
～自ら取り組む健康づくり 支えあう心でのばそう健康寿命～

からだの健康 食の健康

●朝・昼・夕 毎日きちんと３度の食事

●食育で見直そう 主食・主菜・副菜の
そろった日本型食生活へ

●いろんな野菜をたっぷり食べよう
１日５皿を目標に

●塩分半減 素材の味を楽しもう

●上手に使おう 食の健康協力店

生活習慣病予防等の健康づくり

●毎日歩こう 背筋を伸ばして
今のあなたに もう1,000歩

●毎日10分ストレッチ
からだにうるおい こころにゆとりを

●通勤・通学・家事などで
ちょっとした工夫の運動を

●週に２回は 楽しく運動・スポーツを

健康チェック

●毎日セルフチェック 活かそう健診機会とアドバイス

●太りすぎ・やせすぎに要注意 適正体重を維持しよう

健康危機における健康確保対策

●受けようよ 年に一度は
歯の健康チェックと大掃除

●口から始まる健康づくり
噛めば噛むほど元気なからだ

●食後や寝る前の歯みがきに
歯間清掃も習慣に

●睡眠で保とう こころの健康

●ストレスチェックで
こころの不調に早めの気づき

●悩みや不安があるときは
まずは誰かに相談を

●災害への心構え 食の備えは３日分 防災袋も準備して

●正しい手洗い・上手な保存・加熱調理で食中毒予防

●感染症予防 手洗い・うがい・咳エチケット 予防接種も忘れずに

兵庫県マスコット はばタン

たばこ対策

●みんなの健康 いたわる心で
たばこゼロ

●吸わないことがカッコいい
大切にしよう 自分のからだ

アルコール対策

●体質やお酒の害を知っておく
危険な飲酒をさけるため

●アルコール 飲めない人にはすすめない
飲める人も飲みすぎない

歯及び口腔の健康づくり こころの健康づくり
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●毎日セルフチェック 活かそう健診機会とアドバイス

●太りすぎ・やせすぎに要注意 適正体重を維持しよう

生活習慣病予防等の健康づくり -健康チェック-

生活習慣病を予防するため、体重や血圧測定、食欲、排便状態等、毎日のセルフチェックとあわせて定期的に
健診を受け、専門家によるアドバイスを受けましょう。

自分の適正体重を知り、維持するための生活習慣を実践しましょう。

○記録をつけて、毎日の振り返りと明日の励みに！
・ 体調や体重・血圧等の記録と、食事や運動等、自分なりの行動目標を

記録してみましょう。

・ 兵庫県のホームページから生活習慣記録表がダウンロードできます。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw13/hw13_000000060.html

【あなたの適正体重】
医学的に最も病気のリスクが少ない「ＢＭＩ＝２２」を「適正体重」としています。

〔計算方法〕
□ＢＭＩ ＝ 体重（㎏）÷ 身長（ｍ）÷ 身長（ｍ）
□適正体重 ＝ 身長（ｍ）× 身長（ｍ）×２２

例えば、身長１７０cm、体重６０㎏の場合は・・
・ＢＭＩは、６０（㎏）÷１．７（ｍ）÷１．７（ｍ）＝ ２０．８

「普通体重」です。
・適正体重は、１．７（ｍ）×１．７（ｍ）×２２＝ ６３．６㎏ （日本肥満学会）

〔体重を測定するときには〕

【家庭で血圧測定をするときには】

○静かな場所で測定しましょう。
・落ち着いた場所で、テレビやラジオも消して、おしゃべりしないで、測定しましょう。

○食事・運動・入浴・飲酒・喫煙してから３０分以内の測定は避けましょう。
・いすに座って、１～２分たってから測定しましょう。
・服の袖がきつくならないように注意し、カフ（※）の位置は心臓と同じ高さにしましょう。

○治療中の方は、主治医に相談・報告しましょう。

兵庫県 特定健診・特定保健指導を受けましょう 検索

B M I
18.5 未満

18.5～25未満

25以上 肥 満

BMI に基づく肥満の判定基準

判 定

低体重（やせ）

普通体重

クリック

※

①できるだけ同じ時間帯に測定しましょう。
・食事や飲み物を飲む前後等、測るタイミングで約１㎏の差が出ます。
・朝起きてトイレに行った後やお風呂に入る前等、時間帯を決めましょう。

