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（３）社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標 
 
	 少子高齢化が進む中で、健康寿命の延伸を実現するには、生活習慣病を予防するとともに、

社会生活を営むための機能を高齢になっても可能な限り維持していくことが重要である。 

社会生活を営むために必要な機能を維持するために、身体の健康と共に重要なものが、

こころの健康である。その健全な維持は、個人の生活の質を大きく左右するものであり、自

殺等の社会的損失を防止するため、全ての世代の健やかな心を支える社会づくりを目指す。	 

また、将来を担う次世代の健康を支えるため、妊婦や子どもの健康増進が重要であるほ

か、高齢化に伴う機能の低下を遅らせるためには、高齢者の健康に焦点を当てた取組を強化

する必要がある。	 

	 目標は以下のとおり設定し、考え方や目標値等を次頁以降に示す。	 

	 

 
目標項目 

こころの健康 

① 自殺者の減少（人口 10 万人当たり） 

② 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の

減少 

③ メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加 

④ 小児人口 10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加 

次世代の健康 

①	 健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加 

 ア 朝・昼・夕の三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている子ど

もの割合の増加 

 イ 運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合の増加 

②	  適正体重の子どもの増加 

 ア 全出生数中の低出生体重児の割合の減少 

 イ 肥満傾向にある子どもの割合の減少 

高齢者の健康 

① 介護保険サービス利用者の増加の抑制 

② 認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上 

③ ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している国民の割合

の増加 

④ 低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合の増加の抑制 

⑤ 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少（千人当たり） 

⑥ 高齢者の社会参加の促進（就業又は何らかの地域活動をしている高

齢者の割合の増加） 
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①こころの健康 
	 

ⅰ．はじめに	 

	 こころの健康とは、世界保健機関（ＷＨＯ）の健康の定義を待つまでもなく、ひとが

いきいきと自分らしく生きるための重要な条件である。具体的には、自分の感情に気づ

いて表現できること（情緒的健康）、状況に応じて適切に考え、現実的な問題解決ができ

ること（知的健康）、他人や社会と建設的で良い関係を築けること（社会的健康）を意味

している。人生の目的や意義を見出し、主体的に人生を選択すること（人間的健康）も

大切な要素であり、こころの健康は「生活の質」に大きく影響するものである。	 	 

	 こころの健康を保つには多くの要素があり、適度な運動や、バランスのとれた栄養・

食生活は、身体だけでなくこころの健康においても重要な基礎となるものである。これ

らに、心身の疲労の回復と充実した人生を目指す休養が加えられ、健康のための３つの

要素とされてきた。さらに、十分な睡眠をとり、ストレスと上手につきあうことはここ

ろの健康に欠かせない要素となっている。	 

	 健やかなこころを支える社会づくりを目指すためには、こころの健康を維持するため

の生活やこころの病気への対応を多くの人が理解し、自己と他者のために取り組むこと

が不可欠である。中でもうつ病は、こころの病気の代表的なものであり、多くの人がか

かる可能性を持つ精神疾患である。自殺の背景にうつ病が多く存在することも指摘され

ている 2)。また、うつ病は、不安障害やアルコール依存症などとの合併も多く、それぞれ

に応じた適切な治療が必要になる。さらに、うつ病にうつ状態を加えた「うつ」がある

と、喫煙率が高くなり 3)、肥満が増え 4)5)、服薬をしなくなる 6)など、健康的な生活習慣

が妨げられる。その結果、心臓病 7)8)や脳卒中 9)の予後が悪化することが明らかになって

いる。	 

	 	 こころの健康を守るためには、社会環境的な要因からのアプローチも重要である。様々	 	 

なライフステージに応じたこころの健康対策に社会全体で取り組む必要がある。	 

	 

	 

ⅱ．基本的な考え方	 

（ⅰ）自殺者の減少	 

自殺対策基本法が平成 18 年に成立し、国全体として自殺対策に力を入れて取り組んで	 

きた 13)。健康日本２１においても、「自殺者の減少」を指標として掲げ、全国数が 22,000	 

人以下となることを目指していたが、近年の我が国の自殺者総数は約３万人となっている。	 

自殺の原因として、うつ病などのこころの病気の占める割合が高いため、自殺を減少さ	 

せることは、こころの健康も含めた国民の健康増進と密接に関連する。そのため、健康	 
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社会参加の機会の増加

