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計画の位置付けなど
　この計画は，健康寿命の延伸等を図るための脳卒中，心臓病その他の循環器病に係る対策に関する
基本法第 11条第１項の規定による法定計画であり，国の「循環器病対策推進基本計画」を基本とし，
本県の最上位計画である「安心▷誇り▷挑戦　ひろしまビジョン」，「第７次広島県保健医療計画」，「健
康ひろしま２１（第２次）改定版」，「第８期ひろしま高齢者プラン」等の関連計画との整合や調和を
図りつつ，本県の循環器病対策の基本的な方向性を定めるものです。
　計画期間は，令和４（2022）年度から令和５（2023）年度までの２年間とします。（「第８次広島県
保健医療計画」や「健康ひろしま２１（第３次）」等との計画期間の整合を図るため。）

基本理念

　県内どこに住んでいても，生涯にわたっていきいきと暮らすことができるよう，質が
高く安心できる循環器病の保健，医療及び福祉に係るサービス提供体制を充実します。

目指す姿

◆�　循環器病の発症予防・重症化予防・再発予防に取り組むことにより，健康寿命が
延伸されています。（予防）
　循環器病は，健康寿命の阻害要因となるだけでなく，本人や家族の生活にも多大な影響を及
ぼすことから，発症予防，病状を悪化させない重症化予防及び再発予防が重要です。本県では，
健康的な生活習慣づくりに向けて，「健康ひろしま２１（第２次）改定版」を策定し，総合的な
対策を推進しており，これらの取組との整合を図りながら，循環器病の予防対策を推進します。

◆�　循環器病の発症予防から治療，再発予防まで質が高く適切な保健医療提供体制が
確保されています。（医療）
　循環器病の発症予防から早期発見のための健診の受診勧奨，発症時の適切な治療と在宅復帰
支援，再発予防への取組等に至る質の高い保健医療提供体制を整備します。

◆�　県民だれもが，循環器病に対する理解を深め，意思や希望が尊重され，安心して
暮らせる社会が構築されています。（共生）
　循環器病患者とその家族は，社会とのつながりの喪失，仕事や家庭生活と治療との両立など，
様々な社会的不安や問題を抱えています。
　このため，循環器病患者が住み慣れた地域社会で生活していく中で，効率的な保健，医療及
び福祉に係るサービス提供や，就労支援等の必要な支援を受けることができる環境を整備し，
循環器病患者が県内のどこに住んでいても，意思や希望が尊重され，安心して生活し，自分ら
しく生きることのできる地域共生社会を実現します。
　また，県民だれもが，循環器病という病気，循環器病患者に関する理解を深め，病気に対す
る偏見を持つことなく，病気や患者を理解し関わっていくことが大切です。
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１　罹患の状況
�　脳血管疾患と心疾患（高血圧性のものを除く）の入院受療率は，全国平均を上回って推移してい
るものの，減少傾向にあります。
�　虚血性心疾患の入院受療率も，減少傾向にあり，平成 29（2017）年に全国平均を下回っています。

循環器病の入院受療率（人口 10万人あたり）の推移
区　分 H20（2008）年 H23（2011）年 H26（2014）年 H29（2017）年

脳血管疾患 広島県 161 171 144 116
全国 156 137 125 115

心疾患（高血圧性
のものを除く）

広島県 57 52 53 52
全国 46 46 47 50

虚血性心疾患 広島県 18 14 13 11
全国 15 13 12 12

出典：患者調査

�　脳血管疾患の外来受療率は，全国平均を上回って推移しており，平成 29（2017）年に増加に転
じています。
�　心疾患（高血圧性のものを除く）の外来受療率も，全国平均を上回って推移しており，増加傾向
にあります。
�　虚血性心疾患の外来受療率も，全国平均を上回って推移していますが，平成 29（2017）年に減
少に転じています。

循環器病の外来受療率（人口 10万人あたり）の推移
区　分 H20（2008）年 H23（2011）年 H26（2014）年 H29（2017）年

脳血管疾患 広島県 144 127 105 117
全国 94 89 74 68

心疾患（高血圧性
のものを除く）

広島県 135 128 132 145
全国 102 107 105 106

虚血性心疾患 広島県 63 61 63 56
全国 53 49 47 44

出典：患者調査

２　死亡の状況
�　循環器病（心疾患・脳血管疾患）は，県内における死因の約４分の１（23. ８％）を占めており，
また，全国（22. ５％）に比べて死亡原因に占める循環器病の割合が若干高くなっています。

広島県民・国民の死亡原因
単位：%

区　分 悪性新
生物 心疾患 脳血管

疾患 老衰 肺炎 誤嚥性
肺炎

不慮の
事故 腎不全 その他

広島県民 26.8 16.7 7.1 9.6 5.2 3.2 2.7 2.2 26.6
国　　民 27.6 15.0 7.5 9.6 5.7 3.1 2.8 2.0 26.7