②体重の変化は、１週間、１か月単位でとらえましょう。
・休日と平日で食事量や運動量が違ったり、減量時には停滞期と呼ばれる

体重が減らない時期があります。１週間、１か月単位で変化をみていくことが大事です。
③服装の影響も考慮しましょう。

・Tシャツ・短パンとジーンズやトレーナーでは誤差が出ますので、注意しましょう。

血圧は、気温や姿勢、食事や会話、運動、トイレでりきむ、イライラする、
緊張する等、様々なことで変化します。



○健診を受けましょう！

健康づくりのためには、まず自分の健康の確認が大切です。

・日ごろの生活習慣の成果を確認しましょう。
食事や運動など日ごろの生活習慣の成果を血液検査等で確認ができます。

・早期発見・早期治療のために各種健診を受けましょう。
病気の早期発見・早期治療のため、健診結果を確認し、必要な精密検査や

治療を受けましょう。

～２３週：４週間に１回
２４週～３５週：２週間に１回
３６週～分娩 ：毎週１回

○毎日のチェック、健診も受けて、
身近な専門家のアドバイスを
上手に活用しましょう。

〔注意〕
・気になることがあるときは、健診を

待たずに、受診しましょう！

・かかりつけ医をもちましょう。

妊娠中（妊婦健診） 乳幼児期（乳幼児健診）

２０歳以上の女性

学校健診、職場健診は必ず受けましょう！

４０歳以上の方へ

子宮がん検診（２０歳～）
乳がん検診（４０歳～）は、
２年に１回は必ず受けま
しょう。

○年に１回は、胃がん、肺がん、大腸
がん検診を受けましょう。

○肝炎ウイルス検査は、生涯に１回は
受けましょう。

・特定健診（※）は、年１回
受けましょう。

・特定保健指導は、対象と
なった方に案内が届き
ます。

※一般に”メタボ健診”と
いわれています。

骨粗鬆症検診で
骨密度をチェック！

ライフステージと一般的な健診

０歳～５歳までの各時期

妊婦健診や乳幼児健診等、年齢や状況に応じて必要な健診があります。
必要な健診は必ず受けましょう！



● 毎日10分ストレッチ からだにうるおい こころにゆとりを

● 毎日歩こう 背筋を伸ばして 今のあなたに もう1,000歩

＋１０分（「もう1,000歩」）を目標に！

運動不足を感じられている方は、今より
あと１０分（１，０００歩）歩くことを目標に！

【兵庫県の歩数目標】

生活習慣病予防等の健康づくり -からだの健康-
ふだんから元気にからだを動かすことで、糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、ロコモ（※） 、うつ、認知症等に

なるリスクを下げることができます。例えば、今より10分多く、毎日からだを動かしてみませんか。

※ ロコモ＝「ロコモティブシンドローム」とは、骨や関節の病気、筋力の低下、バランス能力の低下によって転倒・
骨折しやすくなることで、自立した生活ができなくなり介護が必要となる危険性が高い状態を指しています。

ストレッチでしなやかな身体を！

・ ストレッチは、筋肉をリラックスさせる
ことでからだの歪み、ロコモティブシン
ドロームの予防、改善にも効果があり
ます。

・毎日のストレッチは、「こころにゆとり」
もあたえます。

運動やストレス等で、身体に緊張と疲労が蓄積することがあります。
一日１０分ストレッチを行うで、からだのゆがみを調整し、ロコモティブシンドロームや腰痛、肩こり、

ひざ関節痛の予防、改善効果が望めます。また、こころをリラックスさせましょう。

歩く時間を

+１０分
プラス･テン

ストレッチを

+１０分
プラス・テン

今より少し、積極的にからだを動かす
”＋１０分（プラス・テン）”で、健康寿命をのばしましょう。

または

ゆっくり、息を止めずに無理をせず行いましょう。

通勤や買い物などで、背筋を伸ばして「歩く」ことを
意識してみましょう。

提案２
１０分間
ストレッチ
をする。

提案１
いつもより
１０分多く
歩く。 または

提案３
生活の中
で一工夫。

区 分 現 状 →

男 性 ７，９６４歩 →

女 性 ７，０６３歩 →

Ｈ２９年度目標

９，０００歩以上

８，１００歩以上



● 週に２回は 楽しく運動・スポーツを

● 通勤・通学・家事などで ちょっとした工夫の運動を

・運動・スポーツすることを習慣にすることが大切です。
週に２回は、ウォーキングをしたり、服と靴をはき替え、
ジョギング、水泳、サイクリングなどの運動・スポーツ
を楽しみましょう。

