689歩 8,000歩

　　　　　　　　　女性 4,848歩 24年 6,000歩 34年度

・６５歳以上　男性 7,912歩 9,000歩

　　　　　　　　女性 4,577歩 6,000歩

②運動習慣者の割合の増加

４０～６４歳　　男性 24.4% 34%

　　　　　　　　　女性 24.0% 23年度 34% 34年度

６５歳以上　　 男性 46.2% 56%

　　　　　　　　　女性 38.5% 48%

③足腰に痛みのある高齢者の割
合（1,000人当たり）

男614人
女708人

24年
男560人
女650人

34年度 調査

調査

国保特定健診
問診

市の現状値
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（３）飲酒 

 

①はじめに 

 

アルコール飲料は、生活・文化の一部として親しまれてきている一方で、到酔性、

慢性影響による臓器障害、依存性、妊婦を通じた胎児への影響等、他の一般食品には

ない特性を有します。 

健康ひろさき 21 では、アルコールに関連した健康問題や飲酒運転を含めた社会問

題の多くは、多量飲酒者によって引き起こされていると推定し、多量飲酒者を「1 日

平均 60g を超える飲酒者」と定義し、多量飲酒者数の低減に向けて努力がなされてき

ました。しかし、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などは、1 日平均飲酒量ととも

にほぼ直線的に上昇することが示されています。 

また、全死亡、脳梗塞および冠動脈疾患については、男性では 44g/日（日本酒 2 合

/日）、女性では 22g/日（日本酒 1 合/日）程度以上の飲酒でリスクが高くなることが示

されています。同時に一般に女性は男性に比べて肝臓障害など飲酒による臓器障害を

おこしやすいことが知られています。 

世界保健機構(ＷＨＯ)のガイドラインでは、アルコール関連問題リスク上昇の域値

は男性 1 日 40g を超える飲酒、女性 1 日 20g を超える飲酒としており、また、多くの

先進国のガイドラインで許容飲酒量に男女差を設け、女性は男性の 2 分の１から 3 分

の２としています。 

そのため、二次計画においては、生活習慣病のリスクを高める飲酒量について、男

性で 1 日平均 40g 以上、女性で 20g 以上と定義しました。 

 

②基本的な考え方 

 

飲酒については、アルコールと健康の問題について適切な判断ができるよう、正確

で有益な情報を提供する必要があります。 

多量飲酒は生活習慣病のリスクを高めるほか、飲酒運転を含めた社会問題を引き起

こす要因となり得るため、節度ある適度な量の飲酒や飲酒マナーについて啓発する必

要があります。 

また、未成年者の発達や健康への影響、胎児および母乳を授乳中の乳児への影響な

ども含めた健康との関連について、正確な知識を普及する必要があります。 

 

③現状と目標 

 

ⅰ妊娠中の飲酒をなくす 
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 妊娠中の飲酒は、胎児性アルコール症候群や発育障害を引き起こします。これを 

予防し得る安全な飲酒量はいまだわかっておらず、妊娠中あるいは妊娠しようとして

いる女性はアルコールを断つことが求められます。 

 すべての妊婦が飲酒による害を理解し、断酒できるようになるための支援が必要で

す。 

 

ⅱ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者(一日当たりの純アルコールの

摂取量が男性 40g以上、女性 20g以上の者)の割合の低減 

弘前市の生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合は、男女ともやや

減少傾向となっています（図 24）。 

 

図２４ 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合の推移 

 
（資料:弘前市国保特定健診結果）     

 

また、飲酒量と関係が深い健診データであるγ-GT については、異常者の割合は横

ばいで推移しています（表 22）。 

表２２ γ-ＧＴ異常者の推移 

    

   