出典：R２（2020）年人口動態統計

全体目標

循環器病を取り巻く現状

　国の「循環器病対策推進基本計画」を踏まえ，「循環器病の予防や正しい知識の普及
啓発」，「保健，医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実」に取り組むことにより，
「令和 22（2040）年までに，３年以上の健康寿命の延伸（かつ，全国平均を上回り，
平均寿命の延び以上に延伸）と循環器病の年齢調整死亡率の減少」を目指します。

音声コード



3

�　脳血管疾患の年齢調整死亡率は，男性は 33.7，女性は 19.0 となっています。男性，女性のいず
れも，全国平均を下回って推移しており，減少傾向にあります。

出典：人口動態統計

�　心疾患（高血圧性を除く）の年齢調整死亡率は，男性は 65.6，女性は 35.7 となっています。
�減少傾向は続いているものの，男性，女性のいずれも，全国平均を上回っています。

出典：人口動態統計

３　健康寿命と平均寿命の状況
�　健康寿命は延伸傾向にあり，男性は 72.71 年で全国 19位と令和元（2019）年に初めて全国平均
を上回りましたが，女性は 74.59 年で全国 43位と低位となっています。
�　参考比較になりますが，不健康な期間（健康寿命と平均寿命の差）は，男性は 8.37 年，女性は
12.74 年となっています。

健康寿命と平均寿命の差

◆健康寿命は令和元（2019）年，平均寿命は平成 27（2015）年のデータであるため，参考比較
� 出典：【健康寿命】厚生労働科学研究費補助金研究報告書

【平均寿命】都道府県別生命表

音声コード
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【脳卒中】一次脳卒中センター（PSC）

※一次脳卒中センター（Primary�Stroke�Center：PSC）
日本脳卒中学会が，専門治療に関し，一定の要件を満たす施設を認定する制度。
一次脳卒中センターは，24時間 365 日，t － PA療法を行うことができるなどの要件を満たす施設。

【心血管疾患】広島大学病院心不全センター，地域心臓いきいきセンター

※広島大学病院心不全センター
　「広島県心臓いきいき推進事業」の事務局を担い，地域心臓いきいき
センターと協働し，下記の役割を担う。
　１�心臓いきいき推進会議，症例検討会等の開催
　２�地域心臓いきいきセンターの取組への支援
　３�心臓いきいき在宅支援施設の確保
　４�心不全の再発・再入院防止に対する啓発
　５�心不全患者の実態把握及び再入院要因の分析等
※地域心臓いきいきセンター
　心臓いきいき在宅支援施設と協働し，下記の役割を担う。
　１��キャラバン研修，市民公開講座の開催による心不全の予防や再発・

重症化予防に関する普及啓発
　２�心臓いきいき在宅支援施設の確保

音声コード

循環器病の医療提供体制の状況
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重点的に取り組むべき課題

取り組むべき施策の方向

◆　循環器病の発症予防・重症化予防・再発予防（予防）
◆　循環器病に係る質が高く適切な保健医療提供体制の確保（医療）
◆　循環器病患者の意思や希望が尊重され，安心して暮らせる社会の構築（共生）

音声コード

１　循環器病の予防や正しい知識の普及啓発
　①栄養・食生活，②身体活動・運動，③休養，④飲酒，⑤喫煙，⑥適正体重，
⑦成人期の歯・口腔の健康，⑧基礎疾患

・�望ましい生活習慣の確立や基礎疾患の管理の重要性等に係るホームページやSNS等
を活用した効果的な普及啓発
・若い時期から，健康を維持する行動を身に付けることができる取組の推進
・喫煙率の減少，受動喫煙防止対策の推進

２　保健，医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実
（１）循環器病を予防する健診の普及や取組の推進
・ホームページやSNS等を活用した啓発，AI（人工知能）を活用した受診勧奨の強化
・特定健康診査を受診しやすい環境整備の推進
・個人の生活習慣に合わせた細やかな特定保健指導の実施
・特定健康診査等の従事者の資質向上のための取組の推進

（２）救急搬送体制の整備
・地域の実情に応じた効率的・効果的な救急搬送～受入体制の整備
・プレホスピタルケアの充実，アプリを活用した搬送支援の仕組みの調査・検討
・初期症状に気づくための啓発，発症時の対応に関する情報提供の推進
・AED（自動体外式除細動器）の使用など応急処置に関する普及啓発への支援

（３）救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築
・�急性期の専門治療の拠点となる病院と地域の医療機関の連携推進による脳卒中に係る
医療提供体制の構築
・�専門治療の拠点となる広島大学病院心不全センターを中心に，地域心臓いきいきセン
ターや心臓いきいき在宅支援施設等の連携推進による心血管疾患に係る医療提供体制
の構築
・高度医療の提供と地域医療を確保するための人材供給に係る検討



