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協会けんぽ大阪支部との連携による府民の健康づくり

Ｈ２６年１１月に連携協定を締結 ～健康づくり分野における初の事業連携協定～
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大阪府と全国健康保険協会大阪支部は、府民の健康づくりの分野における取組みを相互に連携・協
力して進めるため、「大阪府民の健康づくりの推進に向けた連携に関する協定書」を締結しました。

【協定の概要】
(1)目的

大阪府と全国健康保険協会大阪支部は、相互に連携及び協力を行い、大阪府民の健康づくりの推進に向けた
取組みを通じて、府民のより一層の健康的な生活の実現を図る。
(2)内容
・健康づくりに関する広報、周知、啓発等に関すること
・医療・特定健康診査等の情報の調査、分析に関すること
・特定健康診査受診率、特定保健指導実施率等の向上に関すること

⦿特定健診と市町村がん検診の同時実施

⦿健康づくりの府民啓発・イベント展開（健活
１０やアスマイルのＰＲ、イベント実施など）

⦿健康経営の普及促進（健康宣言、健康経

営セミナー、女性の健康セミナー、健康づ
くりアワードなど）

⦿医療費・特定健診データの分析

広報部鳥 けんぽん
©2018 協会けんぽ大阪支部
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１．府民の健康状況と健康づくり
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平均寿命と健康寿命

市町村の健康格差（健康寿命の差）

大阪府の健康指標

死因・介護の要因

［出典］平均寿命：厚生労働省都道府県別生命表（平成27年） ／ 健康寿命：厚生労働科学研究班報告書データ（平成28年）

〇府民の「平均寿命」、「健康寿命」は、男女とも

全国平均を下回る。

〇悪性新生物(がん)、心疾患、脳血管疾患など、

生活習慣と関わりが深い疾患(生活習慣病)が

５割を超え、介護が必要となった要因の上位を

占めている。

〇府内市町村間においては健康格差（健康寿命の差）

が生じている。 出典：第３次大阪府健康増進計画（大阪府）

最も高い自治体と低い自治体の差

●男性：4.7歳 ●女性：3.3歳
【平成28年・大阪府】

［出典］人口動態統計特殊報告（厚生労働省）

■主要死因の割合（平成27年・大阪府）
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キャッチコピー：【健活10 〈ケンカツテン〉】 生活習慣の改善や生活習慣病の予防等に向け、

府民に取り組んでもらいたい「10の健康づくり活動」。

府民の健康づくりに向けて ～健活１０〈ケンカツテン〉～
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健康アプリ「アスマイル」を通じて「健活
10宣言～2020年、健活10でしたいこと
～」を募集し、「健活10宣言Vol.2～2020
年、健活10でしたいこと～」と題して世代
ごとにまとめました。

●Youtubeでも公開中



緊急事態宣言中における府民の健康活動調査

●食事について
・夕食を食べ始める時間が早くなったと回答した人が約４割（図１）。自宅で料理する回数が増えたと回答した人
が約６割（図２）となりました。
・女性では、スナック菓子やジュースなど、甘いものを飲食する回数が増えたと回答した人が約４割（図３）いました。
・また、テイクアウトやデリバリーの利用回数が増加したと回答した人は約３割（図４）でした。

≪図２自宅で料理する回数≫≪図１夕食を食べ始める時間≫
≪図３スナック菓子、ジュース、ケーキ等

の甘いものを飲食する回数≫
≪図４スーパーやコンビニの弁当、飲食店
のテイクアウトやデリバリーを利用する回数≫

＜調査概要＞
■①健康アプリ「アスマイル」によるアンケート
調査期間 ： 2020年5月27日（水）～2020年6月14日（日）
調査対象 ： 健康アプリ「アスマイル」の利用者
調査方法 ： 健康アプリ「アスマイル」のアンケート機能
調査内容 ： 健康活動の変化に関するアンケート
回答母数 ： 39,329人

■②健康アプリ「アスマイル」の歩数データ調査
調査期間 ： 2020年2月～6月の各月の10日～16日（7日間）
調査対象 ： 健康アプリ「アスマイル」の利用者でアンケート回答者（①のアンケート調査回答母数39,329人分）
調査方法 ： 健康アプリ「アスマイル」の歩数データ（平均値）
調査内容 ： 歩数
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≪図５歩数（全体・男・女）≫