（資料:弘前市国保特定健診結果） 

①γ -GTが保健指導判定値者の割合（51U/I以上）
20年度 21年度 22年度 23年度

男性 36.2 34.2 33.7 33.4
女性 8.2 8.1 8.3 8.3

②γ -GTが受診勧奨判定値者の割合（101U/I以上）
20年度 21年度 22年度 23年度

男性 13.8 12.3 11.7 11.7
女性 1.9 1.9 1.8 2.0
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γ-GT の受診勧奨判定値者の飲酒習慣がある人のうち、適正飲酒者は男女ともに約 

50％以上になっています（表 23）。 

 

表２３ γ-ＧＴ１０１ Ｕ／Ｉ以上で適正飲酒者の割合 

  

 

γ-GT の異常者は、男女ともに、ほとんどの検査項目で、異常率が高くなっています（表

24）。飲酒は肝臓のみならず、高血糖、高血圧、高尿酸状態をも促し、その結果、血管を

傷つけるという悪影響を及ぼします 

 

表２４ γ-ＧＴ異常者(51U/I以上)の検査項目別異常者数割合(平成 23年度) 

1 男性 
            

  総数 割合 

メタボリックシンドローム 
肥満 

脂質 

基準該当 予備群該当 低ＨＤＬ－Ｃ 高中性脂肪 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

全体 3,635 100% 891 24.5% 680 18.7% 1,158 31.9% 245 6.7% 939 25.8% 

γーＧＴ 

異常者 
1,247 34.3% 433 34.7% 253 20.3% 485 38.9% 74 5.9% 487 39.1% 

              
ＨｂＡ１ｃ 血圧 

ＬＤＬ－Ｃ 尿蛋白 尿酸 
境界域 糖尿病領域 

正常高値～Ⅰ

度 
Ⅱ度～Ⅲ度 

人

数 
割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

753 20.7% 400 11.0% 1,264 51.5% 174 7.1% 1,894 52.1% 263 7.2% 495 13.6% 

266 21.3% 153 12.3% 475 56.1% 90 10.6% 634 50.8% 119 9.5% 239 19.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

20年度 21年度 22年度 23年度
男性 53.6 49.5 52.9 53.4
女性 53.5 60.0 59.5 75.0
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 女性 

  総数 割合 

メタボリックシンドローム 
肥満 

脂質 

基準該当 予備群該当 低ＨＤＬ－Ｃ 高中性脂肪 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

全体 3,437 100% 348 10.1% 264 7.7% 822 23.9% 53 1.5% 421 12.2% 

γーＧＴ 

異常者 
281 8.2% 47 16.7% 24 8.5% 99 35.2% 12 4.3% 64 22.8% 

              
ＨｂＡ１ｃ 血圧 

ＬＤＬ－Ｃ 尿蛋白 尿酸 
境界域 糖尿病領域 

正常高値～Ⅰ

度 
Ⅱ度～Ⅲ度 

人

数 
割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

766 22.3% 218 6.3% 1,506 43.8% 167 4.9% 2,014 58.6% 94 2.7% 58 1.7% 

74 26.3% 35 12.5% 148 52.7% 15 5.3% 158 56.2% 12 4.3% 13 4.6% 

（資料:弘前市国保特定健診結果） 

  

 今後も、個人の健診データと飲酒量を確認しながら、アルコールと健診データと 

の関連についての保健指導が必要になります。 

同時に、飲酒の習慣は、弘前市の地理・地形、気候や歴史などを背景とした文化や食 

生活の中で形成されたものでもあるため、飲酒に関する判断基準など、個人や地域の価

値観を把握しながらの指導も重要になります。 

 

④対策 

ⅰ 飲酒による生活習慣病予防の推進 

・特定健診の結果に基づいた適度な飲酒への個別指導 

 

ⅱ 飲酒のリスクに関する教育・啓発の推進 

 ・保健事業の場を活用した情報提供、教育 

・母子健康手帳交付時、各種教室、相談等 

・成人式など人の集まる場を活用した情報提供 

 

