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＊1 国立保健医療科学院生涯健康研究部
（〒351-0197　埼玉県和光市南2-3-6）
受付日　2017年10月11日・受理日　2017年10月17日

Ⅰ．は じ め に

　1960年代から1970年代において、脳卒中は日本人
の死因の第 1 位を占めており1）（図 1 ）、先進諸国と
年齢調整死亡率を比べると、男女ともに群を抜いて
高率であった2）（図 2 ）。その後、日本人の脳卒中の
年齢調整死亡率は急速に低下したものの、近年では
男性は先進諸国の中で高いグループに属し、女性は
スペイン、フランスなどよりも少し高い。一方、日
本人の虚血性心疾患による年齢調整死亡率は北欧、
北米の国々と比べて非常に低く、虚血性心疾患が比
較的少ない地中海に面したフランス等の国々と比べ
てもかなり低い状態が続いていた（図 2 ）。しかし、
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近年の低下速度はこれらの国々に比べてやや鈍く、
男女ともにフランスとほぼ同程度にまで接近してい
る。
　戦後、困窮時代といわれる1950年（昭和25年）頃
までの日本人の食生活は、高食塩、高糖質、低脂
質、低動物性たんぱく質という特徴があった。塩分
が多く肉の摂取量が非常に少ない食生活は、高血圧
と血清総コレステロールの著しい低値をもたらし、
それが脳出血や穿通枝系の脳梗塞の発症リスクを大
きく高めていたと考えられる3）。この時期には、食
糧対策および結核を始めとする感染症対策が公衆衛
生上の優先課題であった（図 3 ）。
　復興時代を経て高度経済成長時代（1960年～1975
年）に入ると、めざましい経済発達とともに外食産
業なども含めた欧米の食生活が徐々に入り込んでき
た。脂肪や動物性たんぱく質の摂取量が年々増加
し、総エネルギー摂取量は1971年にピークとなっ
た4）（図 4 ）。オイルショック後の低経済成長時代に
は、総エネルギーおよび脂質、動物性たんぱく質の
摂取量はほぼ横ばいまたは微増となり、急速な食生
活等の変化により、肥満、糖尿病、脂質異常などの
新たな問題がでてきた。それまで多かった脳出血が
減り、脳梗塞の占める割合が多くなってくるととも
に、その後の虚血性心疾患の増加が懸念されるよう
になってきた。
　このように時代背景に大きな特徴のあるわが国で
は、比較的早くから脳卒中の危険因子の解明と予防
対策樹立のための疫学研究が日本各地で行われ、食
事などの生活習慣（食事、労働、運動、喫煙、飲
酒）が、脳卒中の発症と深く関わっていることが明
らかにされ、予防対策に生かされてきた5）。さらに、
高血圧管理を中心とした循環器健診の徹底、健康づ

図 1 　わが国における死因別死亡割合の経年変化
（資料）厚生労働省人口動態統計
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図 2 　脳血管疾患・虚血性心疾患年齢調整死亡率の経年推移の国際比較
（資料）WHO Mortality Database （raw data files）, Updated as of November 2015 を用いて世界標準人口を基準人口として計算。値は

3 年幅の移動平均。

くりの国民運動化、糖尿病や肥満対策等、その時々
の時代に合わせた予防施策が導入され、循環器疾患
の予防と国民の健康水準の向上に寄与してきた。本
稿では、国民健康づくり対策が本格的に始まった高
度経済成長期以後の循環器疾患予防対策の歴史につ
いて概説する。

Ⅱ．循環器疾患予防対策

1．成人病の台頭と疫学研究の始まり
　戦後間もない時期のわが国の主要な死因は、結核
をはじめとする感染症であったが、その後の復興・
経済成長につれて、脳血管疾患、心疾患、悪性新生
物の死因に占める割合が急増した（図 1 ）。これら