≪図7 自宅で運動する回数≫

●身体活動について
・個人の歩数記録（PHR）では、 ４月・５月の歩数は、２月・３月と比較して約2,000歩（約３割）減少し
ていました（図５の2・3月全体と4月・5月全体の平均差より）。特に、20代から50代（母数の少ない10代・
80代以上除く）で大きく減少していました（図６）。70代では、約１割減少と、若い世代～働く世代と比較し
て小さな減少でした（図６）。
・自宅で運動する回数が増えたと回答した人は約4割（図７）でした。

≪図６歩数（年代）≫

緊急事態宣言中における府民の健康活動調査

7



●普段の生活について
・飲酒に関しては、自宅以外で飲酒する量が減ったと回答した人は全体の約５割で、飲酒する人でみると約８割
（図８）の人が減少したと回答しました。
・ストレスに関しては、全体では増えたと回答した人は5割を超え（図９）で、特に、女性では約６割（図10）の
人が増えたと回答しました。
・外出する回数（図11）、対面等により会話する時間（図12）については、減ったと回答した人はともに約９割で
した。

≪図８自宅以外で飲酒する量≫ ≪図９ストレス≫ ≪図10 ストレス（女性）≫

≪図11 外出する回数≫ ≪図12 対面等により人と会話する時間≫

緊急事態宣言中における府民の健康活動調査
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新しい生活様式のもとでの健康づくり
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こわいんやで熱中症！！
大阪府ＨＰ：http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/nettyusyou/

もずやんTwitterでも発信中

府政だより・９月号（食事・運動・口腔）



２．健康宣言推進にかかる取り組み
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❶❷生活習慣病予防健診・がん検診
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特定健診・がん検診受診率

■がん検診受診率（2016年・大阪府・全国）

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

がん検診

特定健診・特定保健指導

出典：特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ 出典：特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ

全国
35位

〇年々向上しているが、全国順位は依然として低い状況に

ある。

胃がん：46位 大腸がん：44位 肺がん：46位

乳がん：43位 子宮頸がん：39位

〇年々向上しているが、全国比較では低位にある。

全国
42位
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(#)

〇人工透析になった人に聞き取りすると、もともと糖尿病と高血圧であった人、健診結果を放置または治療中断してい
る人が多くを占めていた

〇初指摘から透析に至るまでの平均年数は、高血圧で約20年、糖尿病で約14年

20代高血圧
⇒30代糖尿
病⇒⇒50代
人工透析

働く世代からの健康増進・早期治療の重要性
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年齢
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がんの現状【全国】

がんになる人

年間約

１０１
万人

男性：約57.5万人
女性：約43.9万人

がんによる
死亡率

年間約

３８
万人

男性：約22.3万人
女性：約15.7万人

生涯
がん罹患リスク

男性

６２％
女性

４７％
2人に1人ががんになる

継続的にがん治
療を受けている人

年間約

１０１
万人

男性：約87.6万人
女性：約75.0万人

〇1981年以降、がんは死因の１位となり、現在３人に１人ががんで亡くなっています。

■がん死亡者数の推移
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○AYA世代（15歳～39歳）のり患・死亡：男性は白血病の割合が高い
女性は乳がん、子宮頸がんの割合が高い

○働く世代のうち40歳以降のり患と死亡 ：男性は肺がん、胃、大腸の割合が高い
女性は乳がん、大腸がんの割合が高い

ライフステージ別でみた がんの現状【大阪府】

作成：大阪国際がんセンターがん対策センター
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がんの早期発見・早期治療

○ 無症状の『がん』のうちに早期発見することが大切です。

○ 無症状の人には 進行がんが少なく、早期のうちに がんを発見できます。

○ そのがんを治療することにより、がんによる死亡者を減らすことができます。

適切ながん検診による

早期発見 早期治療

16
がん検診は万能ではありません。まずは、自分でできるがんの予防。
そして、がん検診は、メリット、デメリットを踏まえて実施を！



※２ 任意型検診として実施する場合には、現時点では効果が不明で、効果の有無が明らかになるにはまだ時間を要する状況にあることと検診による不
利益について十分説明する必要がある。その説明に基づく個人の判断による受診は妨げない。