【参考】兵庫県の継続して運動をしている人の割合

毎日の生活の中で
「○○ながらの工夫」を！

・運動の時間を取れない方は、無理
のない範囲で階段を利用する、掃
除や洗濯を活動的に行う等、意識
してからだを動かしましょう。

・毎日の積み重ねが、大きな効果を
もたらします。

体力（全身持久力や筋力）をつけるためには、早歩き程度であれば１回３０分以上、週２回以上行うことが
必要です。

一人ひとりの健康や状態にあわせ、運動・スポーツを続ける習慣をつけましょう。

運動不足を感じながらも、日ごろ時間がないからといってなにもせずにいませんか。日常生活に取り入れる
運動は、とにかくからだを動かすことです。毎日の生活の中で一工夫してみましょう。

※ この行動指標では一般的に解りやすく表現するため「 ちょっとした工夫の運動を 」としていますが、正し
くは「 ちょっとした工夫の生活活動を 」、毎日の生活の中で、元気にからだを動かそう！との意味です。

生活のなかで工夫を

＋１０分
プラス・テン

週に 2回
1回30分以上
の運動・スポー

ツの習慣化

運動・スポーツ
への取り組み

ふだんと違う運動やスポーツをするときは、特に注意しましょう！

・ 病気や痛みのある場合は、かかりつけ医等に相談をしましょう。
※ 急な血圧の変動に注意しましょう。

・ 体調が悪いときには無理をしないようにしましょう。

・ 足にあった靴及び運動に適した服装で行いましょう。

・ 準備運動、整理運動を行いましょう。

・ こまめに「水分の補給」と「休憩」をしましょう。

安全のために

運動する前・中・後、こまめに
水分補給をしましょう。

ふだんの家事を
１０分長くする。

現 状 →

５９．４％ →

２７．２％ →

Ｈ３３年度目標

４０．０％

７５．０％

区 分

週１回以上

週３回以上

階段を利用す
る。



●朝・昼・夕 毎日きちんと３度の食事

●食育で見直そう 主食・主菜・副菜のそろった日本型食生活へ

生活習慣病予防等の健康づくり-食の健康-

健康的な食生活を送るためには、生活リズムを整えて、栄養バランスのとれた食事をおいしく楽しく
食べることが大切です。食育を通じて自分自身の食生活を見直し、「日本型食生活」で、元気で健康な
毎日を過ごしましょう！

私たちのからだは固有のリズムを持っており、不規則な食生活を続けていると体調も崩れやすくな
ります。朝・昼・夕の食事を中心に、自分のライフスタイルに合った生活リズムを作りましょう。

◇朝ごはんを食べていない人は…
果物や牛乳・乳製品など、食べやすいものから始めましょう。
◇ごはんやパンしか食べていない人は…
野菜サラダやおひたし、果物など、いつもの朝ごはんにもう１品プラスして、バラ
ンスアップを目指しましょう。

1日のスタートは、朝ごはんから！

朝ごはんを食べない
と、エネルギー不足
になり、集中力がなく
なります。

間食や夜食は、食
べる量や時間、種
類などに気を付け
ましょう。

◇食事を作る時や選ぶ時には、主食・主菜・
副菜をバランスよく組み合わせましょう。

主食：ごはん、パン、めん
主菜：大豆・大豆製品、魚、肉、卵
副菜：野菜、きのこ、いも、海藻

◇食べる量は「主食＞副菜＞主菜」を心がけ、
食べすぎ、少なすぎに注意しましょう。

◇加工食品やそう菜も上手に活用しましょう。
主食・主菜・副菜を意識して組み合わせる
と、バランスがよくなります。

＜食育活動＞
兵庫県では、食に関する理解や実践力を培い、食を通じた人

間形成を育むなど、生涯にわたる健全な食生活を実践するた
めの様々な活動が、各地域で行われています。

～毎月19日は「食育の日」・10月は「ひょうご食育月間」～

主食

副菜

主菜

果物牛乳
乳製品

運動
水・お茶



●いろんな野菜をたっぷり食べよう １日５皿を目標に

●塩分半減 素材の味を楽しもう

●上手に使おう 食の健康協力店

イラスト：（社）日本栄養士会監修、武見ゆかり・吉池信男編「食事バランスガイド」を活用した栄養教育・食育実践マニュアル、第一出版、2007

「食の健康協力店」はあなたの食生活を応援します！

兵庫県では、健康メニューの提供や栄養成分の表示などに取り組んでいる飲食店や、中食（お弁
当やそう菜など）の販売店を「食の健康協力店」として登録しています。

◇減塩のポイント
・昆布やかつおぶし、煮干しなどで取った天然だしを利用しましょう。
・レモンなどのかんきつ類や酢の酸味、こしょうやカレー粉などの香辛料を
活用して、味に変化をつけましょう。
・ラーメンやうどんなどの汁は残すようにしましょう。

