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 健康ひろしま２１（第２次）改定版  

 

 

 

１ 圏域の概況 

 当圏域は県の北東部に位置して，三次市及び庄原市の２市で構成しています。 

 県の総面積の 23.9％を占め，そのうち８割は森林地帯で平地の多くはいわゆる盆地

となります。このため「夏は暑く，冬は寒い」盆地特有の気候が特徴となっています。 

 平成 27（2015）年の国勢調査によると，当圏域の人口は 90,615 人となり，65 歳以

上の高齢者は 33,662人で高齢化率 37.1％に上ります。産業構造別就業者数の割合は，

第１次産業 15.8％，第２次産業 21.8％，第３次産業 62.4％となっています。 

 

２ 現状 

（１）平成 27 (2015)年の人口動態統計によると，当圏域の

出生率（人口千対）は 7.0，死亡率（人口千対）は 17.8

で自然増加率（人口千対）△10.8 となり，県全体（自然

増加率（人口千対）△2.2 ）と比べて人口減少が著しい

地域となっています。 

 死因別死亡数の割合は，悪性新生物，心疾患に次いで，

肺炎，老衰，脳血管疾患が多くなっています。（図１） 

 過去５年間（平成 22（2010）年～平成 26（2014）年）

の死亡数による標準化死亡比を見ると，自殺（126.1），

結核（119.5），COPD（115.5）などが，全国標準の 100

を超えて，当圏域の特徴的な死因となっています。 

 また，自殺の死亡率（人口 10 万対）は， 

平成 27（2015）年に 29.1となり，県全体（17.5）

と比較して高い値になっています。（図２） 

（２）広島県国民健康保険団体連合会のレセプト

分析（平成 28 年度版生活習慣病ハンドブック）

によると，同年５月の三次市国保，庄原市国

保の生活習慣病レセプト数は 8,568 に上り，

１か月の全レセプトの 55.0％を占めています。 

 疾病内訳（疾病数）では，高血圧症，脂質

異常症，糖尿病，虚血性心疾患が上位

を占めています。（図３） 

（３）当圏域の健康寿命（日常生活動作が

自立している期間の平均：平成 25（2013）

年の推定値）は男性 78.03年，女性 83.77

年1で，平均寿命との差は男性 1.58 年，

女性 3.53 年となっています。 

                                                
1
 厚生労働省科学研究班の「健康寿命の算定プログラム 2010-2015 年 

（平成 29 年１月）」に基づき，備北地域保健対策協議会で算定。95％信頼区間は男性 77.41～78.64 年，女性 83.24～84.30 年。 
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図１ 死因別死亡者数の割合 
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図３ 生活習慣病の疾病数（平成28（2016）年５月レセプト） 

出典：平成28年度生活習慣病ハンドブック 

（件） 

25.6 23.9 

35.8 
25.5 

29.1 

19.6 20.6 19.8 19.4 
17.5 

0

10

20

30

40

H23 H24 H25 H26 H27

県全体 

備北圏域 

出典：各年 人口動態統計 

図２ 自殺の死亡率（人口10万対）の推移 
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３ 事業取組の評価 