〈職場の支援環境の充実〉

○メンタルヘルスに関する措置を受けら
れる職場の割合の増加

〈子どもの心身の問題への対応の充実〉
○小児人口10万人当たりの小児科医・
児童精神科医師の割合の増加

社会環境の質の向上生活の質の向上

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

〈全ての世代の健やかな心を支える社会づくり〉〈こころの健康の維持・増進〉

社会生活機能の維持・向上

○自殺者の減少

〈重い抑うつや不安の軽減〉

○気分障害・不安障害に相当する心理
的苦痛を感じている者の割合の減少

○週労働時間60時間以上の雇用者の
割合の減少

〈休養が日常生活に適切に取り入れられた生活習慣・社会環境の実現〉

○十分な睡眠による休養の確保

日本２１（第２次）においても、引き続き自殺者数の減少を指標として設定する。	 

	 

（ⅱ）気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少	 

うつ病などのこころの病気は有効な治療法が確立しているため、早期診断・早期治療	 

が重要である。しかし、現実には、こころの病気にかかった人の一部しか医療機関を受診	 

しておらず、精神科医の診療を受けている人はさらに少ないとの報告がある 10)。	 

適切な保健医療サービスを受けることで、気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛	 

が減少することが期待されるため、こうした変化の指標として「心理的苦痛を感じてい	 

る者の割合の減少」を指標として設定する。	 

具体的な指標としては、うつ病や不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを	 

目的として開発された調査手法であるＫ６14)の活用が有効である。Ｋ６とは、うつ病・不

安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され、一般住民を対象

とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標として広く

利用されている。ただし、Ｋ６はあくまで心理的苦痛を評価するための質問であり、診断

を行うものではない点に留意する必要がある。	 

	 

（ⅲ）メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加	 

３万人を超える自殺者数のうち、約 8,600 人が労働者であり、「勤務問題」を自殺の原

因の一つとしている者は約 2,600 人に達している。また、職業生活等において強いストレ

ス等を感じる労働者は約 60％に上っており、精神障害に係る労災認定件数は増加傾向に

ある。一方で、職場におけるメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は約３分の１に

とどまっていることから、この割合の増加を指標として設定する。	 

	 

（ⅳ）小児人口 10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加	 

小児保健医療では、育児不安や小児の成長発達上の相談、親子の心のケア等を行うほか、

近年増加する児童虐待や発達障害をはじめ、様々な子どものこころの問題への対応を行う

必要がある。そのため、母子保健と精神保健活動の連携を図るとともに、小児科医や児童

精神を学んだ医師の割合が増加することによって、子どもの心身の問題への対応が充実す

ることが期待されることから、小児科医・児童精神科医師の割合を指標として設定する。	 

	 	 
こころの健康の目標設定の考え方	 
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ⅲ．現状と目標	 

以上の考え方から、現状と目標を以下のように設定した。	 

	 

（ⅰ）自殺者数の減少	 

目標項目	 自殺者の減少（人口 10 万人当たり）	 

現状	 23.4（平成 22 年）	 

目標	 自殺総合対策大綱の見直しの状況を踏まえて設定	 

データソース	 厚生労働省「人口動態統計」	 

	 	 	 	 

現在、自殺総合対策大綱の見直しが予定されており、これに合わせて目標を設定する。	 

	 	 

（ⅱ）気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少	 

目標項目	 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の

減少	 

現状	 10.4％（平成 22 年）	 

目標	 9.4％（平成 34 年度）	 

データソース	 厚生労働省「国民生活基礎調査」	 

※20 歳以上で、こころの状態に関する６項目の質問（Ｋ６）の合計

点（０～24 点）における 10 点以上	 

	 	 	 	 

Ｋ６合計得点 10 点以上の者の頻度は、気分障害・不安障害と同等の状態の頻度の推
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定値と考えることができる。Ｋ６を利用できるデータは平成 22 年以降のものに限られ

ることから、米国の Healthy	 People	 2020 において大うつ病のエピソードを経験した者

の割合を 10％減少させることを目標にしていることを参考として、当面、現状値から

10％の減少を目標値として設定する。	 

	 	 

	 〈参考〉Ｋ６について	 

	 	 	 Ｋ６	 は米国のKesslerらによって、うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすること

を目的として開発され、一般住民を対象とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題

の程度を表す指標として広く利用されている。	 

「神経過敏に感じましたか」「絶望的だと感じましたか」「そわそわ、落ち着かなく感じました

か」「気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか」「何をするのも骨折

りだと感じましたか」「自分は価値のない人間だと感じましたか」の６つの質問について５段階

（「まったくない」（０点）、「少しだけ」（１点）、「ときどき」（２点）、「たいてい」（３

点）、「いつも」（４点））で点数化する。合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性

があるとされている。	 

	 	 

	 

（ⅲ）メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加	 

目標項目	 メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加	 

現状	 33.6％（平成 19 年）	 

目標	 100％	 （平成 32 年）	 

データソース	 厚生労働省「労働者健康状況調査」等	 

	 	 	 	 

