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【研究の目的および必要性】 

 静岡県は、平成 24 年度に厚生労働省が公表した「健康寿命」で全国 1位１）であったが、

県内市町間の健康格差は明らかである。特に、伊豆半島先端の賀茂地域は少子高齢化に伴

う人口の減少と主要産業である観光業の低迷により生活保護世帯も急増している。 

 今回、調査対象とするＮ町は、平成 25 年 4 月 1日現在、高齢化率 42.4％で、1人当り国

民健康保険診療費も、県内市町で最も高額となっている２）。そこで、Ｎ町住民の保健行動

に関する実態調査を行い、生活習慣病に関る課題と要因を明らかにし、生活習慣病の予防

と重症化予防に向けた施策に反映させることを目的とした。同時に調査を通して西伊豆町

民自らが、自己の生活を振り返ると共に町の健康課題を知る機会となり、生活習慣病対策

への動機付けとなることを期待した。 

 

【研究計画】 

 生活習慣病に係る年代には、「成人保健行動調査」を、また若い世代の生活習慣を把握

するために、Ｎ町の住民が多く在籍する県立Ａ高校の学生を対象に、「高校生の生活状況調

査」を実施した。 

 

Ⅰ 成人保健行動調査 

 1）対  象：住民基本台帳から、20～69 歳の住民を性、年代別に 100 人ずつ層化抽出

し、計 1,000 人を対象とする。 

 2）方  法：郵送による無記名の自記式質問紙法での横断調査。 

 3）時  期：平成 25 年 10 月～12 月 

 4）内  容：①フェースシート、②健康状態、既往疾患、現病歴、家族歴、③健診や治

療の受診行動、④食行動、⑤身長･体重と管理、⑥飲酒と喫煙習慣、⑦運

動、⑧休養 

 5）分析方法：記述統計による、年齢階層・男女別に解析して、分析を行う。 
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Ⅱ 高校生の生活状況調査 

 1）対  象：県立Ａ高校の学生、304 人。（内、Ｎ町在住者は 109 人） 

 2）方  法：無記名の自記式質問紙法による集合調査。 

 3）時  期：平成 25 年７月 

 4）内  容：①フェースシート（性、学年、居住地、通学方法）、②食行動、③自己の

ボディイメージ、④運動、⑤喫煙の機会、⑥休養、⑦相談相手、⑧1年生

のみ「尿中塩分測定」実施 

 5）分析方法：記述統計による、男女・住居地別に解析し、分析を行う。 

 6）倫理的配慮：両調査共に、無記名の配票調査で、調査協力については任意である。個

人情報の保護については書面で説明し、調査回収をもって同意とみなす。

分析は統計的手法で行い、公表データについても個人情報は含まない。 

 

【結果】 

１）成人保健行動調査 

(1)基本属性 

 692 人（男性 312 人、女性 380 人）から回答を得た。回収率 69.2 で、女性の回答率は、

76.0％と男性よりも高かった。 

世帯構成では、「核家族世帯」が 368 人（52.4％）男女共に「週に 4日以上働いている」が

最も多く、男性は 71.3％、女性の 60.8％であった。 

(2)健康状態 

 健康状態を 5段階で質問したところ、「よい」と「まあよい」と回答した人は、およそ４

割の 293 人（41.7％）で、県民健康基礎調査と比較して、4.5 ポイント高かった。 

 医師の治療を受けているか否かは、全体の 6割が「受けていない」であった。また、「治

療を受けている」は 200 人（28.5％）で、60 歳代の半数が治療をしていた。 

 家族の生活習慣病既往では、「高血圧」が 322 人（45.9％）が最も多かった。 

(3)受療行動 

 医師から薬が処方されたが、｢飲まなかった」、「途中でやめた」もしくは「つけなかった」

という経験がある人は、295 人（42.0％）であった。特に、女性は 46.8％と男性よりも高

かった。その理由は、「症状が改善したから」が 6割と最も高かった。 

(4)健診結果と受診 

 健診や人間ドックを過去 1 年以内に受けた人は、414 人（59.0％）で、その結果、267

人（64.7％）が「健康問題なし」だった。「精密検査は必要」、「治療が必要」は、40～50

歳代で多かった。 

(5)肥満度と体重管理 

 肥満度（BMI）で「標準」は男性 185 人（63.8％）、女性は 229 人（72.2％）であった。

なお、男性の 3割が「肥満」で、特に 40、50 歳代が高かった。体重を測る頻度は、男女共
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に「月に 1度」が最も多かった。 