野菜には、ビタミンやミネラル、食物繊維が含まれています。１日５皿（＝350ｇ）を目標に、いろんな
野菜をいろんな調理法で食べましょう。また、１日１回は果物を積極的に摂りましょう。

１皿
70ｇ ＝ ＝ ＝＝

２皿
140ｇ ＝

ほうれんそう
のおひたし

具だくさんの
みそ汁

野菜サラダ 野菜の煮しめ
キャベツの
炒め物

野菜は、煮たり蒸したりする
とかさが減ります。おひたしや
煮物にすると、生野菜に比
べ、１回にたくさんの量を食べ
ることができます。

いろんな野菜を食べましょう！

野菜には、淡い緑や濃い緑、黄や赤な
ど、様々な「色」のものがあり、含まれて
いる栄養素が異なります。「いろんな」野
菜を、バランスよく食べましょう。

栄養成分表示を活用しましょう！

お弁当やそう菜、加工食品は、濃いめの味付けになっていますので、購入す
る時は栄養成分表示を見て、食塩量の少ないもの選ぶようにしましょう。

食塩の摂りすぎは、高血圧や胃がんの原因にもなります。新鮮な食材を利用して、素材の味を楽し
みながら、減塩に取り組んでみましょう。

★県民の皆さんも、外食や中食を利用する時には、「食の健康協力店」を上手に
活用して、健康的な食生活を送りましょう！

目標
１日８ｇ

★計算してみましょう！ 食塩相当量（ｇ）＝ナトリウム（mg）×2.54÷1000

「食の健康協力店」では、県民の皆さんの健康づくりを応援するた
め、下記のような取組をできることから進めています。

主食の量
を調節で
きます。

主食・主菜・
副菜がそろっ
たメニューが
あります。

野菜たっぷ
りメニューが
あります。

詳しくはこちらを
ご覧ください。



○未成年者をたばこの害から守りましょう ＊吸い始める年齢が早いほど、たばこの害は大きい

【医療機関を探す場合】
「病院・診療所・歯科診療所を探す」＞「医療機能で探す」＞
「医療機能を選択」＞「精神科・神経科領域」＞「禁煙指導」で検索

【薬局を探す場合】
「薬局を探す」＞「薬局機能で探す」＞「市区町を選択」＞「禁煙相談対応窓口」で検索

○お近くの禁煙サポート・相談窓口の探し方

●吸わないことがカッコいい 大切にしよう 自分のからだ

●みんなの健康 いたわる心で たばこゼロ

青少年期に喫煙を開始すると、成人後に喫煙を開始した場合に比べて、がんや循環器疾患にかかる
可能性が高いことが分かっています。また、吸い始める年齢が若いほどニコチンへの依存度が高い人が
多くなるという報告があります。

「平成１０年度喫煙と健康問題に関する実態調査」（厚生労働省「たばこと健康に関する情報ページ」より）

○未成年者をたばこの害から守りましょう！

禁 煙
サポート

生活習慣病予防等の健康づくり -たばこ対策-
たばこの煙には多くの有害物質が含まれ、本人はもちろんのこと、周りの人に様々な病気を引き

起こします。

●禁煙支援●上手に利用しましょう！

保険診療でニコチンパッチ等を使用する場合は、
医師の処方せんが必要になります。まずは、近く
の医療機関や薬局で相談してみましょう。

●こころへの影響●
・好奇心で吸った1本から、たばこを吸い

始め、やめられなくなった人が少なくあ
りません。（ニコチン依存症）

・未成年者は、大人より早く、ニコチン依
存症になりやすいことがわかっていま
す。

●からだへの影響●
・がんや心臓病になるリスクが高くなる。
・運動能力が低下する。
・記憶力や学習能力が低下する。
・においや味を感じにくくなる。
・歯が黄色くなり、口がくさくなる。
・咳やたんが出やすくなる。
・しわやしみができやすくなる。