新成長戦略（平成 22 年閣議決定）においては、2020 年までの目標として「メンタルヘ

ルスに関する措置を受けられる職場の割合	 100％」が盛り込まれており、本目標に合わ

せて目標を設定する。	 

	 

（ⅳ）小児人口 10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合	 

目標項目	 小児人口 10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加	 

現状	 小児科医：94.4（平成 22 年）	 

児童精神医学分野に取り組んでいる小児科医若しくは精神科医：

10.6（平成 21 年）	 

目標	 増加傾向へ（平成 26 年）	 

データソース	 厚生労働省「健やか親子２１第２回中間評価」（小児科医は医師・

歯科医師・薬剤師調査、児童精神科医師は日本児童青年精神医学会

調べ）	 	 ※小児人口：０歳から 14歳	 

本指標は、目標値として具体的な数値を設定することが困難であるため、健やか親子
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２１の目標に合わせて「増加傾向」とする。なお、健やか親子２１は平成 26 年に見直

しが予定されており、これに合わせて目標を再設定する。	 

	 

ⅳ．今後必要となる対策	 

（ⅰ）ストレス対策	 

ストレス対策としては、①ストレスに対する個人の対処能力を高めること、②個人を取

り巻く周囲のサポートを充実させること、③ストレスの少ない社会を作ること、が必要で

あるとされている。特に個人の対処能力を高めるためには、ストレスに関する正しい知識

の習得、健康的な生活習慣による心身の健康の維持、自らのストレスの状態の把握、リラッ

クスや気分転換などに柔軟に取り組む、などが重要であり、こうした情報を広く提供して

いくことが必要である。	 

	 	 

（ⅱ）こころの病気への対策	 

こころの病気への対策は、自殺予防活動がモデルとして参考になる 15)。	 自殺の一次予	 	 

防には、こころの健康を高め孤立を防ぐ地域づくり、一般住民向け、地域のキーパーソン

向けの普及啓発がある。国民の健康増進の総合的な推進という観点からは、職場や学校、

地域などを通じ、うつ病やアルコール依存症、統合失調症など、自殺と関連が強いとされ

る精神疾患に対する住民の理解を深めることが重要である。そのため、各種の連絡会議や

研修会、講演会等を通じて、偏見の是正を幅広く行うことが必要である。また、啓発を行

う際は、単なる情報発信にとどまるだけでなく、相談者や受診者にきちんと対応できるよ

うな受皿作りを同時に行うことが極めて重要である。	 
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②次世代の健康 

 

ⅰ．はじめに  
	 生涯を通じ健やかで心豊かに生活するためには、妊娠中や子どもの頃からの健康、つまり

次世代の健康が重要である。妊娠前・妊娠期の心身の健康づくりを行うとともに、子どもの

健やかな発育とより良い生活習慣を形成することで、成人期、高齢期等の生涯を通じた健康

づくりを推進していくことが出来る。また、子どもが成長し、やがて親となり、その次の世

代をはぐくむという循環においても、子どもの健やかな発育や生活習慣の形成は、その基礎

となるものでもある。 
子どもや妊婦に係る母子保健分野における取組としては、2001 年度から、関係機関・団

体が一体となって推進する国民運動計画である「健やか親子２１」1)の取組を開始しており、

その計画の中で、21 世紀における取組の方向性と目標を示しているところであるが、こう

した取組とも協同しつつ、次世代の健康を育むことが望まれる。	 

 	 
	 

	 
	 

	 

ⅱ．基本的な考え方	 

	 	 子どもの健やかな発育や生活習慣の形成の状況については、子どもの体重（全出生数中の

低出生体重児の割合、肥満傾向にある子どもの割合）や生活習慣（朝・昼・夕の３食を必ず

食べることに気をつけて食事をしている子どもの割合、食事を１人で食べる子どもの割合）、

う蝕有病状況、運動やスポーツ習慣、さらには子どもの心身の問題への対応を行う小児科医

高齢者

【子どもの健やかな発育】
○全出生数中の低出生体重児の割合の減少
○肥満傾向にある子どもの割合の減少）

【子どもの健やかな生活習慣】
○朝・昼・夕の３食を必ず食べることに気をつ
けて食事をしている子どもの割合の増加
○運動やスポーツを習慣的にしている子ども
の割合の増加

社会環境の質の向上生活の質の向上

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

学校、地域、民間団体等
社会全体の取組による
社会環境の改善

生活習慣病の予防

身体機能、社会生活機能の向上

要介護状態の予防

〈健やかな発育、生活習慣の形成〉 〈良好な社会環境の実現〉
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や児童精神科医の状況を目標として設定することで確認することができる。	 

