
木更津市の健康課題

１．統計データ ２．各事業を通して得た結果や情報

４．市民から聞いた生活の実態３．地域の小学校・地区組織
・事業所関係団体からの情報

令和元年度 木更津市健康づくり推進協議会
令和元年7月25日 木更津市民総合福祉会館

資料２



30歳代の生活から



33歳 女性 若年期健診

１．腹囲103㎝
２．体重87.6㎏（25歳出産後 30㎏増）
３．ヘモグロビンA１C 7.4 ％

（糖尿病で治療が必要な値）

４．悪玉コレステロール142（指導が必要な値）
５．血圧134/84 (正常より高値）



今の身体の状態。このままの状態が続いていくと・・
糖が上がった原因、体重が増えた原因を・・・・
一緒に考えてみました。・・

父親：糖尿病 母親：糖尿病予備軍

・家族で自営業 事務仕事で家事程度の動き
・朝ごはん パン食が多くマヨネーズをつける
・白飯の時は、のりや明太子、野菜なし
・3時のおやつスナック菓子、和・洋菓子 甘い飲み物
・週1回は外食。



糖尿病 高血圧 脂質異常症

脂肪細胞

さまざまな物質がでる

動脈硬化 血管が痛む

脳卒中 心筋梗塞 慢性腎不全

高尿酸血症



33歳 女性

体重87.6㎏
ヘモグロビンA１C 7.4 

約10㎏減 72㎏

5.0代へ

医療機関を受診
して薬を飲み始
めた。

ほぼ毎日
75分程度の
ウォーキング

食事を気をつけた



自分のからだの中でおきていることを・・

知ること

分かること

自らが行動できること
大切



もっと若い世代 子どもの生活



乳幼児健康診査（問診）



3歳の子の生活・・

３歳女児
肥満度６６．６％（９㎏オーバー）
起床時間 午前１０時、就寝時間 ２２時
ジュース１日に３００ｃｃ
チョコ・飴などのお菓子

３歳男児
肥満度５１．９％（７㎏オーバー）
ジュース１日に７００ｃｃ
アイス・菓子パン・チョコなどのお菓子





血管が詰まっていく過程

ＬＤＬ
(超悪玉)
小型ＬＤＬ

肝臓へ吸収される
血管壁が傷つき、
血栓ができる

下肢、心臓、脳へ血
栓が運ばれて血管
が詰まると

30年間かかって
じわじわと・・



動脈硬化

血管

血液が
流れる
ところ



小学生の生活



早寝早起きしていますか？
何時に寝ているのでしょうか？
朝食は食べていますか？
朝食を食べないと何故いけないのか
を知っていますか？
おやつの食べ方を知っていますか？
給食の味は、家の味より薄い？



朝食欠食率の比較

30歳代の欠食率が高い！
（特に男性）

出典元：木更津市の健診結果より

中学になると増えている



平成30年度 肥満している子どもの率

定期健康診断結果



平成30年度 年齢別 肥満している子どもの率

定期健康診断結果



小児生活習慣病予防健診

小学4年生と中学2年生に実施

平成30年度から糖尿病の値を示す
ヘモグロビンA1cを中学2年生に新たに導入！



中学2年生、小学4年生で既に高い値が・・

●中学2年生 （有所見者は2名。）
＜要経過観察：男子＞ ＊HbA1c 6.1 ＊肥満度 52 ＊血圧 134/63
・個別指導として①肥満改善(体重維持) ②間食の改善 ③運動の励行の資料を配布。

＜要医学的管理：男子＞＊HbA1c 6.6 ＊肥満度 -24 ＊血圧 126/61
・学校で面談後、かかりつけ医を受診。その後君津中央病院で検査。Ⅱ型の可能性有。
すぐの治療対象ではなく制限無との結果。

●小学4年生
＜要医学管理：男児＞ ＊肥満度 63
・肥満度高値のため、かかりつけ医で精密検診受診。その結果、HbA1c値8.4で、〇〇
病院を紹介され、糖尿病と診断される。現在、服薬等はなく、長期休業中に受診。

生徒の母より・・驚いた！
健診でこの値を知れて良かった
家族に糖尿病の人がいる
大人になる前に分かって良かった

痩せているので血液検査をしないと
分らなかった。



文部科学省初等中等教育局長からの通知 平成30年7月31日

児童生徒の健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出した

多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバランス良く
摂取しつつ、様々な食に触れることができようにすること