「タバコをやめよう」石井正敏、砂書房、２０００年より

たばこを吸い始めるきっかけ！
・友だちからすすめられたから
・家族が吸っていたから
・興味があったから・・

身近な大人が、まずは禁煙すること、たばこの
害について知ることが大切です。

「兵庫県医療機関情報システム」から県内の医療機関、薬局が検索できます。

【ニコチンパッチ】 【ニコチンガム】 【経口禁煙治療薬】

たばこの影響

たばこを吸う人吸わない人

兵庫県医療機関情報
クリック

○しようと思った時が、禁煙スタート！
・禁煙治療を受けられる医療機関や相談できる薬
局があります。もし、禁煙に失敗しても、やめよう
と思った時から再スタートすることが大切です。

○妊婦と未成年者は特に高リスク！
・妊婦は、早産、流産、低出生体重児の出生が

起こりやすくなります。
・未成年者は、健康上の悪影響を受けやすく、

ニコチン依存症になる危険性も高くなります。

検索

たばこの影響

たばこを吸う人吸わない人



○たばこの煙に含まれる有害物質

【三大有害物質】

○受動喫煙防止の輪を広げましょう

【たばこを吸い始めた年齢と肺がん死亡率比（男性）】
5.7倍
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死
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率
比

※吸わない人を
１とした場合

○受動喫煙とは…
他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。

○受動喫煙の危険性
たばこの煙には、ニコチンなど、多くの有害物

質が含まれていますが、喫煙者がフィルターを通
して直接吸い込む「主流煙」よりも、火のついた部
分から立ちのぼる「副流煙」の方が、有害物質の
含まれる量がはるかに多いため、周囲の人の健
康にまで悪影響を及ぼします。

（ホームページ「厚生労働省の最新たばこ情報」より）

0 1 2 3 4 5

アンモニア

一酸化炭素

ニコチン

タール
3.4倍

2.8倍

4.7倍

46倍

※主流煙を
１とした場合

副流煙 主流煙

【主流煙と副流煙に含まれる有害物質】

分 煙
SMOKING PERMITTED IN

DESIGNATED AREAS ONLY
分区禁烟／分區禁煙
흡연 구역 분리

施設の一部に喫煙可能区域を設けています

受動喫煙防止に
御協力ください

兵庫県

○県民の皆様へ

・喫煙することができないとされている区域では、

たばこを吸うことができません。

・未成年者を受動喫煙から守ってください。

・未成年者を喫煙室等に立ち入らせないように

してください。

受動喫煙防止ステッカー

《タール》
・数十種類の発がん物質

が含まれています。
・様々ながんの原因にな

ります。

《一酸化炭素》
・ 息切れ、運動能力の低

下を起こしやすくします。
・ 血管を傷つけ、心臓や

脳の血管がつまる原因
になります。

《ニコチン》
・ 血管を収縮させ、血液の

流れを悪くします。
・ 麻薬と同じく依存性があ

り、たばこがやめられな
くなります。

たばこの煙には、分かっているだけで２００種類以上の有害物質が入っており、がんだけでなく、心筋梗
塞や脳梗塞、喘息、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）等、様々な病気を引き起こすことが明らかになっていま
す。

兵庫県では、「受動喫煙の防止等に関する条例」を平成24年３月に制定 し、公共の施設、店舗などでの
受動喫煙を防止するためのルールを定めています。 受動喫煙防止区域では、たばこを吸わないようご協
力をお願いします。

《条例に関する情報はこちらから》

（ホームページ「厚生労働省：たばこと健康に関する情報ページ」より）

兵庫県受動喫煙
クリック

検索検索



●体質やお酒の害を知っておく 危険な飲酒をさけるため

生活習慣病予防等の健康づくり -アルコール対策-

○飲酒と事故
・アルコールは、身体運動機能や判断力、理性を低下させます。
・飲酒運転・酩酊歩行による交通事故、転倒・転落、入浴や川・海での溺水、屋外で眠り込ん

で凍死、嘔吐物によるちっ息等、飲酒・酩酊による危険がいっぱい！
・薬を飲む前、飲んだ後のアルコールは思わぬ作用が起こるので厳禁です！

アルコールの分解速度は、体質、性、年齢によって違います。危険な飲酒（飲酒時の入浴・運動、
一気飲み）はやめましょう。長期に渡る過度な飲酒は、肝臓やすい臓など臓器の疾患や、高血圧、
虚血性心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病の原因となります。また、強いお酒を飲んだり、飲み
すぎると食道炎や急性の胃炎、急性アルコール中毒等にかかることがあります。