また、子どもの健やかな発育のためには、妊娠前・妊娠期の心身の健康づくりと基本的な

生活習慣が重要であり、適正体重の維持（20 歳代女性のやせの減少）や妊娠中の喫煙や飲

酒をしないことを確認することも必要である。	 

子どもの頃からの生活習慣病対策の重要性については、日本学術会議（2008 年）も提言

しているところであるが 2）、健やかな生活習慣を幼少時から身につけ、生活習慣病予防の基

盤を固め、生涯にわたって健康な生活習慣を継続できるようにすることが重要である。	 

なお、子どもの心の問題への対応の充実は「（１）こころの健康」で、妊娠前や妊娠期の

生活習慣等については「５	 食生活等に関する生活習慣及び社会環境」の該当分野に、それ

ぞれ記載した。	 

	 	 

	 

ⅲ．現状と目標	 

（ⅰ）健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加	 

① 朝・昼・夜の三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている子どもの割合	 

	 	 食生活は、心身を育むうえで不可欠な生活習慣であり、幼少時の食習慣は成人期の食習

慣に影響を与える。20 歳以上で習慣的に欠食している者で、朝食を食べない習慣が「小

学生の頃から」又は「中学、高校生の頃から」始まったと回答した者の割合を合わせると、

男性で 32.7％、女性で 25.2％であるとの報告もある 3）。	 

	 	 （独）日本スポーツ振興センター「平成 22 年度児童生徒の食生活等実態調査報告書」

によると、「朝・昼・夕の三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている」と回答し

た小学校５年生は 89.4％であり、前回調査（平成 17 年度）84.5％から 4.9％増加してい

る。規則正しく食べる習慣は、すべての子どもが身につけるべきものであるため、目標値

は「100％に近づける」とした。	 

	 

目標項目	 朝・昼・夕の三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている子ど

もの割合増加	 

現状	 小学５年生	 89.4％（平成 22 年度）	 

目標	 100％に近づける	 	 （平成 34 年度）	 

データソース	 （独）日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活等実態調査」	 

	 

② 運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合	 

	 	 健康な運動習慣を有する子どもの割合を増やすことで、心身の健康の保持・増進や体力

の向上を図り、健康で活力に満ちた長寿社会の実現につなげることが重要である。	 

	 	 平成 24 年３月に中央教育審議会において答申された「スポーツ基本計画の策定につい

て」においても、すべての人々が幸福で豊かな生活を営むことができる社会を目指し、子

どものスポーツの機会の充実やライフステージに応じたスポーツ活動の推進等が盛り込

まれている。	 
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	 	 平成 22 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査によれば、運動やスポーツを週に３

日以上している小学校５年生の割合は、男子で 61.5％、女子 35.9％である。指標の設定

に関しては、今後さらなる検討が必要であることから、この設問並びに回答率を参考値と

した。また、目標値については、本調査が平成 20 年度からの実施であり、その推移を評

価することが困難なため、「増加傾向へ」とした。	 

	 	 

目標項目	 運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合の増加	 

現状	 （参考値）週に３日以上	 

小学５年生	 	 男子	 	 61.5％、女子	 35.9％	 	 	 （平成 22 年度）	 

目標	 増加傾向へ（平成 34 年度）	 

データソース	 文部科学省「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」	 

	 

（ⅱ）適正体重の子どもの増加	 

① 出生数中の低出生体重児の割合の減少	 

昭和 50 年代以降、わが国においては、低出生体重児の割合が増加傾向にある（図１）。

低出生体重児については、神経学的・身体的合併症の他、成人後に糖尿病や高血圧等の

生活習慣病を発症しやすいとの報告もあり 4)5)、その動向や予後について注視する必要

がある。	 

	 	 

図１	 出生数及び出生時の体重が 2500g 未満の出生割合の年次推移	 

	 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 低出生体重児増加の要因としては、医療の進歩、多胎妊娠、妊娠前の母親のやせ、低栄養、

妊娠中の体重増加抑制、喫煙等が考えられる 6)9)。予防が可能な要因の寄与度や具体的な介

入方法が明らかになっていないため、数値目標の設定は困難であり、目標を「減少傾向へ」

と設定した。	 

	 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」）	 
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目標項目	 全出生数中の低出生体重児の割合	 

現状	 9.6％	 （平成 22 年）	 

目標	 減少傾向へ（平成 26 年）	 

データソース	 厚生労働省「人口動態統計」	 

	 

②	 肥満傾向にある子どもの割合の減少	 

子どもの肥満は、将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいとの報告がある 10)-14)ことか