6音声コード

（４）関係機関の連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援
・�医師や看護師等への研修会等を通じて人材育成を図り，脳卒中や心血管疾患に係る連
携体制を構築
・�「ひろしま脳卒中地域連携パス」の普及により，脳卒中患者の在宅療養が可能な体制
づくりの推進
・�「心筋梗塞・心不全手帳」の普及により，心血管疾患患者の在宅療養が可能な体制づ
くりの推進

（５）リハビリテーション等の取組
・脳卒中の各病期に応じたリハビリテーションの実施による社会復帰等に向けた支援
・在宅復帰等を目的とした心血管疾患リハビリテーションが可能な体制の構築

（６）循環器病に関する適切な情報提供・相談支援
・�国，国立循環器病研究センター，市町等関係機関と連携した情報の収集及び提供の促
進
・�医療機関，地域包括支援センター，市町等関係機関の相談支援の実態を踏まえた連携
の推進

（７）循環器病の緩和ケア
・�患者の状態に応じた適切な緩和ケアやACP（アドバンス・ケア・プランニング）に
基づく意思決定支援の治療の初期段階からの推進
・緩和ケアに関する研修会等を通じた緩和ケアの提供体制の充実

（８）循環器病の後遺症を有する人に対する支援
・�後遺症の症状や程度に応じた適切な診断や治療，必要な福祉サービス等を受けること
ができる環境整備の促進，後遺症等に関する県民の理解の促進
・�てんかん患者，失語症者，高次脳機能障害者への適切な支援を行うための連携体制整
備の推進

（９）治療と仕事の両立支援・就労支援
・�医療機関，広島産業保健総合支援センター等関係機関と連携した情報提供・相談支援
の体制整備の推進
・�患者，会社，医療機関等の関係者間における情報共有や，会社の理解の促進，両立支
援コーディネーターによるサポートの推進

（10）小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策
・移行医療支援，療養生活に係る情報提供・相談支援等の在り方に係る検討

　県，市町，保健・医療・介護・福祉の関係機関は，この計画に掲げた循環器病対策を総合的に展開
していくために，適切な役割分担の下，相互の連携を図りつつ，一体となって取組を推進します。
循環器病対策の推進に当たっては，関係者等の意見を把握し，取組に反映させるように
努めます。
　県民は，循環器病に関する正しい知識を持ち，循環器病の予防に積極的に取り組むよ
うに努めるとともに，自己又は家族等が循環器病を発症した疑いがある場合には，でき
る限り迅速かつ適切に対応するように努めるものとします。

計画の推進
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主な取組指標

区分 指標名 現状値 目標値

1　循環器病の予防や正しい知識の普及啓発

Ｐ 1日の食塩摂取量（成人） ［H28］10.0g ［R5］8g 以下

Ｐ 1日の野菜摂取量（成人） ［H28］273g ［R5］350g 以上

Ｐ 運動習慣のある
人の割合

20～ 64歳男性 ［H29］21.0％ ［R5］34％

20 ～ 64 歳女性 ［H29］12.9％ ［R5］33％

65 歳以上男性 ［H29］35.7％ ［R5］58％

65 歳以上女性 ［H29］26.9％ ［R5］48％

Ｐ 特定健康診査実施率 ［R元］51.2％ ［R5］70％以上

Ｐ 救急要請から医療機関に収容までの平均時間 ［R元］39.8 分 ［R5］39.4 分以下

2　保健，医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実【脳卒中関係】

Ｏ 脳血管疾患の退院患者平均在院日数 ［H29］76.5 日 ［R5］76.5 日以下

Ｏ 在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の
割合 ［H29］56.5％ ［R5］62.6％

Ｏ 脳血管疾患の年齢調整死亡率
（人口 10万人あたり）

［H27］男性 33.7
女性 19.0

［R5］男性 26.4
女性 16.6

2　保健，医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実【心血管疾患関係】

Ｏ 虚血性心疾患の退院患者平均在院日数 ［H29］5.4 日 ［R5］5.4 日以下

Ｏ 在宅等生活の場に復帰した心血管疾患患者の
割合 ［H29］95.1％ ［R5］96.6％

Ｏ 急性心筋梗塞の年齢調整死亡率
（人口 10万人あたり）

［H27］男性 16.2
女性 6.9

［R5］男性 16.2 以下
女性 6.1

Ｏ 心不全の年齢調整死亡率
（人口 10万人あたり）

［H27］男性 18.4
女性 13.9

［R5］男性 16.5
女性 12.4

Ｏ 大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率
（人口 10万人あたり）

［H27］男性 4.6
女性 3.1

［R5］男性 4.1
女性 1.8

Ｐ：プロセス指標　Ｏ：アウトカム指標

広島県健康福祉局�健康づくり推進課
〒 730-8511　広島市中区基町 10-52

TEL：082-513-3076　　FAX：082-223-3573