(6)食生活 

 朝食を「週に 3回以上抜くことがある」は、男性は 94 人（29.7％）、女性では 75 人（19.5％）

であった。特に 20、30 歳代が朝食をとらない傾向にあり、男性の 44～45％に上った。 

 夕食後におやつや夜食を週 3 回以上とる人は、男性は 112 人（35.3％）、女性は 155 人

（40.3％）と特定健診の県平均と比べて男女共に高い傾向にあった。 

 1 日にとる野菜料理の皿数をたずねたところ、最も多かったのは男女共に「1～2 皿」で

あった。逆に望ましい皿数である「5皿以上」は、男性では 5.4％、女性で 5.7％と低い割

合であった。 

 主菜・主菜・副菜をそろえた食事を、1 日 2 回以上することが週に何日あるかをたずね

たところ、「ほとんど毎日」が最も多く、男性は 31.5％、女性は 43.6％であった。 

 弁当や惣菜を購入して食べる回数は、1週間に「ほとんど食べない」が男性は 42.3％、

女性で 50.4％であった。しかし、年代別でみると若い人ほど購入回数が多かった。 

 食塩の取りすぎに気をつけているか否かをたずねたところ、「気をつけていない」が 383

人（54.6％）と多く、各年代で「気をつけている」よりも多かった。女性は、50.1％が、

「気をつけている」と回答し、60 歳代は 6割を超していた。減塩の方法で最も多かったの

は「料理の時、うす味に調理するようにしている」が半数を超した。 

(7)飲酒習慣 

 飲酒は、男女共に「ほんど飲まない」が最も多く、男性は 108 人（34.1％）、女性は 246

人（63.9％）であった。しかし、男性 50 歳代の 3割、60 歳代の半数近くが｢毎日飲む」と

答えた。また、「多量飲酒者」は、男性の 5％、女性の 1.8％を占め、県民健康基礎調査３）

と比較すると、男性は 4ポイント低く、女性は 1.5 ポイント高かった。 

(8)喫煙習慣 

 たばこを｢毎日吸っている」と「時々吸っている」を合計すると、男性の 40.4％、女性

の 19.7％を占めた。Ｎ町は、県と比較して、いずれの年代でも県平均４）より高い喫煙習慣

があることが確認された。 

(9)運動習慣･身体活動 

 1 日に 30 分以上、軽く汗をかく運動を 1年以上、週 2回以上している「運動習慣がある」

人は、男性で 76 人（24.0％)、女性の 68 人（17.7％）であった。男性は、20 歳代が 34.6％

で最も高く、次いで 60 歳代であった。女性は 60 歳代が 26.7％で最も高かった。 

 

２）高校生の生活状況調査 

 調査対象者 304 人のうち、278 人（男性 132 人、女性 146 人）から回答を得た。回収率

は 91.4％であった。回答者のうち、Ｎ町の住民は、96 人（34.5％）を占めた。 

(1)食生活 

 朝ごはんを毎日食べている人は、226 人（80.2％）で、また、学年別にみると、3年生が
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76.8％と他学年と比較すると低かった。 