ら、肥満傾向のある子ども（以下「肥満傾向児」という。）について目標を設定する。	 

学校保健統計調査では、性別・年齢別・身長別標準体重をもとに肥満度を計算し、肥満度

20％以上を「肥満傾向児」、肥満度 20％以上 30％未満を「軽度肥満傾向児」、肥満度 30％以

上 50％未満を「中等度肥満傾向児」、肥満度 50％以上を「高度肥満傾向児」と区分している 15)。	 

目標値については、運動習慣及び生活習慣の確認の必要性の高い「中等度・高度肥満傾向

児」の割合について、「運動やスポーツをしている子どもの割合」の目標と同じ小学校５年

生（10 歳）を指標とすることとする。	 

数値目標については、健康日本２１の 終評価において、児童・生徒の肥満児の割合に有

意な変化はみられなかった。また、近年の中等度・高度肥満傾向児の割合も傾向が安定せず

（図２）、現時点で予測値を示すのが難しい。したがって、具体的な減少幅は設定せず、「減

少傾向へ」とする。ただし、関連指標の設定されている「健やか親子２１」の 終評価の動

向も踏まえ、目標値の再設定を検討する。	 

	 

目標項目	 肥満傾向にある子どもの割合の減少	 

現状	 小学５年生の中等度・高度肥満傾向児の割合	 

	 男子	 4.60％、女子	 3.39％	 （平成 23 年）	 

目標	 減少傾向へ	 （平成 26 年）	 

データソース	 文部科学省「学校保健統計調査」	 

	 

図２	 中等度・高度肥満傾向児の出現率の推移	 

	 

文部科学省：学校保健統計調査結果をもとに作図
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ⅳ．今後必要となる対策	 

子どもの健康な生活習慣の形成のためには、学校、家庭、地域、企業、民間団体等が連携

し社会全体で取組むことが求められる。	 

	 低出生体重児の増加については、喫煙のように予防が可能な要因については改善を進める

とともに、その他の要因についても検証することが望ましい。	 

子どもの肥満については、学校における健康診断に基づく健康管理指導や体育等の教育

の一環としての取組のほか、適切な生活習慣を身に付けるための教育を推進していくこと

が重要である。医療的な対応が必要な場合には、肥満傾向児に対し、小児科医との連携の

上で、学校関係者並びに保護者に適切な早期対応を啓発していく必要がある。また、生活

面での対応が求められる場合には、保護者の食に対する考え方や行動を把握した上で、子

どもが何をどのように食べているかを含めた総合的な食行動改善・日常生活改善のための

教育的アプローチを行うことが重要である。	 
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社会参加の機会の増加と公平性
の確保、健康のための支援（保
健・医療・福祉等サービス）への
アクセスの改善と公平性の確保、
地域の絆に依拠した健康づくり
の場の構築

○高齢者の要介護状態の予防
または先送り

○身体、心理、社会的機能の維
持・増進

○認知症、ﾛｺﾓﾃｨﾌ 症゙候群、うつ、
閉じこもり、低栄養など老年症候群
の予防

○良好な食・栄養
○身体活動・体力の増進
○社会参加・社会的紐帯を重視

＜個人の行動変容＞ ＜良好な社会環境の実現＞

社会環境の質の向上生活の質の向上

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

○高齢者の社会参加と社会貢献
の増進

③高齢者の健康 
 

ⅰ．はじめに	 

わが国は世界 長寿国であるとともに少子化が同時に進行し、人口の急激な高齢化が進ん

でいる。今後 10 年先を見据えた時に、高齢者の健康づくりの目標として、健康寿命の更な

る延伸、生活の質の向上、健康格差の縮小、さらには社会参加や社会貢献などが重要となる。	 

健康寿命の更なる延伸に向けては、健康度の高くなっている高齢者については就労や社会

参加を促進する必要があり、一方で、虚弱化を予防又は先送りすることも重要な課題となる。

いずれにしても、個々の高齢者の特性に応じて生活の質の向上が図られる必要がある。	 

	 

高齢者の健康の目標設定の考え方	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ⅱ．基本的な考え方	 

（ⅰ）介護保険サービス利用者の増加の抑制	 

現在のわが国の要介護認定者数（要支援認定者数を含む。以下同じ。）は平成 23 年 12	 

月には 525 万人となっている。（図１）この状況は介護保険発足当時の要介護認定者数 218	 	 	 	 

万人から見て介護認定者数は約 2.4 倍に増加している。	 
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	 今後は、高齢化の進展に伴い、より高い年齢層の高齢者が増加することから、介護保険	 