 当圏域の保健・医療・福祉・職域等の各機関・各団体では，子どもから高齢者まで

すべてのライフステージを通じて，健やかで心豊かな暮らしを支援する様々な取組を

行っています。 

 なかでも，平成 25（2013）年策定の「健康ひろしま 21（第２次）」で圏域の重点課

題に設定した分野については，その取組成果を踏まえ，次のとおり今後の課題を検証

しました。 

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防 

ア 急性心筋梗塞・脳卒中対策 

 三次市，庄原市，医師会等の関係機関・団体では，高血圧・糖脂質異常の改善

を目標に，減塩等の適切な食事，運動，禁煙といった望ましい生活習慣を身につ

ける健康教室・講座の開催や，特定健康診査・特定保健指導の実施・受診勧奨等

に取り組んできました。 

 また，備北地域保健対策協議会（以下「備北地対協」という。）では，三次市，

庄原市，医師会，栄養士会，商工会議所が連携して「健康食生活応援事業」に取

り組み，「減塩」「野菜たっぷり」メニューを提供する「備北圏域版健康食生活応

援店（以下「健塩応援店」という。）」の認証を行っています。 

 こうした中，平成 27（2015）年の人口動態統計では，当圏域の標準化死亡比が

急性心筋梗塞 79.0，脳血管疾患 96.4 と，いずれも全国標準の 100 を下回りまし

た。一方，メタボリックシンドローム該当者・予備群該当者（市国保被保険者）

の割合は，平成 27（2015）年度に 27.1％と５年前に比べて 1.1 パーセントポイン

トの減少にとどまっています。 

イ 糖尿病対策 

 糖尿病予備群の早期発見や発症予防のため，三次市，庄原市，医師会，医療機

関が連携して，望ましい生活習慣の啓発や，特定健康診査を受診しやすい環境の

整備を行うとともに，再検査や治療が必要な者に対して確実に医療機関を受診す

るよう積極的に働きかけを行っています。 

 また，備北地対協の「健康食生活応援事業」では「減塩」「野菜たっぷり」メ

ニューを提供する「健塩応援店」の認証を行っています。 

 重症化・合併症予防については，専門医と連携した「かかりつけ医」制度の定

着を促進するとともに，糖尿病性腎症や歯周病など合併症に関する啓発にも取り

組んでいます。 

 この結果，平成 28（2016）年度の特定健康診査受診率は三次市 40.7％，庄原

市 44.4％と着実な成果をあげています。一方，平成 29 年度広島県県民健康意識

調査では，特定健康診査の「意義・内容についてよく知っている」と答えた人が

圏域全体で 25.4％にとどまっており，歯周病検診の充実も含め，今後一層の取組

が必要となっています。 

（２）社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

ア こころの健康づくり 

 三次市，庄原市，保健所では，民生委員や理美容師などを対象に「ゲートキー

パー」の養成に取り組んでいます。加えて保健所では，保健・医療・福祉・教育
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関係者を対象に「自殺未遂者支援関係者研修会」を開催し，支援関係者の協働を

呼び掛けています。 

 備北地対協ではリーフレット「こころの悩みごとの相談窓口」を作成・配布し，

様々な問題を抱える人への各種相談・支援機関の周知に取り組んでいます。 

 また，平成 26（2014）年度には，備北地対協の「かかりつけ医と精神科医との

連携に関する調査」により，当圏域におけるうつ病対応等の実態把握を行いまし

た。この結果，地域のかかりつけ医は，精神科医との連携を重要視しているもの

の，圏域内に専門医療機関の数が限られるため，十分に連携することが難しいと

いった状況が明らかになり，備北地対協の「かかりつけ医等研修会」でも，精神

科医の役割や連携等をテーマに研修を実施しています。 

 このように各機関・各団体で取組を進めてきましたが，当圏域の自殺死亡率は

依然として高く，標準化死亡比も全国標準の 100 を超えるなど深刻な状況が続い

ています。 

 自死遺族やひきこもりの支援など新たな課題も表出するなか，これまで以上に

実効性の高い対策が求められており，地域のかかりつけ医や精神科医をはじめ，

各相談・支援機関やゲートキーパーも含めて，備北圏域総がかりで抜本的な対策

を検討し，その効果を検証していく仕組みが必要となっています。 

（３）生活習慣及び社会環境の改善 

ア たばこ 

 受動喫煙防止対策として，三次市，庄原市，保健所では，公的施設，医療施設

等の屋内禁煙や，飲食店等の対策に取り組んできました。加えて，三次商工会議

所が作成する「飲食店ガイドマップ」には，各店舗の禁煙・分煙等の情報を掲載

するなど，職域からの自発的な取組も生まれています。また，備北地対協では，

受動喫煙防止の普及啓発を行うとともに，圏域内のたばこ対策関係者を対象に研

修会を開催しています。 

 妊婦の喫煙防止のため，三次市，庄原市では，母子手帳交付時に備北地対協で

作成した「たばこに関する問診票」を活用して積極的な禁煙支援を行っています。 

 未成年者の禁煙教育については，歯科医師会，薬剤師会等の関係団体が，小・

中・高等学校を訪問し，児童・生徒への啓発・指導を行っています。 

 こうした取組により，当圏域の県立・市立施設では，平成 28（2016）年末時点

で 98.6％の施設が屋内禁煙による受動喫煙防止対策を実施するに至りました。

一方，禁煙・分煙等の情報を店舗入口に表示している飲食店は，平成 29（2017）

年 12 月末時点で 33.5％に留まっています。 

 また，妊婦自身の喫煙率は約３％程度とかなり低下してきましたが，妊婦の配

偶者の喫煙率は依然として高く，受動喫煙による母子の健康影響が危惧されてい

ます。 

イ 飲酒 

 三次市，庄原市では，「アルコール関連問題啓発週間（10/10～16）」や，成人

式・健康福祉まつり等の開催時に，飲酒の健康影響について啓発するとともに，

「アルコール依存症」の学習会を開催するなど相談・支援にも取り組んでいます。

保健所では，こうしたアルコール関連問題の支援者を対象に，研修会を開催して

います。 
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 また，教育委員会，医療機関，行政で構成する備北地対協「アルコール関連問