○アルコールの分解速度による ３つの体質
アルコールパッチテストで簡単に体質がわかります。飲酒経験がなくても、事前に自分のアル

コールに関する体質を知って、それぞれ危険な飲酒の回避・予防をしましょう。

直 後 10分後

4%
少量でも直接
死亡の危険大

危険性は低い

日本人
の場合

40%

●アルコール依存
症の発症

急性アルコー
ル中毒

強陽性

赤くなる 赤くなる

変化しない

健康への影響

陰 性

変化しない

陽 性

変化しない

パッチテス
ト判定

皮膚の色の変化
慢性・長期の危険

判 定

赤くなる

●飲酒によるストレ
ス状態の悪循環

●臓器障害や生活
習慣病の発症や増
悪

分解速度をこ
えて大量に飲
むと危険

56%

○アルコールの分解速度

体重約６０㎏の人が
日本酒 １合の飲酒を
した場合

約３時間

約４時間半

○お酒の害は全身に
高血圧、消化管のがん（口腔・咽頭・喉頭・

食道・肝臓・大腸）、乳がん、アルコール依存
症とうつ病の合併、睡眠障害（寝酒は逆効果）、
貧血等

○妊産婦は絶対に飲まないで！
・アルコールは、胎盤を通って胎児へ、母乳を

通じて赤ちゃんまで届きます。
・胎児の発育の遅れや出産後の発達障害の

おそれがあります。

○未成年者の飲酒は危険！
脳の神経細胞の破壊、睾丸萎縮、精子減少、

インポテンツ、月経不順、アルコールの分解速
度が遅い、アルコール依存症に、大人よりもずっ
となりやすいので、絶対に飲まないで！

（国立療養所久里浜病院樋口進氏研究(1996)を参考）



●アルコール 飲めない人にはすすめない 飲める人も飲みすぎない

○飲酒量に注意しましょう。
男性（アルコール分解速度が普通の場合）

・ 飲酒は１日１単位まで
・ １日２単位⇒生活習慣病のリスク
・ １日３単位⇒危険がいっぱい

〔1単位の目安〕

・日本酒約 １合
・ビール５００ml
・ウイスキーダブル１杯
・ワイン２杯弱（２２０ml)

○女性は、男性の半分程度の飲酒量にしましょう。
・女性の方がアルコール分解速度が遅く、肝硬変などの臓器障害を起こしやすい。
・月経前期にはアルコール分解能力が低下します。
・不妊や流産の危険性が高まります。
・男性の半分の量、半分の期間でアルコール依存症になってしまいます。

○高齢者も飲酒量を少なめに設定しましょう。
・加齢に伴い、肝臓の重量が減量し、これに伴ってアルコールの分解能力が低下します。
・高齢者では、体内水分量が低下し、飲酒した場合には若いときに比べて、より少量の飲酒で
血中アルコール濃度が上昇します。

○練習すれば、お酒に強くなる？飲めるようになる？
・アルコールパッチテストが「強陽性」の人は練習しても飲めません。
・飲酒を続けると「お酒に強くなる」のは、脳の感受性が下がるからです。習慣的に飲酒して
いると、同じ量では十分に酔えないので、同じ効果（酔う感覚）を求めて、飲酒量が増えてし
まいます。

○親や周囲の大人が未成年者に飲酒を勧めない！
・未成年者の飲酒場面では、「 冠婚葬祭 」や「 家族が食事の時に飲酒するとき 」がそれぞ
れ、約５割（※）です。
・初めてお酒を飲んだきっかけは、「 好奇心 」が46.9％、 「 親やその他家族のすすめ 」が

30.3％（※）でした。 ※平成23年度中学校・高校生の健康づくり実態調査より

○賢いお酒とのつきあいを。
・飲めない人、飲まない人への配慮を忘れないようにしましょう。
・一気飲みすると、飲むのを止めた後でも、胃に入ったアルコールが吸収され、血中アルコー
ル濃度が上がって昏睡になることもあるので要注意！

