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データでみる葛飾区民の健康                                          

65歳の人が、何らかの障害のために要介護認定を受ける

までの状態を健康と考え、その障害のために認定を受ける

年齢を平均的に表したものです。 
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第２次かつしか健康実現プランの体系                                          
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自分の現状を知りましょう                                          

BMI 

＝ 

体重 

kg 

身長 

ｍ 

× 

身長 

ｍ 

適正体重 

＝ 

kg 

身長 

ｍ 

× 
身長 

ｍ 

22 × 

腹囲 cm 

おへその高さで測定します。 

男性 85 cm以上 

女性 90 cm以上 

の方は、７ページで 

メタボチェック！ 

 

  

＊家庭で測る場合の基準は上記の数値の－５です。 

血圧は絶えず変動しています。定期的に

同じ時間帯で測りましょう。 
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ライフステージごとの健康チェック  

ライフステージごとに区民の皆さまに取り組んでいただきたい内容をチェック項目にしました。 

ご自身の普段の状況を確認していただき、すべてにチェックがつくように取り組みましょう！           
                          

妊娠初期に面接を行い、一人ひとりの

状況にあわせたサポートプラン「葛飾区

ゆりかごプラン」を作成し、必要な支援を

行います。また、その後、乳幼児健康診査

や産前・産後の母子を支える様々な事業

と連携し、就学期前までの継続的な支援

を行います。さらに、保護者の心身の健康

の保持増進を図るための教室や講座等を

実施します。 

産婦の心身の健康状態を確認し適切な

支援をするため、「産婦健康診査」に係る

費用の一部を助成します。また、心身のケ

アや授乳指導、育児支援を行う「産後ケア

事業」を実施します。 
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働き盛りに多い肥満の減少には、食生活や運動を中心とした生活習慣の

改善が必要です。生活習慣の見直しについては８ページをチェック！ 
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身体的な機能の低下 

片足立ちやスクワットなどで、バランス

能力や筋力を鍛えることで、転倒・骨折

を予防しましょう。 

咀しゃく機能の低下や栄養不良 

頬を膨らませたり、へこませたりするな

どして喉や口周りの筋力を鍛えること

で、誤えんを予防しましょう。 

タンパク質やビタミンなど、筋肉のもとを

摂取して、筋肉の低下を予防しましょう。 

口内を清潔にしましょう。 

意欲や認知機能の低下 

一人じゃんけんなどの手や指を動かす運

動で、脳機能の活性化を進めましょう。

計算やしりとり・会話をしながら歩行す

る有酸素運動で、認知機能を活性化させ

ましょう。 

地域社会との交流の減少などの 

社会性の低下 

集まって運動や体操、昔話や回想をした

り、懐メロのカラオケで発声、コミュニ

ケーションをとることで閉じこもり・孤

立を予防しましょう。 

介護・フレイルを予防するため、「区民と取り組む介護予防事業」、「高齢者に対する

栄養指導」【新規】、「認知症の早期発見・早期支援の推進」などの事業を実施します。 

高齢期になると、加齢に伴い、筋力や食欲、認知機能などの心身の活力が低下して 

フレイル状態になりやすくなります。 

フレイルにはＰ（フィジカル）、Ｏ（オーラル）、Ｂ（ブレイン）、Ｓ（ソーシャル）の 

４つの要素があります。４つの要素をまとめて葛飾区では 

「ＰＯＢＳ（ポブス）フレイル」といいます。  
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生活習慣病を予防するために、健康診査やがん検診を受診しましょう       

                                がんや糖尿病の 

予防のために… 

胃がん検診に胃内視鏡検査を導入します。 

葛飾区の死因の１位はがんです。がんによる死亡を防ぐためには早期に

発見することが必要です。定期的にがん検診を受診しましょう。 

糖尿病などの生活習慣病は自覚症状がないまま進行していきます。自分が健康かどうかを確認す

るため、1年に 1度は健康診査を受診して、生活習慣病を予防しましょう。 

メタボリックシンドロームの状態で動脈硬化が進行すると、糖尿病やその合併症、脳卒中、心疾

患などのリスクが高まります。 

特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームに該当した場合など、このままだと糖尿病など

の生活習慣病を発症する恐れがある方は特定保健指導を受けましょう。 

○ メタボリックシンドロームを放置すると、糖尿病やその合併症、脳卒中、心疾患などの
リスクが高まります！ 

そうならないために 

腹囲が 

ある 
のうち２項目以上に 

該当する 
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正しい生活習慣を身に付けましょう                    

                     