〇科学的に有効な検診を正しく受けることが重要です。
〇日本では、５つのがん検診で死亡率の減少効果が認められ推奨されています。

対策型検診※１ 効果が認められた検診を受けることが重要！

がん種 推奨されている検診（それぞれ問診は必須） 対象年齢 頻度
現時点では 対策型検診と
して推奨されないもの※２

胃がん
胃部エックス線検査または胃内視鏡

※当分の間、胃部エックス線は年１回、
40歳以上の実施も可

５０歳以上 ２年に１回※ 血液検査

大腸がん 便潜血検査 ４０歳以上 年1回
内視鏡検査
CT検査

肺がん
胸部エックス線検査

喀痰検査（一定の喫煙者のみ）
４０歳以上 年1回 CT検査

子宮頸がん 視診、子宮頚部の細胞診及び内診 ２０歳以上 ２年に１回 HPV検査

乳がん 乳房エックス線検査（マンモグラフィ） ４０歳以上 ２年に１回
マンモとエコー (超音波)の

併用

※1 対策型がん検診：がん死亡率を下げることを目的として、公共政策として行うがん検診（自治体での提供など）。死亡率減少効果が確立してお
り、利益が不利益を上回ることが明らかながん検診。
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協会けんぽの健診でがん検診は受診できる？

生活習慣病予防健診で受診できます

（大腸、肺、胃、子宮、乳） ※年齢など条件があります



がん検診・特定健診等 職場における健診受診促進のお願い

https://www.jcancer.jp/wp-content/uploads/TAIGAN-07_4c.pdf

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/r2_kenshintebiki1.pdf
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がん検診と特定健診（生活習慣病予防健診）の受診をお願いします！！



実際のがん検診の流れ

異常なし
または

良性の病変

異常なし
次回の検診

異常あり

〇がん検診は、一見健康な人に対し、「がんがありそう（異常あり）」「がんがなさそう（異常なし）」を判定し、『ありそう』と判断された人
を精密検査で診断し、救命できるがんを発見することが目的です。
がん検診を受けて「要精密検査」と判断された場合には、精密検査を受診することが必要です。 精密検査を受けて『異常なし、または良
性の病変』であったときには次回の検診へ、となります。しかし“がん”と診断された場合は、治療に進むことががん検診の流れです。

精密検査や治療を受けなければがん検診の効果はなくなってしまいます。

治療

精密検査もスルーしないで！
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肝炎ウイルス検査は一生に一度

○肝炎ウイルス検査（採血）は、 大阪府や市町村でも実施しています。
○委託医療機関や保健所・保健センター等で 無料・低額で受診できます。
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❹教育機会の設定（ヘルスリテラシーの向上）
❻コミュニケーションの促進



大阪府「健康経営」施策のイメージ図

健康経営
セミナー

●健康経営の認知度向上
●健康経営の知識の普及

女性のための
健活セミナー

●女性特有の健康
情報の提供

●取組へのインセンティブ
●先進事例の情報発信

健康経営
ナビゲーター派遣

●健康経営の実践
●取組モデルの構築

第5回健康づくりアワード表彰式
（R2.2.18）

“健康経営”で
社員の

健康と活力
UP!!

【保険者】
協会けんぽ：健康宣言
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大阪府健康経営 検索

〇詳しくは大阪府ホームページで

（事例集）



健康経営セミナー① ～講座形式セミナー～

〇経営戦略として、従業員の健康づくりに取り組む「健康経営」 の考え方を普及啓発

〇事業者（経営者・人事・健康管理担当者等）を対象に実施（R２年2月～3月）

〈昨年度の様子〉

★R１年度実施（3回開催）

〈プログラム〉

〇講演１：健康経営の取組み

〇健康経営ナビゲーター派遣先企業等による事例発表

〇講演２：職場における健康管理

❶治療と仕事の両立 ❷受動喫煙の防止 ❸メンタルヘルス
24



〇健康経営に関してグループごとに話し合う“ワークショップ方式”の実践セミナーを開催

〇テーマは、「健康経営と人材の確保・定着」（R1年11月・12月）

★R１年度実施（2回開催）

〈プログラム〉

講 演：「健康経営と人材の確保、定着」

事例紹介：健康経営実践企業による取組み紹介

健康経営セミナー② ～実践型セミナー～

〈グループワークの様子〉
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健康経営セミナー③ ～女性のための健活セミナー～

〇女性特有の病気や日々の健康づくりの実践に役立つ情報をセミナー形式で講演

テーマ：[栄養・食生活][女性のがん][食生活と運動][歯と口の健康][女性ホルモン][メンタルヘルス]など

〇仕事帰り等の女性を対象に、ターミナル駅に近くアクセスしやすい場所で開催

★R１年度実施（5回開催）

〈乳がん自己触診〉

〈セミナーの様子〉
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