3 疾患は、40歳代から死亡率が急に高くなり、加齢
に伴って生じる疾患という意味で、1955年頃から当
時の厚生省が「成人病」と呼ぶようになり、「三大
成人病」として徐々に国民に認知されるようになっ
た6）。
　前述のように1960年代の脳血管疾患の年齢調整死
亡率は諸外国と比べても突出して高く、日本人の死
因の第 1 位を占めていた。とりわけ東北地方で非常
に高いのが特徴的だった3）。しかし、当時は、まだ
循環器健診の手法は確立されておらず、地域や職域
での血圧測定もほとんど行われていなかった。そこ
で、地域における循環器疾患予防活動の実践ととも
に、危険因子の同定と循環器集団検診の方式を確立
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図 3 　戦後のわが国の公衆衛生上の課題の推移
田中平三講演資料より（一部改変）
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するために、この頃からいくつかのコホート研究が
開始された3,5）。これらの研究成果に基づいて、高血
圧管理を中心とするその後の循環器疾患対策が進め
られていくこととなる。
　なお、いわゆる成人病は加齢によって突然発症す

るのではなく若い頃からの生活習慣の蓄積が発症に
大きく関係することが後に明らかになってくると、
生活習慣の改善によって発症や進行が予防できると
いう認識が国民の間で醸成されることを目指して、
1996（平成 8 ）年に公衆衛生審議会が「食習慣、運

図 4 　わが国における栄養素等摂取状況の長期推移
（資料）国民健康・栄養調査
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動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発
症・進行に関与する疾患群」を生活習慣病と定義
し、その概念が広まって今日に至る6）。
2 ．第 1次国民健康づくり対策

　1960年代における高度経済成長の中で、都市化・

近代化、人口の高齢化などが進み、健康に影響を与
える社会環境や生活習慣が多様化してきた。1970年
代に入り、オイルショックを経て低経済成長時代に
入っても、成人病は増え続けた。この頃から、国民
一人一人が「自分の健康は自分で守る」という認識

表 1 　第 1 次～第 3 次までの国民健康づくり対策の概要

第 1 次国民健康づくり対策

（1978（昭和53）年度～）

第 2 次国民健康づくり対策
（アクティブ80ヘルスプラン）

（1988（昭和63）年度～）

第 3 次国民健康づくり対策（21世紀にお
ける国民健康づくり運動（健康日本21））

（2000（平成12）年度～）

特　徴

健康診査の充実
市町村保健センター等の整備
保健師、栄養士等マンパワーの確保

運動習慣の普及に重点をおいた対策
（運動指針の策定、健康増進施設の推
進等）

一次予防重視
健康づくり支援のための環境整備
目標等の設定と評価
多様な実施主体による連携のとれた効
果的な運動の推進

基本的考え方

1 ．生涯を通じる健康づくりの推進
〔成人病予防のための一次予防の推進〕

2 ．健康づくりの 3 要素（栄養、運
動、休養）の健康増進事業の推進

（栄養に重点）

1 ．生涯を通じる健康づくりの推進
2 ．栄養、運動、休養のうち遅れてい

た運動習慣の普及に重点を置い
た、健康増進事業の推進

1 ．生涯を通じる健康づくりの推進
「一次予防」の重視と健康寿命の
延伸、生活の質の向上

2 ．国民の保健医療水準の指標となる
具体的目標の設定及び評価に基づ
く健康増進事業の推進

3 ．個人の健康づくりを支援する社会
環境づくり

施策の概要

①生涯を通じる健康づくりの推進
・乳幼児から老人に至るまでの健康診

査・保健指導体制の確立
②健康づくりの基盤整備等
・健康増進センター、市町村保健セン

ター等の整備
・保健婦（当時）、栄養士等のマンパ

ワー確保
③健康づくりの啓発・普及
・市町村健康づくり推進協議会の設置
・栄養所要量の普及
・加工食品の栄養成分表示
・健康づくりに関する研究の実施、等

①生涯を通じる健康づくりの推進
・乳幼児～老人に至るまでの健康診

査・保健指導体制の充実
②健康づくりの基盤整備等
・健康科学センター、市町村保健セン

ター、健康増進施設等の整備
・健康運動指導者、管理栄養士、保健

婦（当時）等のマンパワー確保
③健康づくりの啓発・普及
・栄養所要量の普及・改定
・運動所要量の普及
・たばこ行動計画の普及
・外食栄養成分表示の普及
・健康文化都市及び健康保養地の推進
・健康づくりに関する研究の実施、等