各地域の実情や家庭における食生活の実態把握の上、日本型食生活の実践、わが国
の伝統的な食文化の継承について十分は配慮すること。

望ましい生活習慣を形成するため、適度な運動、調和のとれた食事、十
分な休養・睡眠という生活習慣全体を視野に入れた指導に配慮すること



児童又は生徒一人一回あたりの学校給食

摂取基準が変わっています。
文部科学省初等中等教育局長からの通知 平成30年7月31
日

文部科学省初等中等教育局長からの通知 平成30年7月31日



児童８歳～９歳の場合

ナトリウム（食塩相当量）

改正前 改正後

２．０ｇ未満

文部科学省初等中等教育局長からの通知 平成30年7月31日

２．５ｇ未満

０・５ｇ少なくなった。
薄味になった。
例：市販の子ども用ふりかけ

小袋で計算するとおよそ２袋分の
塩分相当量



児童12歳～14歳の場合

ナトリウム（食塩相当量）

改正前 改正後

２．５ｇ未満

文部科学省初等中等教育局長からの通知 平成30年7月31日

３．０ｇ未満

０・５ｇ少なくなった。
薄味になった。
例：市販の子ども用ふりかけ

小袋で計算するとおよそ２袋分の
塩分相当量



• 給食の味は薄いと感じる。それは何故だろうか？
• 給食は適切な栄養素が入っていることを知っていますか？
• そんな大事な給食を残していませんか？

文部科学省初等中等教育局長からの通知 平成30年7月31日

児童生徒の食生活全体の改善を促すことが望まれる。



７歳～ 16歳～20歳～ 30歳～ 40歳～ 60歳 74歳まで 75歳以上

小学校・中学校 　高校　大学　　　　　　　　　　　　社会人

・小児生活習慣病予防健診 若年期健診

(小学4年生、中学校2年生）

・定期健康診断（身体、歯科）

　・食育の推進

　・フッ化物洗口の実施

児童、生徒、学校及び幼児の健康の
保持増進

木更津市民の健康を守る保健活動

成人歯科健診

学生・会社勤め・農業・漁業・自営業
毎日忙しい中でも規則正しく。健康を意識することが大切。健診を受けて生
活改善

健康を維持増進して元気に社会や地域で活躍。子ども、孫へ健康生活を伝えていく。

被保険者・被扶養者の健康の保持増進
被保険者の要介護状態等となるこ
との予防等

朝食を食べよう。体を動かそう。
夜更かしせず規則正しく

生活習慣、食習慣への指導、育児の力のつける指導
や相談。早寝.早起き、食事、歯磨きが大切

乳児および幼児の健康の保持増進 母性の健康の保持増進　　　　（妊婦・産婦）

保健活動・
事業・動き方

健康寿命の延伸と健康格差の縮小

健診・相談・
健康教育

データヘルス計画･保険者努力支援制度

年齢

目標

特定健診・特定保健指導

定年後胎児　　乳児　　幼児

乳児健診・1歳６か月児健診・3歳児健診
（内科・歯科）

胎児　　0歳～

後期高齢者健診

健康増進と発症していくことを予防・重症化していくことを予防（発症・重症化予防）

介護状態になることを予防 （介護予防）

健康のままでいられるように、適切な生活習慣を身につけ継続する。



フッ化物洗口とは

・フッ素溶液で、
ぶくぶくうがいをします。

・週に１回、学校で実施します。

・費用は、
一人当たり年間￥４００程度
（市の予算で実施のため、

家庭の負担金なし）



○・・・６年間以上フッ化物洗口を継続実施している学校

開始前
1.21本

開始前
1.25本

開始前
2.11本

小学校 ８校／１８校
中学校 ３校／１２校で実施



〇子どもたちが平等に健康になれる環境づくりが必要。

〇健康格差をなくしていく。

〇誰もが健康であり続けられるよう、情報を伝え、

学ぶ機会をつくり、実践できるような環境づくり
が必要。



最後に 統計的なことから・・



２、木更津市国民健康保険加入者の治療状況について

〈生活習慣病の入院費の高額順〉 〈生活習慣病の外来通院費の高額順〉

平成26年 平成30年 平成26年 平成30年

疾患 疾患 疾患 疾患

1がん 1がん 1筋・骨格 1がん

2精神 2精神 2高血圧症 2筋・骨格

3筋・骨格 3筋・骨格 3糖尿病 3糖尿病

4脳梗塞 4脳梗塞 4がん 4高血圧症

5狭心症 5狭心症 5脂質異常症 5脂質異常症

6脳出血 6糖尿病 6精神 6精神

7心筋梗塞 7脳出血 7脳梗塞 7狭心症

8糖尿病 8心筋梗塞 8狭心症 8脳梗塞

9高血圧症 9脂質異常症 9動脈硬化症 9動脈硬化症

10動脈硬化症 10動脈硬化症 10脂肪肝 10脂肪肝

国保データベースより



死因の現状

平成21年度 平成29年度

全死亡数 1,144 1,315

三大生活習慣病死亡数 707 728

三大生活習慣病による死亡の割合 62.0% 55%

三大生活習慣病とは
がん 心疾患 脳血管疾患 千葉県保健衛生統計



壮年期（40歳～64歳）死亡の現状

平成21年度 平成29年度

全死亡数 1,144 1,315

40歳～64歳の死亡数 182 127

40歳～64歳の割合 15.9% 9.7%

千葉県保健衛生統計



悪性新生物 52

心疾患 18

脳血管疾患 19

その他 38 30%

70% 予防できる

早期発見早期治が

できる

壮年期（40歳～64歳）死亡の現状

平成21年度 平成29年度

全死亡数 1,144 1,315

40歳～64歳の死亡数 182 127

40歳～64歳の割合 15.9% 9.7%

がん検診
早期発見

千葉県保健衛生統計



予防的介入

虐待予防 心の病を予防

介護予防

未熟児の予防

感染症予防

生活習慣病予防

保健活動 ＝健康寿命の延伸と健康格差の縮小をめざしています！

あらゆる年齢、健康レベルの住民に働きかける活動。住民自らが健康課題をしっ
かり捉えることができるように。住民と一緒に予防していく活動。

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
達
へ

伝
え
て
い
こ
う
！


