
Lesson 1

Let’s Study Health! 

高知県健康政策部健康長寿政策課作成

※H28年厚生労働省 国民生活基礎調査
「日常生活に制限のない期間の平均」から算出

1位 山梨県

42位 高知県

73.21年

71.37年

男
性

健康寿命※

（健康で活動的に暮らせる平均の年数）

男性の健康寿命が短い

高知県は、全国平均と比較して、
男性は短命です。
全国１位の県と比べると、男性は
約２年も短くなっています。
健康寿命も短いです。

高知県民の寿命はどのくらい？
平均寿命【男性】

（０歳におけるその後生きられる平均の年数）

何が原因で亡くなるの？　

主な死因は、生活習慣病（がん・
心疾患･脳血管疾患等）で約６
割の方が亡くなっています。

生活習慣病にもっとも影響するリスク
要因は、喫煙と高血圧です。

生活習慣病の要因は？　

脳血管疾患 ９％ 35％ 2％ 5％

心筋梗塞 26％ 17％ 13％ 7％

高血糖喫 煙 高血圧 高脂血症リスク要因(男性)

（大阪府立健康科学センターのデータを引用）

高血圧という要因がなくなれば、
脳血管疾患の発症が35%下がる！たばこと高血圧が

２大リスク!

Check 1 血圧を測ろう

　高血圧の目安
　診察室血圧　140／90ｍｍHg以上
　家庭血圧　　 135／85ｍｍHg以上
　高血圧治療は医師へ相談しましょう

家庭血圧測定方法（上腕血圧計）
・朝晩２回ずつ
・週５日以上測定して記録
・腕帯の中心は心臓と同じ高さ

血圧は、上の値[収縮期血圧]と
下の値[拡張期血圧]を測ります。

健 康 状 態 と 生 活 習 慣 病

Review 学 習 の ま と め

１．高知県の男性は、全国と比較して平均寿命が短く、また健康寿命も短い。

２．生活習慣病の２大リスクは「喫煙」「高血圧」である。

３．１日に必要な野菜摂取量は350gで、温野菜なら片手に１杯70ｇ×５杯分である。

４．１日の塩分摂取量の目安は、男女とも10ｇである。

５．塩分の取りすぎは高血圧をまねき、動脈硬化につながり、重大な病気の原因となる。

６．朝食を欠食すると、集中力・記憶力が低下する。

７．適切な運動習慣を身につけて体力を向上させることは、生活習慣病などの予防に効果的である。

８．初期症状がないうちから、健診を受けることが大切である。

○　　×

○　　×

○　　×

○　　×

○　　×

○　　×

○　　×

○　　×

Lesson１～４の学習をふりかえり、下記の１～8の問いに○か×で答えましょう。 ペーパー 

①各レッスンを読んで、理解できたら
【理解した□】にチェックを入れてください

②レビューの質問に答えて
　学習のまとめをしましょう

③ヘルシーポイントシールを
　受け取りましょう

【理解した　□】

答：○１・２・３・５・６・７・８　　　×４（塩分摂取量目安は、男性８g未満、女性７g未満）

Pラーニングの受講で、高知家健康パスポートの
グリーンシール が１枚取得できます！

生活習慣病
が約６割

出典：厚生労働省「平成28年人口動態統計」
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働きざかり世代（40-64歳男性）の死因
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出典：厚生労働省「都道府県別生命表」
(歳)

フリガナ

氏名

生年月日（西暦）　　　　年　　　　月　　　日 性別　　男 ・ 女

住所　
〒

連絡先(電話番号)　　　　　　　　－　　　　　　　　　－

連絡先(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ)

健康づくりに関する情報をご希望の方には
パンフレット等を定期的にお送りいたします。 □希望する　□希望しない

実施内容（□に☑して日付を記入）

　□　職場健診を受診しました 受診　 　　月　  日

　□　ヘルシー高知家P-ラーニングを受講しました 受講　　 　月　  日

申請者情報
※記入漏れがあると手続きが遅れたり申請が無効になります。

□健診、がん検診を毎年受ける　
□毎日、朝ごはんを食べる　　　
□１日8,000歩以上歩く
□血圧を週に５日以上測定する

□休肝日を週に１日以上つくる　
□たばこをやめる　　　
□その他
[　　　　　　　　　　　　　　　　　]

