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地域健康づくり検討委員会  

目的  

1．国保加入者の健康づくりを支援  

2．予防活動により、被保険者の健康増進を   
図り、ひいては、国保財政の健全化にも貢献   
する－－一 途中より、医療費の分析も加わっ   
た。  

委員会の活動：平成5年から10年間実施した。   



地域健康づくり検討委員会  

動の成果と経過  

1．「健康づくり虎の巻」の作成   

保健師、等の保健医療従事者の技術向上  

2．保健師を対象とした講習会  

声・医療費分析  

報告書、論文 、  

被保健者への成果公表（パンフレット作成）   



地域健康づくり検討委員会 （平成5－15年）  

医療費分析  

方針の決定（委員会）  
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分析委託先  

滋賀医大   

匿名化、連結不可  －ターの結  
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健康な毎日をすごすために  

生活習慣病を予防しよう！   

高血圧編   

肥満編   

喫煙編   

飲酒編   

糖尿病編   

高血圧糖と糖尿病の合併編   
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ここでは愚大血圧が120未満で最小血圧も80未満の人を1とした時の脳卒中の死亡率を  

示しています。血圧が高いほど、脳卒中で死亡する危惧性か高くなることがわかります 

16（）以上（図の∨のクループ）の人1ま．約35倍高くなっていました 
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皆さん、血圧はよく測定されていると思います‖血圧（血鷲にかわ1る内側からの血瀬  

の圧力）が高くなると、血管が回くなったり脂肪か溜まりやすくなったりして、いわゆ  

る ‖動脈硬化’’の状態となりますいそしてある日突然に、脳の血哲が詰まったり（脇硬暴）．  

破れたり（脳出血）します一 これが脳卒中です【脳卒中は、手足が不自由になったり、  

古かまわらなくなったり、時には元の危険もある恐い病気です。   

また、高血圧は心踵病の原画にもなります．，心臓か肥大して動きか層くなったり、心  

不全を起こしたりします「また心腿の筋肉に誠素を運んでいる血管（冠状動脈）が冥黙  

詰まると、強い摘みが陶や左肩に走り、ショック状態となります．，これが心筋事更巫と言  

われるもので．病院にすくに行かないと突然死することがぁりますっ  

血圧区分（米国合同委員金茶7次報告の分類を参照）  

（rJ17く 
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注）・；・相対危検度とはt ある墨進とする状閻と比べ  

て病気の発症や死⊂の陀率かどの程歴上昇す  

るかを示す指標。基準を1とした時の死亡率  

や発症率のこと 

図1で示した結果は．心臓病でもほほ同じでした 

同しように．心臓病でも血圧が蒜いほと、心臓病  

死亡危限度が扁くなることがわかつています 

順縮期血圧（mHg）  拡張期血圧（mHg）  

正常血圧  ＜120  かつ  ＜80  

高血圧前厄  12ロ 139   又は  80 日9  

ステーシ1高血圧   14D 159   又は  90 99 

スデーシ2高血圧  ≧160  又は  ≧100   
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㊦高血圧を予肪するために  

高血圧を改慈し、高血圧によって引き起こされる脳卒中なとを予防するためには、以  

下の点に注者しましょう   

ノ 
、  

がら高血圧と上手に付芭あい優しよう。  

血圧ガ高いと医療費モ高くなる  

／√  

血圧と1人あたり1ケ目の平均医療費との関係を凪2と回3に示しました。男女とも、  

血圧が高いほと医療費が高くなることがわかります。ここで示した医療費は皿圧測定か  

ら10年間の平士別由を示してい弄す．血圧が高いほど脳卒中や心脳病なとになりやすく、  

それらの治療の編巽として、医療策も蒔くなると考えられます。  

函2 血圧と一人附こワーク月の医療nの貯鎌（男性）（郎儲つくり虎の巻Ⅳ〉  

．笥乱「   －さ。U，I  

生講習慎の改替によって血圧をかなD下げることができ宏す。  

り二肥満している人は、体▲濃王に鞘めましょう。   

（～増分の現取を減らし、で苦るか苦り碍陳の食事にしましょう。   

3′野菜、果物を積雄的にとりましよう。   

（1′お酒を飲み週ぎないようにして∴飲酒はl日8本酒なら1合まで、ビー  

ルなら大瓶1本くらい訳でにし讃しょう。   

し5・1日80分提虞臥歩きましょう。   

白ノ毎日、血圧を測る習≠を持ちましょう。最近は市販の安価な血圧計がた  

くさんあります。毎日決まった時間に測定してI己釦しておくとよいでしょ  

う。   

17二・禦煙、節煙に取り組みましょう。  
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ゾ流山人あヒリの駐ぬ1年l円／月l  

収指期血圧（椰H呂〉  拡張期血圧（mHg）  

正常血圧  く12D  かつ  ＜80  

苗血圧前碩  120 139   又は  80 89  

ステージ1高血圧  140 －159   又は  90－99  

ステーシ2高血圧  ≧160  又は  ≧100  

団3 血圧と一人蚕汀こウーン月の医綾門の関係（女性〕（蛙慮つくり爪の繁Ⅳ）  
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高血圧、糖尿病と国民健康保険医療費の関連  
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