・ストレス解消は、お酒以外の方法で。
・ 「飲酒量を減らした方がいいのでは」と感じたら、まず、専門家に相談しましょう。

または または または

（日本酒約1合） （ビール500ｍｌ） （ウィスキーダブル１杯） （ワイン２杯弱）



<出典：8020推進財団・全国抜歯原因調査2005>

●受けようよ 年に一度は 歯の健康チェックと大掃除

歯及び口腔の健康づくり

○歯を失わないために・・・

・むし歯や歯周病は、初期の段階

歯と口腔の健康は、食事や会話など生活の質を確保する基礎となります。また、糖尿病をはじめとし

た全身疾患の発症や重症化とも関連しています。

○専門家による歯の健康チェックと大掃除とは？

①歯や歯ぐきのチェック
むし歯の有無、歯周ポケットの深さを調べるプロービング検査、歯を支える骨を調べる

○かかりつけ歯科医を持ち、自分に合った効果的な歯みがき方法の
指導を受けましょう。

・乳歯が生える時期、永久歯に生え変わる時期、不正咬合、
喫煙や全身の病気の影響、加齢による歯と歯のすき間の
広がり、歯と歯ぐきの境目の変化、義歯の使用等、

歯を失う２大原
因は、むし歯と
歯周病です。

抜歯の主原因（全体）

矯正,
0.012

無回答,
0.006

その他,
0.126

折れる
等,

11.4%

むし
歯,

0.324

歯周
病,

0.418

くう

定期的に歯と口腔の健康チェック
を受けましょう。

・歯石除去などの専門的な清掃と歯みがき
方法のアドバイスを受けましょう。

では自覚症状が乏しいため、

歯垢をそのままにしていると歯石になり、歯みがきではとることができません。
歯科医師に専用の器具でとってもらいましょう。

③専門家による歯面清掃
特別な用具を使い、普段自分ではきれいにできない部分の汚れや歯についた茶渋や

レントゲン検査、歯垢（プラーク）の付着状況、かみ合わせなどを調べます。
し こう

②歯石除去
し こう

しぶ

色素などを除去できます。必要に応じてフッ化物の塗布を受けましょう。
と ふ

一人ひとりの歯と口腔の状態は常に変化しています。

・具合の悪いところがなくても、歯の専門家（歯科医師・歯科
衛生士）のチェックと指導を受け、自分の口や歯並びにあっ
た効果的な歯みがき方法を学びましょう。

くう

くう

ふせい こうごう

きょうせい

８０歳になっても自分の歯を２０本以上保つ、「８０２０運動」を推進しましょう。
はちまるにいまる



●食後や寝る前の歯みがきに 歯間清掃も習慣に

●口から始まる健康づくり 噛めば噛むほど元気なからだ

【よく噛むことが大切な理由】
①肥満の防止

○口腔のケアは、高齢者の誤嚥性肺炎の予防になります！

・歯や口、舌の清掃を行い、口の中を清潔に保ちましょう。

・だ液の分泌を促すために、舌体操やだ液腺のマッサージなどをしましょう。
だ液の分泌量が減少し、口の中が乾燥すると、だ液の抗菌作用や洗浄作用が低下し、
感染しやすくなります。

○むし歯予防には、おやつにも注意をしましょう！

・糖分（砂糖）を多く含んでいるお菓子や、歯にくっつきやすいもの、
口の中に長く入れているものは気をつけましょう。

・だらだら食べていると、口の中が酸性になり、むし歯になりやすい
ので、おやつは時間を決めて食べるようにしましょう。

鉛筆を持つ
ように歯ブ
ラシをもち
ましょう。

○歯ブラシと、デンタルフロスや歯間ブラシで効果的な歯みがきを！

・歯ブラシは、毛先を歯に直角に当て、弱い力で小刻みに動かします。

・歯の間の狭いすき間や歯並びの悪いところは、歯ブラシを使ったあとに
デンタルフロスや歯間ブラシを使いましょう。

・寝る前に、口の中の歯垢（プラーク）を完全に落としておかないと、睡眠中は
だ液の分泌が減るため歯周病やむし歯のリスクが増えます。

か か

か

脳の満腹中枢を刺激し、ゆるやかに血糖値が上がり、満腹感を覚えます。

②消化の助け
食べ物が細かくなり、だ液とよく混ざり、消化・吸収を助けます。

③口の中の清掃
だ液の分泌量が多くなり、口の中の汚れや、歯や歯ぐきの表面をきれいにします。

④強いあごをつくる
あごの骨に力が加わり、強くなると同時に顔の筋肉も発達します。

⑤脳を刺激
頭や顔の筋肉がよく動き、血液の循環がよくなります。
脳の神経も刺激され、脳の働きが活発になります。

し こう

くう ごえん せい はいえん



●睡眠で保とう こころの健康

●悩みや不安があるときは まずは誰かに相談を

●ストレスチェックで こころの不調に早めの気づき

こころの健康づくり

○こころの状態をチェック！
・こころの状態は目に見えないもの。早い段階でストレスの影響に
気がつくことが大切です。 ストレスチェックやうつチェックをして
みましょう。