サービスの利用者数の増加傾向は続くと推測される。しかし、健康寿命の延伸を目指して

生活習慣を改善し、介護予防の取組を推進することにより、高齢者が要介護状態となる時

期を遅らせることができると期待される。こうした観点から、健康日本２１（第２次）に

おいては、介護保険サービス利用者の増加の抑制を図ることを指標として設定する。	 

	 

図１	 要介護及び要支援者数の推移	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（資料：厚生労働省「介護保険事業報告」）	 

	 

	 

（ⅱ）認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上	 

高齢社会の進展に伴い、認知症高齢者は確実に増加すると推定される。平成 14 年時点

で日常生活自立度 II	 以上の認知症高齢者数（65 歳以上高齢者）は 149 万人と推計され、

平成 27 年度は 250 万人、さらに平成 37 年度では 323 万人と増加の一途を示している（図２）。	 

現時点で認知症、特に我が国で主流となっているアルツハイマー型認知症自体を予防す	 

ることは不可能である。しかし、認知症とはいえないが、加齢に伴う範囲を越えた認知機

能低下がみられる「軽度認知障害（Mild	 Cognitive	 Impairment	 :MCI）」と呼ばれる状態

の高齢者（以下、「ＭＣＩ高齢者」という。）では、認知症、特にアルツハイマー型への移

行率が正常高齢者と比較して著しく高いことが分かっている。このＭＣＩ高齢者に対して

運動や趣味に関する様々な介入を行うことによって認知症発症の時期を遅らせたり、認知

機能低下を抑制したりできることが明らかになっている 4)-9）。	 

健康日本２１（第２次）では、介護予防事業においてスクリーニングとして用いられて

いる「基本チェックリスト」で、認知症関連３項目のうち１項目以上に該当した者（以下、

「認知機能低下ハイリスク高齢者」という。）の発見率を指標とし、この発見率の向上を

目指すこととする。	 

	 

	 

	 

図２	 65 歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく	 
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認知症高齢者数の推移（括弧内は 65 歳以上人口対比）	 

	 

	 

（ⅲ）ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している国民の割合の増加	 

	 歩行速度が速い高齢者ほど生活機能を維持しやすく余命も長いことが知られており、歩

行速度は要介護状態に対する予知因子ともいえる機能である 1)-3）。高齢者における歩行速

度は、65 歳以降、緩やかで直線的な低下を示し、ある閾値に達する頃（女性 75 歳以降、

男性 80 歳以降）には日常生活に不自由が生じ始める。総合的な歩行機能の維持向上のた

めには、高齢者における運動器の健康維持が極めて重要である。	 

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）は、運動器の障害のために自立度が低下し、

介護が必要となる危険性の高い状態と定義される 18)19）。ロコモティブシンドロームの予防

の重要性が認知されれば、個々人の行動変容が期待でき、国民全体として運動器の健康が

保たれ、介護が必要となる国民の割合を減少させることが期待できる。その端緒として、

まずロコモティブシンドロームという言葉・概念の認知度を高める必要があることから、

健康日本２１（第２次）において指標として設定する。	 

	 

（ⅳ）低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制	 

	 高齢期の適切な栄養は、生活の質のみならず、身体機能を維持し生活機能の自立を確保

する上でも極めて重要である。我が国の高齢者においては、やせ・低栄養が、要介護及

び総死亡に対する独立したリスク要因として重要である。したがって、高齢者の低栄養

状態を予防あるいは改善し、適切な栄養状態を確保することができれば、健康余命の延

伸が期待できる。そこで、高齢者の健康づくりの指標として「低栄養傾向の高齢者の割

合の増加の抑制」を設定することとする。	 

	 具体的な指標の選択に際しては、一次予防を重視する観点から、介護予防の地域支援

事業で着目している「やせあるいは低栄養状態にある高齢者」ではなく、より緩やかな
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（資料：厚生労働省「高齢者介護研究会報告書」）	 
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基準を用いて「低栄養傾向にある高齢者」の割合を減少させることを重視する。その際、

「低栄養傾向」の基準は、要介護や総死亡リスクが統計学的に有意に高くなるポイント

として示されている BMI	 20 以下が有用と考えられ 20)-25)、これを指標として設定する。	 

	 