①健康づくりの国民運動化
・効果的なプログラムやツールの普及

啓発、定期的な見直し
・メタボリックシンドロームに着目し

た、運動習慣の定着、食生活の改善
等に向けた普及啓発の徹底

②効果的な健診・保健指導の実施
・医療保険者による40歳以上の被保険

者・被扶養者に対するメタボリック
シンドロームに着目した健診・保健
指導の着実な実施（2008年度より）

③産業界との連携
・産業界の自主的取組との一層の連携
④人材育成（医療関係者の資質向上）
・国、都道府県、医療関係者団体、医

療保険者団体等が連携した人材養成
のための研修等の充実

⑤エビデンスに基づいた施策の展開
・アウトカム評価を可能とするデータ

の把握手法の見直し、等

指針等

・健康づくりのための食生活指針（昭
和60年）

・加工食品の栄養成分表示に関する報
告（昭和61年）

・肥満とやせの判定表・図の発表（昭
和61年）

・喫煙と健康問題に関する報告書（昭
和62年）

・健康づくりのための食生活指針（対
象特性別：平成 2 年）

・外食栄養成分表示ガイドライン策定
（平成 2 年）

・喫煙と健康問題に関する報告書（改
定）（平成 5 年）

・健康づくりのための運動指針（平成
5 年）

・健康づくりのための休養指針（平成
6 年）

・たばこ行動計画検討会報告書（平成
7 年）

・公共の場所における分煙のあり方検
討会報告書（平成 8 年）

・年齢対象別身体活動指針（平成 9
年）

・食生活指針（平成12年）
・分煙効果判定基準策定検討会報告書
（平成14年）

・健康づくりのための睡眠指針（平成
15年）

・健康診査の実施等に関する指針（平
成16年）

・日本人の食事摂取基準（2005年版）
（平成16年）

・食事バランスガイド（平成17年）
・禁煙支援マニュアル（平成18年）
・健康づくりのための運動基準2006
（平成18年）

・健康づくりのための運動指針2006
（エクササイズガイド2006）（平成18
年）

・日本人の食事摂取基準（2010年版）
（平成21年）

厚生労働省　平成22、26年版厚生労働白書より（一部改変）
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を持つことが重要であるとの考え方に立ち、来たる
高齢化社会を見据えて、1978（昭和53）年度から第
1 次国民健康づくり対策を厚生省の施策として推進
することになった。
　この施策の内容は表 1 に示した 3 項目を柱とした
国民運動の展開である6,7）。国民の健康づくりを今後
長期的に推進していくためには、第一に環境整備が
重要であることから、市町村保健センター等の基盤
整備、保健師・栄養士等のマンパワーの確保が図ら
れ、特に、脳卒中を中心とする循環器疾患の予防を
重視した健康診査・保健指導体制の確立に力が入れ
られた。従来、治療のみに力点が置かれていた保健
医療分野に、一次予防と二次予防を重視する視点が
加わり、健康診断の実施による循環器疾患およびそ
の危険因子の早期発見・早期治療が可能になったと
ころに大きな意義がある。この頃から日本人の脳血
管疾患年齢調整死亡率が急速に改善し始めたことは
前述の通りであり、循環器健診の導入と血圧管理の
徹底、生活習慣の改善等がその要因として考えられ
る。
3 ．第 2次国民健康づくり対策（アクティブ80ヘ
ルスプラン）

　戦後、ほぼ一貫して伸び続けた日本人の平均寿命
は、1984（昭和59）年に女性が80年を上回り（女性
80.18年、男性74.54年）8）、人生80年時代が現実的な
ものとなった。そのような背景の中、80歳になって
も自分で身の回りのことができ、社会参加もできる
ことを目指して、1988（昭和63）年度から、「アク
ティブ80ヘルスプラン」と称される第 2 次国民健康
づくり対策が開始された。従来の施策における疾病
予防・健康増進という 1 次予防をさらに推進すると
ともに、それまで取り組みが遅れていた運動習慣の
普及に重点をおいた健康増進事業の推進を目指し、
健康増進のための施設整備・人材養成として、民間
活力の積極的導入や、健康運動指導士、健康運動実
践指導者の養成、運動普及推進員の育成を推進し
た。また、健康づくりのための運動指針等の策定・
改訂も行われた（表 1 ）。
4 ．老人保健事業

