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【福島県の死因状況】

Ｈ22年国⺠健康・栄養調査
「血中コレステロールが高い」といわれたことがある⼈で

「高コレステロール血症（脂質異常症）」の治療率は
「高血圧症」・「糖尿病」に比較してかなり低い

「治療中」と回答した⼈（男性︓38.7％、⼥性48.5％）

福島県の現状

Ｈ22年　都道府県別死因別齢調整死亡率（厚生労働省）
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【健康診断項目と基準値】

参考︓日本⼈間ドック学会判定区分

＜基準値＞
健康な⼈の検査データ
を統計学的に算出した
数値

＊健康診断結果につい
ては、個々⼈の過去の
データをふまえ産業医・
医師等専門職の意⾒を
お聞きください

項目名 数 値 単位
⾝⻑（m）×⾝⻑（m）×
22＝適性体重 18.5以上25.0未満

男性（85㎝未満）
⼥性（90㎝未満） ㎝

1000㎐、4000㎐ 30㏈以下 ㎐

収縮時血圧 130未満
拡張期血圧 85未満

LDL-C LDL-コレステロール 140未満 mg/dL
HDL-コレステロール 40以上 mg/dL
トリグリセライド、TG 150未満 mg/dL

男400〜539
⼥360〜489
男13.1〜16.6
⼥12.1〜14.6
男38.5〜48.9
⼥35.6〜43.9

WBC 3200〜8500 　　/μL
尿たんぱく （－）
尿潜血 （－）

血液 クレアチニン Cr 0.40〜0.70 mg/dL
尿酸 UA 7.0未満 mg/dL

GOT 30以下 U/L
GPT 30以下 U/L
γーグルタミール・トランスペプチターゼ 50以下 U/L

（－）
100未満 mg/dL

HbA1c グリコヘモグロビンA1c 5.6未満（NGSP） ％
心電図 （－）

視⼒
眼底 0緑内障、加齢⻩斑変性　、眼底出血その他

眼科
近⾒視⼒検査

γーGTP

血液一般

腎機能

痛風

肝機能 ALT

糖代謝 空腹時血糖値
尿糖

安静時心電図検査

AST

×万/µＬRBC赤血球数

尿検査

白血球数

ヘモグロビン 血色素測定 g/dL

ヘマトクリット Ht ％

HDL-C
中性脂肪

血圧 mmHg

脂質

検 査 項 目
表 示

基準値（参考値）

肥満度・
内臓脂肪

BⅯI

腹囲

聴⼒

胃
肺

⼤腸
婦⼈科

がん検診 便潜血反応

バリウム検査　・　胃カメラ検査
胸部レントゲン・喀痰検査

マンモグラフィー・⼦宮頚部（体部）
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【生活習慣病】・・健康診断の結果を活用して疾病を予防しましょう

生活習慣病の中でも高血圧、脂質異常、糖尿病を
放置すると、動脈硬化を促進させ、その結果、脳卒中
や心筋梗塞など、命にかかわる病気を引き起こすキケ
ンが高くなります。

さらに肥満が加わるとそのリスクが高まるとされています。

脂質異常

肥満高血圧

糖尿病 重複して
いる場合
も多い

など

⇒「死の四重奏」
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【肥 満】・・病気でしょうか

� 早食い（＝⼤食い）
� 朝食抜き・一日２食
� 夜遅く食べる（夜食も）
� 間食（代理摂食）

BMI（体格指数）が25以上 ・・・肥満

「肥満症」
肥満の中で健康障害を合併し医学
的に減量が必要な状態

BMIの判定基準
18.5未満 ➡ やせ
18.5〜25未満 ➡ 標準
25〜30未満 ➡ 肥満度1
30〜35未満 ➡ 肥満度2
35〜40未満 ➡ 肥満度3
40以上 ➡ 肥満度4

ＢMI =
⾝⻑（ⅿ）×⾝⻑（ⅿ）

体重（Kg）

（日本肥満学会）

要因
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【適正エネルギー摂取量チェック】

１） 標準体重を計算 ︓ 標準体重 ＝ ⾝⻑（ｍ） × ⾝⻑（ｍ） × 22

２） 性別・年齢・⾝体活動レベルから体重１kgあたりの推定ｴﾈﾙｷﾞｰ必要量を選択

� 身体活動レベル
Ⅰ︓（低い） 大部分が座位

静的な活動が中心
Ⅱ︓（普通） 座位中心の仕事

⽴位作業・通勤・買物・軽い運動
Ⅲ︓（高い） ⽴位中心の仕事

⼒仕事・活発な運動習慣

３）１日の適正ｴﾈﾙｷﾞｰ摂取量を計算

適正ｴﾈﾙｷﾞｰ摂取量（kcal/日) ＝ 標準体重(kg)× 推定ｴﾈﾙｷﾞｰ必要量（kcal/kg/日）

✿あなたの適正ｴﾈﾙｷﾞｰ量は
⾝⻑ ⾝⻑ 標準体重

m × m× 22＝ kg

推定ｴﾈﾙｷﾞｰ必要量 適正ｴﾈﾙｷﾞｰ量

× ＝ kcal/日

年齢
（歳）

男性 ⼥性
身体活動レベル

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
70以上 31 37 42 30 35 40
50〜69 32 38 43 31 36 41
30〜49 33 39 45 33 38 43
18〜29 36 42 48 33 39 44
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【脂質の役割】