※宣言チェックがないと申請が無効になります。忘れないように！

あなたの健康宣言（必ず一つ以上に☑すること）

職場健診(定期健康診断・人間ドック)を受診した際、ピン
クシール※をもらった場合は右の枠へ貼り付けてください。
ピンクシールをもらっていない場合は貼り付け不要です。
 
※ピンクシールは、県内19の健診機関にて、受診時に窓口等で交
付または健診結果に同封して交付います。受診機関がその他または
県外の事業者の場合は、シールはもらえませんので貼付は不要です。
　 

貼付欄 ※健診でシール
　をもらった場合

高知家健康パスポートを取得するには

Complete
ヘルシー・高知家・Pラーニングの受講は修了しました。これまで健康を意識していた方もそうでない方も、
生活習慣を見直して、いきいきと暮らし続けられるよう、健康づくりを始めましょう。

職場でまとめて下記までお申込みください

高知家健康パスポート申込者は、左欄の申請書
に記入して提出してください。
（シール希望者はその旨お知らせください。）

提出〆切：　　月　　　日（　　）　　時まで

所 属：        

担当者：           

連絡先：

職場申し込み先

①職場健診(定期健診・人間ドック等)の受診
②ヘルシー・高知家・Pラーニングを受講
①②を実施して左欄に必要事項を記入し、点線
で切り取り、職場申し込み先へ提出してください。

すでに高知家健康パスポートをお持ちの方には
ヘルシー・高知家・Pラーニングの受講により
ヘルシーポイントシール１枚(緑)を進呈します。
職場担当者へシール希望の旨をご連絡ください。

答：○１・２・３・５・６・７・８　　　×４（塩分摂取量目安は、男性８g未満、女性７g未満）

ヘルシーポイントシールを取得するには

申請者の個人情報は「高知家健康パスポート」の交付・実施
の目的の範囲内で使用するほか、健康づくりの取り組みを促
進するため住所地の市町村と共有します。



Lesson 2

高知県民は野菜不足？

Lesson 4

Lesson 3

Pick Up　

健康を維持するために必要な野菜の摂取量は１日あたり350gで
すが、高知県民の野菜摂取量は１日あたり297gであり、野菜不
足といえます。野菜に豊富な食物繊維は、食後の高血糖を防ぎ、
食べ過ぎ予防に役立ちます。

H23年   H28年

朝食欠食率(男性）

H18年 H23年

305g 277g

野菜の摂取量(成人)

20代 20.0％⇒25.0％　　
30代 33.3％⇒12.1％(改善）

H28年

297g

20代男性の４人に１人が朝食を欠食しています。
朝食を抜くと、日中の集中力・記憶力が低下したり、体がだるくなり、
仕事がはかどらなくなります。
空腹のストレスにより血圧が上昇しやすく、また、昼食をとると、血糖
値が急上昇し、体がエネルギーを貯め込もうとして、高血糖や肥満を
招きます。

（出典：高知県県民健康・栄養調査）

朝ごはんを抜くとどうなるの？

Check 2 食生活を見直そう
野菜をたくさんとる方法
・加熱してカサを減らす
・料理の具に混ぜる
・外食ではサラダ・惣菜を追加する

無理なく朝食をとる方法
・前日の夜に下ごしらえをする
・そのまま食べられるものを選ぶ
・パターンを決めておく

塩分を減らす方法
・調味料は毎回量って使う
・調味料を減塩タイプに替える
・味付けは酸味や香味野菜を活用

摂取量目安　350g

20～50代の働きざかりの世代では、運動習慣のある人の割合が減
少しています。忙しく働いている人ほど、運動の時間が難しいようです。
仕事や家事をしている時間でも、少しの工夫で身体活動量を増やす
ことが大切です。