　死因構造の中心が感染症から成人病に移行する中
で、高齢者の健康を守るためには壮年期からの一次
予防や二次予防が重要と考えられ、高齢化が進行す

る社会において生じてきた様々な問題に対処するた
め、1982（昭和57）年に老人保健法が制定された6）。
　同法では、老人医療の仕組みを見直したほか、医
療以外の保健事業では壮年期からの健康づくりと成
人病の予防、早期発見、早期治療を図ることとし、
成人病が急増する40歳以上の者を対象とした保健事
業として、①健康手帳の交付、②健康教育、③健康
相談、④健康診査、⑤機能訓練、⑥訪問指導を、市
町村が実施主体となって行うこととした。
　その後、老人保健事業は第 4 次までの改正が行な
われ、同法による健康診査等はわが国における循環
器疾患の予防において重要な役割を果たしていっ
た。第 4 次老人保健事業での健診項目としては、診
察等（問診、身長・体重計測、血圧測定、他覚症状
の有無）、血液検査（肝機能、血中脂質、空腹時血
糖）、尿検査、クレアチニン検査のほか、医師の判
断に基づいて、心電図検査、眼底検査、貧血検査等
も行われた。また、健康診査で「要指導」とされた
者等に対しては、高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙
者それぞれに対する個別健康教育が行われ、40歳以
上の者を対象とした健康教室、講演会等による集団
健康教育も行われた9）。
　このように、1985（昭和60）年頃までのわが国に
おける脳卒中を中心とした循環器疾患対策を整理す
ると、表 2 のようになる10）。
　なお、老人保健法による健康診査は2008（平成
20）年度の後期高齢者医療制度の導入とともに、高
齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診
査・特定保健指導（後述）に移行し、その他の保健
事業は健康増進法に引き継がれた。

表 2 　わが国における脳卒中予防対策の概要（1965～
1985年頃）

Ⅰ．高血圧の早期発見
・集 団 健 診：問診、血圧、検尿

心電図、眼底検査（眼底カメラ）、身体計測
（身長、体重、皮脂厚など）、血液生化学検査
（血清総コレステロールなど）、理学的検査

Ⅱ．高血圧の管理
・薬 物 療 法：段階的治療
・非薬物療法：食生活（減塩、バランスのとれた食事など）

休養（肉体労働者に対して）
嗜好品（節酒など）

・集団レベルのキャンペーン活動、小集団を対象とした健康
教育（教室もの）、個人を対象とした健康指導など

・その他

田中平三「疫学入門演習―原理と方法―第 3 版」より（一部改変）
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5 ．第 3次国民健康づくり対策（健康日本21）
　第 1 次、第 2 次国民健康づくり対策は一定の効果
を上げつつも、急速な高齢化や生活習慣の多様化に
より、疾病全体に占める生活習慣病の割合は増え続
け、社会負担も増大してきた。そこで、2000（平成
12）年度に始まった第 3 次国民健康づくり対策（健
康日本21）では、生活習慣病及びその原因となる生
活習慣の改善等の課題について、 9 分野70項目（最
終的には再掲含め80項目）の具体的な数値目標等を
設定し、国および地方公共団体等の行政にとどまら
ず広く関係団体等の積極的な参加及び協力を得なが
ら、国民が主体的に取り組める新たな健康づくり運
動を推進することとなった11）。また、健康日本21を
中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積
極的に推進するための法的基盤として、健康増進法
が制定された。都道府県においても、同法の規定に
基づき国の基本方針を勘案して、健康日本21の地方
計画に相当する都道府県健康増進計画が策定され
た。
　健康日本21では目標を具体的な数値で示した点が
大きな特徴である。循環器疾患の分野では、生活習
慣及び危険因子の改善により循環器疾患罹患・死

亡、ADL の低下等の健康度がどの程度改善される
かを、わが国の疫学研究を中心とする科学的根拠に
基づいて量的に算定した。それによると、わが国に
おける脳卒中発症の危険因子は、①高血圧、②喫
煙、③耐糖能異常、④多量飲酒であり、虚血性心疾
患は、①高血圧、②喫煙、③高脂血症であった。
従って、循環器疾患予防対策は、これらを総合した
①高血圧、②喫煙、③耐糖能異常、④多量飲酒、
⑤高脂血症への対策を基本とした。また、高血圧の
予防のためには、肥満予防、減塩、カリウムの摂
取、運動等が重要であり、これら生活習慣等の改善
による国民全体の血圧の低下についても臨床疫学研
究等の根拠に基づいて算定した11）。
　健康日本21を始めとする健康施策は PDCA サイ
クルの考えに沿って評価・見直しが行われており