  ⑤市民の取り組む目標 

   ・未成年、妊婦は、飲酒しないようにします。 

   ・休肝日をつくり、飲みすぎないようにします。 

   ・多量飲酒による健康への影響を理解します。 
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  ⑥評価指標  

  

項目 市の目標値 評価 データソース

①妊娠中の飲酒をなくす 7.7% 23年度 減少傾向へ 34年度 妊婦連絡票

②生活習慣病のリスクを高める量
を飲酒している者の割合の低減

(１日あたりの純アルコール摂取
量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上
の者）

市の現状値

男21.1%
女9.1%

23年度
男17.9％
女7.7％

国保特定健診
問診34年度
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（４）喫煙 

 

①はじめに 

 

たばこによる健康被害は、国内外の多数の科学的知見により因果関係が確立してい

ます。 

具体的には、がん、循環器疾患(脳卒中、虚血性心疾患等）、ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺

疾患)、糖尿病、周産期の異常(早産、死産、低出生体重児、乳児死亡等)の原因になり、

受動喫煙も、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突

然死症候群(ＳＩＤＳ)の原因になります。 

たばこは、受動喫煙などの短期間の少量被曝によっても健康被害が生じますが、禁

煙することによる健康改善効果についても明らかにされています。 

特に長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患で咳・痰・息切れを主訴とし

て緩徐に呼吸障害が進行するＣＯＰＤは、国民にとってきわめて重要な疾患であるに

もかかわらず、新しい疾患名であることから十分認知されていません。しかし、発症

予防と進行の阻止は禁煙によって可能であり、早期に禁煙するほど有効性は高くなる

こと(「慢性閉塞性肺疾患(ＣＯＰＤ)の予防・早期発見に関する検討会」の提言)から、

たばこ対策の着実な実行が求められています。 

 

②基本的な考え方 

 

たばこ対策は「喫煙率の低下」と「受動喫煙への曝露状況の改善」が重要です。 

喫煙と受動喫煙は、いずれも多くの疾患の確立した原因であり、その対策により、

がん､循環器疾患、ＣＯＰＤ、糖尿病等の予防において、大きな効果が期待できるため、

たばこと健康について正確な知識を普及する必要があります。 

 

③現状と目標 

 

ⅰ 妊娠中の喫煙をなくす 

 妊娠中の喫煙は、妊婦および胎児への悪影響が明らかであり、早産、死産、低出生

体重児等のリスクが高まります。 

 弘前市の妊婦の喫煙率は、全国と比較すると低く推移しており、年々減少していま

す。 

 すべての妊婦が自身の喫煙による害を理解し、禁煙できるようになるための支援が

重要です。 
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ⅱ 成人の喫煙率の減少 

喫煙率の低下は、喫煙による健康被害を確実に減少させる最善の解決策であること

から指標として重要です。 

弘前市の成人の喫煙率は、全国と比較すると低く推移しており、男性は年々低下し

ていますが、女性は横ばいとなっています（図 25）。 

  

図２５ 喫煙率の推移 

 

(資料：弘前市特定健診結果) 

 

たばこに含まれるニコチンには依存性があり、自分の意思だけでは、やめたくてもやめ

られないことが多いですが、今後は喫煙をやめたい人に対する禁煙支援と同時に、健診デ

ータに基づき、喫煙によるリスクがより高い人への支援が重要になります。 

 また、COPD に最も効果のある予防と治療は禁煙であることから、禁煙支援は重要です。 

 

④対策 

 

ⅰ 喫煙と受動喫煙のリスクに関する教育・啓発の推進 

・種々の保健事業の場での禁煙の助言や教育、情報提供 

母子健康手帳交付時の保健指導、パパママ教室、乳幼児健診及び相談、がん検

診等 

   ・学齢期の子どもを対象とした喫煙防止健康教育 

   ・受動喫煙防止対策を実施していない施設・事業所へ、弘前保健所と連携しながら

勧奨 
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ⅱ 禁煙支援の推進 

 ・喫煙をやめたい人に対する禁煙支援・禁煙治療への個別指導 

・健康診査、国民健康保険特定健康診査の結果に基づいた禁煙支援・禁煙治療への

個別指導 

 