 夕食は主食・主菜・副菜をそろえて食べることが「できている」人の割合は全体では、

205 人（72.7％）で、Ｎ町在住者は 79.2％と他市町在住者よりも高かった。また、夕食を

寝る前の 2時間以内にとることが週 3回以上ある人の割合は、Ｎ町在住者で 25.0％、他市

町在住者で 22.0％であった。 

 夕食後に間食や夜食をとることが週 3回以上ある人の割合は、Ｎ町在住者で 30.2％、他

市町在住者で 31.3％であった。ふだん食べる間食は、「甘いお菓子」、「ジュース、炭酸飲

料」が高い割合だった。 

 平日に昼食を買って食べることがある人の割合は、Ｎ町在住者で 42.7％、他市町在住者

で 30.8％とＮ町の方が高かった。 

(2)食塩に対する知識 

 「食塩のとりすぎが身体に悪いことを知っている」人の割合は、Ｎ町在住者で 93.8％、

他市町在住者で 91.2％であった。 

(3)運動習慣 

 運動習慣がある人の割合は、Ｎ町在住者で 25.0％、他市町在住者で 36.8％とＮ町の方が

低い傾向にあった。また、学年別にみると 2年生が 50.5％で最も高い割合だった。 

(4)自己のボディイメージ 

 自分を「太っている」、「少し太っている」と思っている人の割合は、Ｎ町在住者で 53.1％、

他市町在住者で 55.5％と、県平均４）と比較して 13.5 ポイント高かった。 

(5)休養、相談相手 

 睡眠によって休養が「充分とれている」「まあまあとれている」人の割合は、Ｎ町在住者

で 62.5％、他市町在住者で 61.5％であった。 

(6)相談相手 

 悩みを抱えたときに相談できる人がいる」人の割合は、Ｎ町在住者で 71.9％、他市町在

住者で 64.3％と、Ｎ町在住者の方が多い傾向にあった。 

(7)受動喫煙の機会 

 「自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会があった」人の割合は、Ｎ町在住者

で 54.2％、他市町在住者で 51.6％と半数以上であった。 

(8)尿中塩分濃度測定の結果（1 年生のみ） 

 対象者は 101 人、回収数は 51 人（回収率 50.5％）。推定摂取塩分量が「適当量」は 37.3％、

「少し多め」「多め」の合計では、62.7％であった。 

 

【考察】 

 成人保健行動調査では、郵送調査で、回収率 7割という高率であったことは、Ｎ町の住

民が健康への意識が伺える結果となり、本調査のねらいのひとつである｢自分の健康に関す

る生活をふりかえる｣きっかけになったと考える。 

－ 96 －



 医師の治療中を受けている人は、年齢が上昇するほど高くなった。その内訳は｢高血

圧」が最も多く、家族の高血圧割合も同じく高率であった。処方された薬を中断する

割合も 4 割あり、自覚症状がない生活習慣病の場合、治療継続の意識づけが難しいこ

とが予想された。男性では肥満度の高い人も多い。食生活では、野菜料理が不足して

いることと、夕食後の間食をする割合が高い傾向にあった。これは、大人と同様、高

校生の調査からも確認できた。運動･身体活動も 20 歳代以外は少ない。自動車がない

と移動が難しい中でどのように身体活動を増やしていくのかが、今後の課題である。 

 喫煙についても、観光地であり受動喫煙の機会も多く、また壮年期の喫煙を減少さ

せ、子供の時からの防煙、禁煙環境を整えることが今後の課題である。 

 今後、性や年代、仕事、家族形態などを考慮した分析を行い、その対象にあった健

康づくり際策を探っていく予定である。 
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※ 詳細は、「西伊豆町住民の生活習慣病に係る保健行動調査－発病予防・重症化予防対策
の検討－報告書」を参照願います。 

※ 調査終了後、同封の住民向けのパンフレットを各世帯に配布し、調査報告とした。 
 

【経費使途明細】 

 

　　　　　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　　　目 金　　　額

調査郵送料（当初調査90,700円，、返信分61,000円） 151,700         

　　　　〃　　（督促状分20,650円） 20,650           

パンフレット送料 710               

調査データ入力報償費（5,500円×7日） 38,500           

後納封筒 11,655           

調査謝礼品（ボールペン　1,000本） 17,900           

調査用紙（Ａ４－ 3,250枚分） 4,706             

その他文具（印刷用トナー，蛍光ペン、付箋紙等、メンデインディングテー 22,211           

健康教育用パンフレット（東京法規100枚,ライズファクトリー300枚） 31,104           

振り込み料 864               

　合　計　（円） 300,000          
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