＜HDL コレステロール＞
●血管壁に溜まった余分
なコレステロールを回収
(善玉)し肝臓へ戻す。
●動脈硬化の症状を緩
和する。

＜LDL コレステロール＞
●細胞やホルモン合成に
必要なコレステロールを全
⾝に運ぶ。
●増え(悪玉)すぎると血
管壁に付着し、動脈硬化
を引き起こす。

＜中性脂肪＞
●生命維持のための⼤事なエ
ネルギー貯蔵物質。
過食・肥満により増えすぎると、
血液がドロドロになり血管がつ
まる原因にもなる。
●HDL減少、小型LDL（超
悪玉）増加に関与。



①LDL（悪玉）が高い

②HDL（善玉）が少ない

③中性脂肪が高い

【脂質異常症】

15

基本的には３つのタイプ

【大事なポイント】
① LDL(悪玉)が基準値内でも、HDL(善玉)が低い⽅は要注意︕
（心筋梗塞患者の３割がこのタイプ、両⽅のバランス・LH比が大事）

② LDL・HDLが基準値内でも、中性脂肪が高い⽅は⾷生活を⾒直すこと
（放置は✖）︕

脂質異常症の診断基準（日本動脈硬化学会）
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＝

◆LDLとHDLのバランスが⼤事

⾷事の改善で LDL︓(130）
運動を継続して HDL︓(55)
＊体重が2㎏減少
⇒ⅬＨ比は（2.3）

【脂質異常】・・「LH比」を目安に「脂質異常症」を改善

LH比 血管内の状態（傾向）
1.5以下 きれいで健康な状態

コレステロール蓄積増加傾向
動脈硬化の疑いあり

2.0以上

2.5以上 血栓、心筋梗塞のリスクが高
まる

【例】
LDL【悪玉)コレステロール値（140)
HDL(善玉)コレステロール値（38)
ＬH比・・・3.6

継 続

身体の中から健康度
アップ
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【高血圧】
◆血圧が高い状態が続くと、血管は厚く硬くなり弾⼒性が失われていきます(動脈硬化）
動脈硬化が進⾏すると、やがて循環器疾患（脳卒中や心疾患など）発症のキケンが
高まります。

◆医師の診断による降圧剤の服用は、高血圧によって血管や心臓に負担をかけないた
めに必要な措置です。

●血圧は測定する環
境で変動することがあ
るため、家庭での血圧
測定は普段の血圧の
状況を知る上でも良い
ことです。

血圧の基準値
拡張期血圧︓130㎜Hg未満
収縮期血圧︓85㎜Hg未満循環器疾患

の
キケン
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【日本人の糖尿病の現状】

H24年︓糖尿病が強く疑われる成⼈男⼥が約950万⼈（国⺠健康・栄養調査結果」）
H19年から約60万⼈増加

予備軍︓ 220万⼈減少したものの1100万⼈ としている

環境因子
高脂肪食（過剰な脂質摂取）

肥満・内臓脂肪蓄積
運動不⾜（下半⾝の筋⼒低下）＋

予防可能！
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【糖尿病の合併症】

細小血管障害 大血管障害
①糖尿病網膜症

②糖尿病腎症

③糖尿病神経障害

①②③は糖尿病の3⼤合併症ともいう

脳梗塞

狭心症

心筋梗塞

閉塞性動脈硬化症

予
防
が
絶
対
大
事

糖尿病の合併症は、糖尿病予備群の段階から進⾏することが知られています。
糖尿病予防のため、医師等の指導に基づき、食事・運動などの生活習慣を改善し、
血糖値をコントロールすることがとても重要です。



28

継続すること

まずは、実⾏可
能なところから

健康づくりの
共通改善⾏動

【生活習慣は人生観︕︖】
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【栄養成分を⾒る習慣】

◆食品を選ぶ時や外食する時にはカロリー・塩分などの栄養成分を確認する習慣
をつけましょう

食塩相当量
42㎎×2.54÷1000＝0.1ｇ
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【栄養のバランス】・・体は⾷事でつくられています

◆サプリメントの過剰摂取や極端なダイエット情報による食事は逆効果。
それぞれの食品の栄養を考えて、食事を楽しみましょう。
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「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」

ご清聴ありがとうございました