日々の歩数、歩行時間、消費カロリー 

などを計測し、健康づくりをサポートし

ます。 

高齢者・障害者・ジュニア層・働く世代

など、あらゆる世代を対象とした、初心者

向けのスポーツ教室、体験会などを開催

します。 

健康診査・がん検診

でもマイルが貯まる 

健康習慣の定着を促すため、日々の健康目標を立て、そ

れを達成した日数によりマイルをためていく事業です。 

マイルをためて、健康グッズ等が当たる抽選に応募しま

しょう。 

１日の歩数をプラス 1,000歩、時間にして

約 10分多く歩きましょう。 

１日 8,000歩を目指しましょう。 

運動には、肥満や生活習慣病を予防して健康を維持・向上させる効果があります。さらにストレ

ス発散によるこころの健康の維持など様々な効果も期待できます。 

こまめに動くだけでもエネルギーは消費

されます。 

プラス 10分体を動かしましょう。 

・なるべく階段を使う 

・家事を積極的に行う 

・車より自転車、自転車より徒歩で 
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区民や事業者に新制度について普及啓発を図るとともに、学校等における受動喫煙対策の実

施や区内飲食店への指導体制の整備などを推進します。 

十分な睡眠・休養は生活習慣病の予防にもつながります。 

質の良い睡眠のために・・・ 

夜更かしを避けて、体内時計のリズムを保ちましょう。特に寝る直前のスマートフォンの利用は、

目が覚めてしまい、夜更かしの原因になります。 

 

がん、循環器疾患、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）など

の呼吸器疾患、糖尿病・歯周病などの生活習慣病、早産や

死産、低出生体重児などのリスクが高まります。 

喫煙者が直接吸い込む主流煙よりたばこの先から立ち昇る副流煙の方がより多くの有害物質

を含んでいます。吸わない人への配慮が必要です。 
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ビール中瓶 

（500ｍｌ）     
１本 

清酒 

（180ｍｌ）     
１合 

ウイスキー 

（60ｍｌ）     
ダブル１杯 

焼酎 

（110ｍｌ）     
0.6合 

お酒の飲みすぎには注意が必要です。お酒と上手に付き合いましょう。 

①上限を守りましょう。上限を超えた飲酒はがんや高血圧症などの生活習慣病のリスクが高まります。 

②休肝日をつくりましょう。週に２日程度の休肝日をつくり、肝臓を休めましょう。 

③妊娠中や授乳中は禁酒しましょう。 

75歳の方を対象に実施している長寿歯科健康診査の対象者に 80歳を追加します。 

定期的に歯科健康診査を受診して、歯と口の健康を保ちましょう。 

歯ブラシだけでは落としきれない

歯垢（プラーク）は、いつもの歯磨き

にプラスして、デンタルフロスや歯間

ブラシを使いましょう。 

 

デンタルフロスは歯と歯のすき

間のないところに使います。 

歯と歯の間にデンタルフロスを

入れ、糸を歯に沿わせるように動

かします。 
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葛飾区食育推進計画の体系                

・妊娠期からの食に関する基本的な知識・行動の普及 

・発達にあわせた食を通じての食べる楽しさの習得 

・食物アレルギーに関する正しい知識の普及 

 
・葛飾区の特色を生かした教育（給食）や体験を通して、食べ物を大切にする心の醸成 

・早寝・早起き・朝ごはんと、よく噛んで食べる習慣づくり 

・家族や親しい人と食事を共にする楽しさやマナーを知り、良好な人間関係の構築 

・アレルギーを含む食と健康に関する基本的な知識の普及 

 
・食に関する正しい知識を学び、理解を深め、望ましい食生活の実践 

・体の変化に合わせた生活習慣を意識し、一人ひとりの健康状態に合わせた食生活の支援 

 
・口腔機能（摂食・嚥下）の維持の支援や知識の普及 

・低栄養やフレイルの予防につながる食生活の知識の普及と支援 

・健康長寿のために地域で健康的な食を支える取組の推進                

区民一人ひとりが「食べることは心身ともに健康で豊かに生きるための基本で

あることを心に刻み、食と健康に関する正しい知識を習得して、より良い生活スタ

イルを確立し生きる力を育む」ことを目指します。 

・食の健康習慣を身につけ、実践していく。 

・食に関する知識や食を選ぶ力を養う。 

・食に対する感謝の気持ちを育む。 

・下町人情豊かな「ふるさと葛飾」を大切に、事業を展開する。 

・適正体重の維持や自分に合った食習慣の確立など自己管理能力の習得 

・区民に向けた食の知識や健康情報の発信 

・地域における食育の推進をサポートする人材の育成と活動支援 

・地域力を生かし、区民との協働や連携した事業を展開 

・食の生産・流通・製造者と消費者との交流の促進 

・区民が安心して購入できる食品の安全確保や適切表示の徹底 

・食品の安全・安心・アレルギー等の情報提供と知識の普及 

・食品ロスの軽減や食の循環のための環境づくりの推進 
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取り組みの指標  