(ⅴ)	 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少（千人当たり）	 

	 平成 22 年国民生活基礎調査によると、「腰痛」と「手足の関節の痛み」の 65 歳以上の

高齢者における有訴者率は男性で千人当たり168.3人と96.8人、女性で210.6人と159.9

人で、高齢者では男女とも上位３位以内にある。また、高齢者の腰痛症通院者率も男性

1000 人当たり 101.0 人、女性 138.5 人と、男女とも上位４位に当たり、多くの高齢者が

実際に運動器に問題を抱えている(図３)	 28）。	 

高齢者の腰や手足の痛みは、変形性関節症や骨粗鬆症による脊椎圧迫骨折によって生じ

ることが多い。生活の質に影響するだけでなく、姿勢不安定、転倒、歩行困難などと密接

な関係があることが複数の疫学研究で示唆されており 26)27）、外出や身体活動を阻害する。

これらの改善により、外出や社会参加が促進され、高齢者の自立を保つ上でも重要な要素

であることから、足腰に痛みのある高齢者の割合を指標として設定する。	 

国民（６５歳以上高齢者）の有訴者率・通院者率ベスト５
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(ⅵ)	 就業または何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加	 

図３	 65 歳以上高齢者の男女別に見た有訴者率・通院者率（複数回答可） 

（資料：厚生労働省「平成 22 年国民生活基礎調査」） 
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	 研究により、高齢期における仕事（就業）、ボランティア活動、趣味・稽古事などの社

会参加・社会貢献活動は、将来のＡＤＬ障害のリスクを減少させることが研究で報告さ

れている 13)-15)。また、社会参加は、心理的健康にとって好影響をもたらすほか、外出の

機会の増加にもつながり、身体活動や食欲の増進効果もある 16)17)。	 

健康日本２１において、何らかの地域活動をする 60 歳以上の者の割合を増やすことが

目指され、目標値（男性 58％以上、女性 50％以上）が達成された。そこで、健康日本２

１（第２次）においては、就業の要素を加え、「就業または何らかの地域活動をする高齢

者の割合を増やすこと」を指標として設定する。	 

	 

	 

ⅲ．	 現状と目標	 
（ⅰ）介護保険サービス利用者の増加の抑制  

目標項目	 介護保険サービス利用者の増加の抑制	 

現状	 452 万人	 （平成 24 年度）	 

目標	 657 万人	 （平成 37 年度）	 

データソース	 厚生労働省「介護保険事業報告」	 

	 	 	 

介護保険サービスの利用者数は、平成 12 年度で 184 万人だったものが、平成 21 年度

時点では 393 万人となっている。一方、「社会保障・税一体改革」における重点化・効

率化項目の中で、介護保険サービスの利用者数は平成 24 年度時点で 452 万人であると

推計されているところ、介護予防や重度化予防の取組など、介護保険サービスの利用者

数の増加幅を抑制する取組を行い、平成 37 年度時点では 657 万人とすることが目標と

して示されている。これを踏まえ、社会保障・税一体改革において示されたこの数字を

目標とする。	 

	 

（ⅱ）認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上	 

目標項目	 認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上	 

現状	 0.9％	 （平成 21 年）	 

目標	 10％	 （平成 34 年）	 

データソース	 厚生労働省「介護予防事業報告」	 

（基本チェックリスト；認知症関連３項目のうち１項目該当）	 

	 

認知機能低下ハイリスク高齢者は、実態として全高齢者の 10.8％～23.4％でみられ

ると推計されているが、このうち実際に介護予防事業で認知機能低下ハイリスク高齢者

として把握されているのは平成 21 年度で 0.9％にとどまる。こうした現状を踏まえ、基

本チェックリストの実施率を向上させることにより、認知機能低下ハイリスク高齢者の

把握率が実態を反映して 10％となるよう目標を設定する。	 

（ⅲ）ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している国民の割合の増加	 
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目標項目	 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している国民の

割合の増加	 

現状	 （参考値）17.3％	 （平成 24 年）	 

目標	 80％	 	 （平成 34 年度）	 

データソース	 日本整形外科学会によるインターネット調査	 
※インターネット調査で「言葉も意味もよく知っていた」、「言葉も
知っていたし、意味も大体知っていた」、「言葉は知っていたが、意
味はあまり知らなかった」又は「言葉は聞いたことがあるが、意味
は知らなかった」と回答した者の割合	 

	 

ロコモティブシンドロームの認知度の向上を目指すにあたり、メタボリックシンド

ロームの事例が参考となる。健康日本２１においては、メタボリックシンドロームを認
知している国民の割合を 80％とすることを目標とし啓発に取り組んだところ、メタボ

リックシンドロームの認知度は著しく高まり、平成 21 年の調査では 92.7％となった。そ
こで、ロコモティブシンドロームの目標値については、メタボリックシンドロームに準

じて 80％とする。	 

	 

（ⅳ）低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合の増加の抑制	 

目標項目	 低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合の増加の抑制	 

現状	 17.4％	 	 （平成 22 年）	 

目標	 22％	 （平成 34 年度）	 

データソース	 厚生労働省「国民健康・栄養調査」	 

	 