題関係機関連絡会」では，未成年の飲酒防止やアルコール問題の世代間連鎖防止

のため，小・中学生向けの啓発資料を作成・配布しました。 

 各学校では，こうした啓発資料や，薬剤師会の「薬物乱用防止教室」の機会を

活用し，学校教育活動全体を通じて児童・生徒の指導を行っています。 

 しかしながら，平成 29 年度広島県県民健康意識調査によると，当圏域で「毎

日飲酒している人」の割合は男性 42.3％，女性 14.2％と依然として高い状況が続

いており，成人に対する適正飲酒の啓発指導や，相談支援体制の一層の充実が必

要となっています。 

ウ 歯・口腔の健康 

 三次市，庄原市，歯科医師会，歯科衛生連絡協議会等の関係機関・団体では，

総力を挙げて「8020 運動」の推進に取り組んでいます。 

 ライフステージに応じた対策としては，乳幼児期や学童期の健診事業に加え，

妊婦歯科健診（平成 25（2013）年度から庄原市開始。平成 26（2014）年度から

三次市開始。）や，成人期・高齢期の節目年齢歯科健診（平成 29（2017）年度か

ら開始。三次市は 30～60 歳の５歳ごと及び 70 歳，庄原市は 40 歳，60 歳で実施。）

の取組を進めてきました。 

 また，三次市歯科医師会，庄原市歯科医師会では，要介護者等への在宅歯科医

療を普及させるため，医科や介護等との連携窓口として，平成 27（2015）年度に

各々「在宅歯科医療連携室」を設置したところです。 

 この間，備北地対協において，平成 26（2014）年度からの３年間に，60 歳を

対象としたアンケート調査を行ったところ，「8020 運動」の認知度は 63.6％にま

で上りましたが，「この１年間に歯科健診を受けた」人の割合は 53.1％に留まっ

ています。 

 今後は，高齢期の対策を充実させるとともに，セルフケアとプロフェッショナ

ルケアとを基本とした口腔ケアの普及啓発について，一層の取組が必要となって

います。 

 

４ 圏域の重点課題及び具体的な推進方策 

 これまでの事業取組の評価を踏まえ，引き続き「健康寿命の延伸」を全体目標に，

ライフステージに応じた「生活習慣病の発症予防・重症化予防」，「生活習慣及び社会

環境の改善」，「社会生活を営むために必要な機能の維持・向上」に取り組むこととし

ます。 

 取組にあたっては，従来から大切にされてきた「人と人とのつながり」や「地域の

絆」をさらに深め，若者・子育て世代や高齢者などあらゆる世代が支え合い，家庭，

地域，学校，職場，関係機関・団体等が一体となって，すべての住民が健やかで心豊

かに暮らせる地域づくり・まちづくりを目指します。 

 

 

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防 

ア 心筋梗塞等の心血管疾患・脳卒中対策 
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目標項目 実施主体 具体的な推進方策 