本計画では、取り組みの視点である「食の健康習慣を身につけ、実践していく」「食に関する知識や食

を選ぶ力を養う」「食に対する感謝の気持ちを育む」「下町人情豊かな『ふるさと葛飾』を大切に、事業を

展開する」をふまえて、目指すべき指標として 12項目を設定しました。  
 

＊指標の現状値は以下のデータを用いています。 

①『葛飾区保健医療実態調査報告書（平成 30（2018）年度）』……………指標１～３、６～８、10、11 

②『３歳児健診アンケート（平成 29（2017）年度）』………………………指標１ 

③『葛飾区 20歳代・30歳代健康診査（平成 29（2017）年度）』………指標４ 

④『葛飾区特定健康診査（平成 29（2017）年度）』…………………………指標４、５ 

⑤『葛飾区長寿医療健康診査（平成 29（2017）年度）』……………………指標５ 

⑥『葛飾区政策・施策マーケティング調査（平成 30（2018）年）』………食育推進計画指標、指標９  
注１：適正体重については、BMI（肥満指数）が 18.5以上 25未満の範囲の指数になる体重とした。BMI（肥満指数）＝体重（kg）÷身長（m）

÷身長（m） 18.5 未満を「やせ」、18.5以上 25未満を「普通」、25以上を「肥満」と分類する（日本肥満学会 2000年「肥満の判

定基準」より）。 

一方、高齢者（65歳以上）においては低栄養傾向にある指標として、BMI20以下が有用と考えられている（「健康日本 21」より）ため、

高齢者の適正体重については 20＜BMI＜25とした。 

指標 4の「20歳以上の適正体重の区民の割合」について、年齢に相応した上記の基準を用いて算出した。 

注２：健康の維持増進と生活習慣病予防の観点から、野菜の 1日に摂取したい目標量は350gとなっている（「健康日本 21」より）。 

注３：健康の維持増進と生活習慣病予防の観点から、食塩の摂取量を減らす必要があり、摂取目標として、１日あたり男性：8.0g 未満、女性：

7.0g未満が定められている（「日本人の食事摂取基準（2015年版）」より）。   
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できることから始めよう ～食育の実践～                                          

主食：ご飯・パン・ 

めん類など 

主菜：肉・魚・卵・ 

大豆、大豆製品 

などのおかず 

副菜：野菜・きのこ・海藻などのおかず 

 

 

① 栄養バランスのよい

メニューがあります 

② 野菜たっぷりメニュ

ーもあります 

③ 主食の量を選べます 

④ 薄味注文サービスで

塩分を控えられます 

 

＊お店により健康に配慮したメニューやサービスの

内容は異なります 

① 毎食 1品（70g）以上を食べる 

② 加熱してかさを減らすと食べやすい 

③ 野菜の多いメニューを選ぶ 

④ 付け合せの野菜を残さない 

 

① 塩・しょうゆ・みそなど調味料

は控える 

② 汁物は具だくさんに、 

めん類の汁を減らす（残す） 

③ 香味野菜や酸味やだしを上手

に使う 

④ 食塩の多い、漬物・干物・ 

練り製品などを控える 

⑤ 加工食品は栄養成分表示を 

確認する 

 

男性 8.0ｇ未満 女性 7.0ｇ未満 

日本人の食事摂取基準（2015年版） 
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長時間の空腹が一度にたく

さん食べることにつなが

り、肥満になりやすい 

朝食習慣がおなかの調子を

整えます 

朝食時間が決まると１日の

生活リズムが整います 

朝食は体に必要な栄養素を

送り届けます 

 

たんぱく質やエネルギーの不足は筋肉

や体重減少につながり、身体機能の低下

を引き起こすことがあります  
① 肉や魚などたんぱく質の多い 

食品を積極的に食べる 

② 食品の種類を多く食べる 

③ 食欲のない時はおかずから食べる 

～噛みごたえのある食品も取り入れて～ 

<よく噛むことの効果> 

① 肥満予防 

② 消化吸収を助ける 

③ 脳を活性化する 

 

適正体重を保ち、高血圧や糖尿病などの生活習慣病や、要介護状態になる 

リスクを減らそう！ 

 

カロリーや食塩相当量をチェックして、ダイエットや減塩などに役立てることができます 

※活動量：ふつう 

日本人の食事摂取基準（2015年版） 

栄養成分表示 
１食（75ｇ）当たり 

エネルギー： 345kcal 

たんぱく質： 10.7g 

脂 質： 12.4g 

炭 水 化 物： 47.7g 

食塩相当量： 5.0g 



 

 

  
保健センターのご案内                                         

葛飾区

葛飾区健康部 地域保健課  電話 ０３－３６０２－１２３１

葛飾区健康部 健康づくり課 電話 ０３－３６０２－１２６８ 

〒125-0062 葛飾区青戸４－１５－１４（健康プラザかつしか内） 

ファクス ０３－３６０２－１２９８ 

電話 

０３－３６０２－１２８４ 

住所 

〒125-0062 

葛飾区青戸４－１５－１４ 

（健康プラザかつしか内） 

電話 

０３－３６０７－４１４１ 

住所 

〒125-0042 

葛飾区金町４－１８－１９ 

電話 

０３－３６９６－３７８１ 

住所 

〒124-0025 

葛飾区西新小岩 

４－２１－１２ 

電話 

０３－３６２７－１９１１ 

住所 

〒125-0033 

葛飾区東水元１－７－３ 

この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。 