	 BMI	 20 以下の者の割合は、疾病や老化などの影響を受けて 65 歳以降も年齢が上がる
につれ増加する（図５）。今後、高齢者人口のうち 75 歳以上高齢者の占める割合が増加

することから、現在（平成 21 年）の出現率がその後一定と仮定しても、平成 35 年には
BMI	 20 以下の者の割合は 22.2％に達すると推計される。そこで、自然増により見込ま

れる割合(22.2％)を上回らないことを目指し、目標は 22％とする。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

(ⅴ)	 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少（千人当たり）	 
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図５ ＢＭＩ 20 以下の者の割合の年次推移（65 歳以上、年齢階級別） 
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現状については、国民生活基礎調査より、男性では腰痛（168.3 人）と手足の関節の痛

み（96.8 人）とを加えると千人当たり 265.1 人であり、両方に該当する 47.1 人を除くと

218 人となり、女性では腰痛（210.6 人）と手足の関節の痛み（159.9 人）とを加えると千

人当たり 370.5 人であり、両方に該当する 79.8 人を除くと 290.7 人であることから設定

した。	 

今後も高齢化が一段と進行し、高齢者、特に 75 歳以上の高齢者が急増すること等から、

足腰の痛みのある高齢者の割合の自然増は避けられないが、実現可能性も考慮し、足腰に

痛みのある有訴者率を男女ともに現状よりも約１割減らすことを目指して目標値（男性

200 人、女性 260 人）を設定する。	 

	 	 	 	 

	 	 (ⅵ)	 高齢者の社会参加の促進（就業又は何らかの地域活動をしている高齢者の

割合の	 

増加）	 

目標項目	 高齢者の社会参加の促進（就業または何らかの地域活動をしている

高齢者の割合の増加）	 

現状	 （参考値）何らかの地域活動をしている高齢者の割合	 

	 男性	 64.0％、女性	 55.1％	 （平成 20 年）	 

目標	 80％	 （平成 34 年）	 

データソース	 内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」	 

	 

健康日本２１において、「何らかの地域活動を実施している 60 歳以上の者の増加」を指

標として掲げたところ、平成 10 年（男性 48.3％、女性 39.7％）と比べて平成 20 年（男

性 64.0％、女性 55.1％）で約 15％増加し、今後も増加傾向が期待される。また、少子高

齢化を背景として、高齢者の労働力への期待が高まっていることから、今後も就業率増加

傾向が期待される。これらを踏まえ、合わせて約 20％の伸びを期待して 80％を目標とす

る。	 

	 

	 

ⅵ．	 今後必要となる対策	 

高齢者の健康の中で、特に①介護保険サービス利用者の増加の抑制、及び②認知機能低下

ハイリスク高齢者の発見率の向上に関しては、現行の介護予防事業における二次予防事業対

象者（要介護状態・要支援状態にはないが、そのおそれがあると考えられる 65 歳以上の者）

の早期発見・早期対策の一層の普及・推進が必要である。	 

目標項目	 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少（千人当たり）	 

現状	 男性 218 人、女性 291 人	 	 （平成 22 年）	 

目標	 男性 200 人、女性 260 人	 （平成 34 年度）	 

データソース	 厚生労働省「国民生活基礎調査」	 
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また、痛みの発生に関しては、身体活動・運動不足や体力低下などの生活習慣が関係して

いることはあまり知られていない。ロコモティブシンドロームの普及啓発などを通して、運

動器の痛みに対する正しい知識を提供していくことが必要である。	 

今後必要となる低栄養対策としては、まず、高齢期に不足しがちなタンパク質や脂質は十

分に摂り、多様な食品摂取に留意すること、また、体はよく動かして筋肉や骨を強くすると

いった、高齢期の正しい食のあり方を普及することが重要である。一方で、一人暮らしで、

移動が困難なために食へのアクセサビリティが制限されたり調理が億劫になったりして、多

様な食品を摂取することが困難な高齢者が増えている。自治体、ボランティア・NPO 団体、

民間事業者などが高齢者の食環境を支援することを推進する必要がある。	 

就業または何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加に関しては、まず、その推移

を把握できる調査体制を整える必要がある。また、高齢者のプロダクティビティ（活力）を

生かす社会環境の整備が急務である。若年者雇用を奪わない形での高齢者就労の促進とその

分野の創出、退職した会社員が地域社会に溶け込みさらに定着できるような配慮、社会参加

の場として使用できる施設の拡充（不要となった公共施設の再利用等）、ＮＰＯなどと協働

した多様な社会参加・社会貢献プログラムの開発等が望まれる。	 
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