⑤市民の取り組む目標 

 ・妊産婦、未成年は喫煙しません。 

 ・たばこのからだへ及ぼす影響を理解します。 

 ・職場や家庭での分煙、禁煙に努めます。 

 ・喫煙者は、禁煙に取り組んでみます。 

 

⑥評価指標           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 市の目標値 評価 データソース

①妊娠中の喫煙をなくす 4.5% 23年度 減少傾向へ 34年度 妊婦連絡票

②成人の喫煙率の減少
男26.6%
女7.2%

23年度
男23%以下
女5%以下

34年度
国保特定健診
問診

市の現状値
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（５）休養 

 

①はじめに 

 

人生の三分の一は睡眠です。こころとからだの健康を保つためには、心身の疲労回

復と生き生きした生活を過ごすための休養が重要な要素となります。 

質・量ともに十分な睡眠をとり、ストレスからの早期回復のために、休養を日常生

活の中に適切に取り入れた生活習慣を形成することが重要です。 

 

②基本的な考え方 

 

複雑な現代社会においては、家庭でも社会でも常に多くのストレスにさらされ、心

身の健康を損なう人も増えています。十分な睡眠と休養をとることは、心身の健康を

維持する上で重要です。 

 

③現状と目標 

 

ⅰ 睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少 

弘前市では、国保特定健診受診者に対し、問診項目で睡眠に関する実態把握をして

いますが、「睡眠で休養が十分とれている」の項目については、約 3 割の人が、「いい

え」という回答をしています（図 26）。 

睡眠不足は、疲労感をもたらし、情緒を不安定にし、適切な判断を鈍らせ、身体能

力の低下や事故のリスクを高めるなど、生活の質に大きく影響します。また、睡眠障

害はこころの病気の一症状として現れることが多く、病気の再発のリスクを高めます。 

近年、睡眠の問題は、肥満、高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中などの生活習慣病の

発症や悪化につながることが報告されています。 

このため、睡眠をはじめとする休養について、正しい知識や情報を提供し、市民一

人ひとりの理解を深めていくとともに、当市の実態に合った総合的な対策に取り組む

必要があります。 
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図２６ 十分な睡眠がとれていない人の割合の推移 

   

（資料:弘前市特定健診結果）    

④対策 

 

ⅰ 弘前市の睡眠と休養に関する実態の把握 

・弘前市国保特定健診の問診結果と健診データの突合により、睡眠と健康の関連性

について実態調査を行います。 

 

ⅱ 十分な睡眠確保の推進 

・睡眠の大切さと、睡眠と健康の関連についての情報提供をします。 

・「健康づくりのための睡眠指針」の紹介などにより、十分な睡眠確保のための手法

等についての情報提供を行います。 

・幼児期からの適切な睡眠習慣の形成を図るため、幼児健診を利用し、保護者に対

する睡眠に関する正しい知識の普及を行います。 

 

ⅲ 余暇を活用した休養の確保推進 

・日常生活の中で気軽にできるストレス解消法についての情報提供を行います。 

・関係機関との連携による余暇活動の推進を行います。 

（弘前公園周辺等のウォーキングマップ、嶽温泉周辺等の温泉マップの紹介） 

  

  ⑤市民の取り組む目標 

   ・早寝早起きし、睡眠は充分とります。 

   ・悩んだ時は誰かに相談します。 

   ・疲れた時は無理をせず、自分なりのストレス解消法等で休養します。 

   ・友人と交流を持ち、地域の行事などに参加します。 
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  ⑥評価指標 

 

項目 市の目標値 評価 データソース

①睡眠による休養を十分とれてい
ない者の割合の減少

25.7% 23年度 20% 34年度
国保特定健診
問診

市の現状値