運動しないとどうなるの？

食 生 活 と 健 康

運 動 と 健 康

身体活動・運動の不足は、喫煙、高血圧に次ぐ生活習慣病のリスク
です。

脳卒中、腎不全
　心筋梗塞の
　原因に！

肥満（内蔵脂肪型肥満）は
高血糖や脂質異常を起こしやすい

運動不足で
ぽっこりおなか

適切な運動習慣を身につけて体力を向上させることは、生活習慣病や
寝たきりを予防し、健康寿命を延ばすことにつながります。

運動にはどのような効果があるの？ ・肥満の予防や改善
・血圧を下げることにつながる
・長期的に血糖値を下げることができる
・認知症や骨粗しょう症の予防
・ストレスの軽減、心の健康
・動脈硬化予防につながる

健 診 ・ 検 診 を 受 け る

高知県民は塩分のとりすぎ？

高知県民の１日の塩分摂取量は目安である男性8g未満、女性７
g未満より1.3～1.4gほど多く、塩分過多といえます。
塩分は、とりすぎると心臓に負担をかけ高血圧をまねき、重大な病気
の原因となる動脈硬化を引き起こします。（病気の例：脳梗塞、くも
膜下出血、心筋梗塞、心不全、腎硬化、腎不全　等）
　
　
　

塩分の摂取量(成人)

男性 10.4g⇒9.3g（目安8g未満）
女性   9.2g⇒8.4g（目安7g未満）

H23年  H28年

１日の野菜の摂取量は350g以上
　生野菜なら：両手に１杯70g×５杯分
　温野菜なら：片手に１杯70g×５杯分

歯科健診

高知県民の約８割の人が歯周病にかかっています。歯周病に
なると、歯のぐらつきやかみ合わせが悪くなり歯の抜ける原因・
口臭の原因となります。痛みがなくても年に１度は定期歯科
健診を受けましょう。　

特定健診・人間ドック・職場健診

　「健康診断(健診)」は、病気の予防と早期発見を目的として
おりなにかの異常が見つかっても、すぐに治療を開始することがで
きます。
自覚症状がないからといって、病気がないとは限りません。年に
１度は必ず健診を受診しましょう。

高 知 家 の 健 康 づ く り

高知家健康パスポートに関する情報はこちらから
公式サイト　http://www.health-pass.pref.kochi.lg.jp/

【理解した　□】

【理解した　□】

【理解した　□】

がん検診

がんは、早期に発見されると９割以上が治る病気です。自治体
が行うがん検診を受診して、早期発見・治療へつなげましょう。

男性  6,777歩 ⇒ 5,631歩

女性  5,962歩 ⇒ 5,463歩

H23年     H28年

歩数（成人）

（出典：高知県県民健康・栄養調査）

目標8,000歩

運動の効果

さぁ、もう一息！「学習のまとめ」（裏面）へ進みましょう

提示するだけで特典が受けられ、使うほど元気になれる
「高知家健康パスポート」。
平成28年９月から｢高知家健康パスポート」をスタート
し、大変多くの方にご利用いただいています。
健康パスポートアプリも配信していますので、併せて活用
してください。                    《対象：20歳以上の県民》

①参加施設で料金割引やプレゼントなどのおトクなサービスが受けられます！
②健康にいいことを実践してシールを集めると豪華賞品が当たります！
③特典が受けられる市町村の健康づくり事業に参加できます！
　※実施していない市町村もありますのでお住まいの市町村にご確認ください

パスポートを取得するとお得がいっぱい！

高知家健康パスポートを活用して、日々の健康づくりに取り組もう！

この
ステッカーや
ポスターが
目印！

参加施設一覧は公式サイトからダウンロードできます。

全国平均よりも低い受診率

使うほど元気になれる「高知家健康パスポート」

健康パスポートアプリ
日々の歩数や血圧・体重の測定記録でヘルシーポイントが
貯まる！
シールとの交換やプレゼントキャンペーンへの応募ができる！

無 料
ダウンロード時に通信料が
発生する場合があります
のでご注意ください
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がん検診受診率の状況
(40-50歳代・地域＋職域検診)

+14.0 +8.6 +15.4 +10.9 +7.7

目標受診率の50%までもう少し