・こころの不健康はからだにも影響が。食欲減退、疲れやすい、
集中力が保てないことがあれば、こころが消耗しているのかも。

○自分にあったリラクゼーションと睡眠
・こころが元気でいるためには、日頃のセルフケアが大事です。
・夜型生活は見直し、早めに床に入りましょう。

・悩みがあったり、心が苦しいときは、口に出せば気持ちが楽になる
ものです。身近な家族や友人にこころの内を聞いてもらいましょう。

・専門家に相談したいときは、市町や県健康福祉事務所でこころの
ケア相談を実施しています。
また、夜間休日は兵庫県いのちとこころのサポートダイヤル

（＃７５００）を開設しています。 Tel ０７８－３８２－３５６６

認知症予防は、早めの気づ

きが大切です。認知症チェッ

クを受けてみましょう。

妊娠、子育て中の
お母さんへ
妊娠、産後は育児負担や
ホルモンバランスの影響
でイライラがつのりやすい
ものです。身近な人に気
持ちを出しましょう。

いきいきと自分らしく生きるために、こころの健康は欠かせません。
ストレスが強すぎたり長引いたりすれば、心身に変調が現れます。悩み事や不安があるとき一人でか

かえこまずに、まず誰かに相談してみましょう。また、自分にあったストレス解消法を身につけましょう。

産後うつ病の発症率は10～15%で、産後１週間と産後２か月に
発症しやすいと報告されています。医師や助産師、保健師に相
談し、必要なときは、治療を受けましょう

①最近、家族から物忘れがあるといわれたことがある
②物の名前や人の名前が思い出せないことが、よくある
③毎日１回以上、しまい忘れがあり、さがすことが多い
④今日が何月何日なのか、わからないことがある
⑤朝ごはんの内容を思い出せないことがある
⑥計算の間違いが多い。または勘定を間違える
⑦元気でない、または仕事をやる気がしない
⑧夜眠れないことが多い
⑨野菜の名前を10個以上言えない
⑩現在の総理大臣の名前を知らない

※３個以上チェックがついたら要注意！！
専門家にご相談下さい。

認知症チェックをしてみませんかあなたのストレスをチェック

①神経過敏に感じましたか
②絶望的だと感じましたか
③そわそわ、落ち着かなく感じましたか
④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
⑤何をするのも骨折りだと感じましたか
⑥自分は価値のない人間だと感じましたか

※「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）で合計点数をだします。
10点以上であれば、こころの不安が大きいようです。

〈出典：群馬県もの忘れ検診事業プロジェクト委員会作成 「脳の健康度チェック」〉〈厚生労働省ＨＰより〉



＊「あんしん缶」：お薬手帳のコピーや大事なものを保管したお菓子等の空缶。

【正しい手の洗い方】農林水産省ＨＰより

●感染症予防 手洗い・うがい・咳エチケット 予防接種も忘れずに

●災害への心構え 食の備えは３日分 防災袋も準備して

●正しい手洗い・上手な保存・加熱調理で食中毒予防

・災害はいつ起こるかわかりません。
自分と家族の生命や暮らしを守るため、年齢、健康状態に応じた３日
分の食料を準備しておきましょう。

・持病のある方は、お薬手帳や健康保険証のコピーも防災袋に入れて
おきましょう。「あんしん缶」（＊）も利用しましょう。

・災害が起こったらどこに避難するか、家族で申し合わせておきましょう。

・手や調理器具を清潔にしましょう。
・保存は冷蔵庫で。ただし、過信は禁物。

長期間の保存は避けましょう。
・生食は避け、加熱調理を基本にしまし

ょう。

・手洗い、うがいを習慣にしましょう。
・原因菌やウイルスは咳やくしゃみで飛び散ります。

他の人への感染を防ぐため、咳エチケットを守りましょう。（マスクの着用、咳が出るときは口を
ハンカチ等で覆い、しぶきが飛び散らないようにします）。

・予防接種は感染症予防の基本です。

健康危機における健康確保対策

予防接種
・定期予防接種
・インフルエンザ等

咳エチケット
手洗い・うがい

【感染症予防の基本】