高血圧・ 
糖脂質異常 
の改善 

市，医師会， 
歯科医師会， 
備北地対協 

・減塩等の適切な食事，運動，禁煙，口腔機能の維持・向
上など健康に有益な知識の普及啓発及び行動変容の促進
（「ひろしまヘルスケアポイント」制度の活用を含む） 

・健塩応援店の充実等による食環境の整備 

市 ・特定健康診査・特定保健指導の実施率向上，歯周病検診
の充実 

・健康診査結果による医療機関への確実な受診勧奨 

・自治振興区等の住民自治組織と連携した，望ましい生活
習慣の普及啓発（「ひろしまヘルスケアポイント」制度の
活用を含む） 

市，栄養士会， 
関係機関・団体 

・子どもの頃からの望ましい生活習慣の確立を目的とした
保育所・小中学校との連携 

職域 ・健康診査結果による医療機関への確実な受診勧奨 

イ 糖尿病対策 

目標項目 実施主体 具体的な推進方策 

発症予防 市，医師会， 
歯科医師会， 
備北地対協 

・適切な食事，運動，口腔機能の維持・向上など健康に有
益な知識の普及啓発及び行動変容の促進（「ひろしまヘル
スケアポイント」制度の活用を含む） 

・健塩応援店の充実等による食環境の整備 

市 ・特定健康診査・特定保健指導の実施率向上，歯周病検診
の充実 

・健康診査結果による医療機関への確実な受診勧奨 

・自治振興区等の住民自治組織と連携した，望ましい生活
習慣の普及啓発（「ひろしまヘルスケアポイント」制度の
活用を含む） 

市，栄養士会， 
関係機関・団体 

・子どもの頃からの望ましい生活習慣の確立を目的とした
保育所・小中学校との連携 

職域 ・健康診査結果による医療機関への確実な受診勧奨 

重症化・ 
合併症予防 

市，医師会， 
備北地対協 

・治療中断者に対し確実な治療継続を促す医療連携体制の
構築 

・合併症に関する知識の普及 

（２）生活習慣及び社会環境の改善 

ア たばこ 

目標項目 実施主体 具体的な推進方策 

受動喫煙 
防止対策 

市，保健所， 
職域， 
備北地対協 

・公的機関，医療機関等の禁煙の取組の推進 

・職場における受動喫煙防止対策の推進 

・飲食店等における受動喫煙防止対策の推進 

禁煙支援の 
充実 

市，保健所， 
医師会， 
備北地対協 

・禁煙治療・支援機関の周知 

・確実な支援（指導）のための体制づくり 

未成年者の 
喫煙防止 

市，教育委員会， 
学校，歯科医師 
会，薬剤師会 

・学校と連携した禁煙教育の実施体制づくり 

妊娠中の 
喫煙防止 

市，医師会， 
備北地対協 

・妊娠届出時や乳幼児健康診査等，種々の保健事業の場で
の助言及び情報提供 
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目標項目 実施主体 具体的な推進方策 

普及啓発 市，保健所， 
備北地対協 

・機会を捉えた効果的な啓発活動の実施 

・COPD の名称と疾患に関する知識の普及 

イ 飲酒 

目標項目 実施主体 具体的な推進方策 

飲酒防止教 
育・適正飲 
酒の啓発指 
導 

保健所，市， 
教育委員会， 
学校，薬剤師会，
医師会 

・学校と連携した未成年者の飲酒防止教育 

・飲酒の健康影響等に関する正確な情報の普及啓発 

・より専門的な相談支援体制の充実・確保 

ウ 歯・口腔の健康 

目標項目 実施主体 具体的な推進方策 

8020 運動の 
推進 

市，歯科医師会，
歯科衛生連絡協
議会，職域， 
備北地対協 

・8020 達成に向け，妊婦・乳幼児期，学童期，成人期，高
齢期のライフステージに応じた歯科口腔保健の推進 

・節目年齢歯科健診の受診率向上とかかりつけ歯科医によ
る定期健診の定着化 

（３）社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

ア こころの健康づくり 

目標項目 実施主体 具体的な推進方策 

うつ・自殺 
者の減少 

保健所，市 ・相談窓口等の周知・ゲートキーパーの養成 

・自殺防止に関する知識の普及啓発の推進 

・自死遺族への支援の充実 

保健所，市， 
職域 

・働く世代のメンタルヘルス対策を目的とした，職域との
連携体制の整備及び普及啓発 

市 ・自治振興区等の住民自治組織と連携したこころの健康づ
くりの推進 

保健所，市， 
相談・支援機関， 
医師会， 
医療機関 

・自殺対策に携わる関係機関・団体の連携協働による地域
課題の共有及び取組方策の検討（連携支援ネットワーク
体制） 

・保健・医療・福祉・教育関係者等，支援の中心的な役割
を担う人材の育成 

イ 高齢者の健康づくり 

目標項目 実施主体 具体的な推進方策 

食べる力の 
維持・向上 

市，保健所， 

歯科医師会， 

栄養士会， 

地域リハビリテー
ション支援機関， 

社会福祉協議会, 

住民自治組織， 

医師会， 

薬剤師会， 

備北地対協 等 

・歯・口腔機能，嚥下機能の維持・向上に向けた取組の 
啓発 

・低栄養に関する栄養相談・指導の充実 

・栄養バランスのとれた食生活の普及啓発 

・健康づくりの体操（元気はつらつラジオ体操，シルバー
リハビリ体操など）を活用した介護予防の促進 

・転倒予防や軽度認知障害（MCI）予防の普及啓発 

・高齢者が気軽に集える場（地域交流サロン等）の充実 

・介護予防事業や地域交流サロン等の担い手となる「元気
高齢者」の育成 

・健康の維持増進に向けた適正受診・服薬管理の推進 

運動機能の 
維持・向上 

社会参加の 
促進 

 