（図 5 ）、2005年に中間評価12）（後述の特定健康診
査・特定保健指導参照）、2012年に最終評価と見直
しが行われた13）。最終評価では、循環器疾患の分野
に関して以下の課題があげられ、これらを踏まえて
次期（第 4 次）国民健康づくり対策に向けて見直し
が行われた。①血圧平均値、高血圧有病率の改善が
みられるものの、有病率は高齢者を中心に依然とし

図 5 　わが国における健康増進施策の変遷
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て高く、国民全体での予防対策の強化が必要であ
る。今後、肥満の増加に伴う血圧上昇が懸念され、
肥満対策が重要である。また、食塩摂取量は目標に
達していないため継続した対策が必要である。②高
脂血症有病率低下のため、飽和脂肪酸摂取低減等に
関する普及啓発栄養成分表示などのポピュレーショ
ン対策が必要である。③カリウム摂取量は低下傾向
にあり、血圧上昇への影響が懸念されるため、野
菜・果物摂取増加等の対策が必要である。④健診受
診率は女性や若年成人を中心に、さらに向上させる
必要がある。⑤循環器疾患死亡率は低下傾向にある
が、罹患率のモニタリングが必要であり、疾患登録
システムの構築等が求められる。
6 ．特定健康診査・特定保健指導

　2005（平成17）年の健康日本21中間評価におい
て、目標を達成した項目もあるが、改善が見られな
い項目や悪化している項目（糖尿病、肥満、歩数な
ど）もあり（図 6 、図 7 ）、これまでの取り組みに
は必ずしも十分でない点があったと指摘された12）。
重要な問題点として、医療保険者と市町村等の役割
分担が不明確であったため、健診の未受診者の把握

や受診勧奨の徹底が不十分で、健診受診後の保健指
導も必ずしも十分ではなく、効果的・効率的な健
診・保健指導等を行うためのプログラムやツールの
提示も十分ではない点があり、健診・保健指導等の
成果を評価する視点も不十分であると指摘され、こ
れらを踏まえて、以後の方向性が以下のように示さ
れた。ポピュレーションアプローチとして、メタボ
リックシンドロームの概念を導入するとともに、エ
クササイズガイド・食事バランスガイド等の効果的
なツールによる、運動、栄養、喫煙面での健全な生
活習慣の形成に向けた健康づくりの国民運動化を推
進する。また、都道府県健康増進計画を改定し、明
確な目標のもと、医療保険者、事業者、市町村等の
役割分担を明確化して、連携を推進する。一方、ハ
イリスクアプローチとして、メタボリックシンド
ロームに着目した特定健康診査・特定保健指導を着
実に実施し、生活習慣病予防のための標準的な健
診・保健指導プログラムを定期的に見直していくこ
ととなった。
　そして、2008（平成20）年度から、「高齢者の医
療の確保に関する法律」に基づいて、40～74歳の被

図 6 　わが国における平均 BMI の推移
吉池信男作成、一部改変

（資料）国民健康・栄養調査．値は 3 年幅の移動平均、年齢調整の基準人口は2005年国勢調査人口。
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保険者・被扶養者を対象とした特定健康診査・特定
保健指導を医療保険者の義務として実施することと
なった14）。特定健康診査・特定保健指導では健診の
項目が見直され、内臓脂肪の蓄積に着目して生活習
慣病の発症・重症化の危険因子の保有状況により対
象者を階層化し、適切な保健指導（情報提供、動機
づけ支援、積極的支援）を実施するための判定基準
が導入され、対象者に対して個々人の生活習慣の改
善に主眼をおいた保健指導が重点的に行われること
となった。内臓脂肪の蓄積に着目した理由として
は、肥満者では高血圧、脂質異常、糖代謝異常を併
せ持っていることが多く、肥満を改善することでこ
れらの危険因子の改善が期待されたからである。な
お、同法では75歳以上の後期高齢者の健康診査は後
期高齢者医療広域連合による実施が努力義務とされ
た。
7 ．第 4次国民健康づくり対策（健康日本21（第
二次））

　健康日本21の最終評価で明らかになった課題およ
びその後の議論を踏まえ、第 4 次国民健康づくり対
策（健康日本21（第二次））では、10年後を見据え

た目指すべき姿を「すべての国民が共に支え合い、
健やかで心豊かに生活できる活力ある社会」とし、
また、基本的な方向として、①健康寿命の延伸と健
康格差の縮小、②主要な生活習慣病の発症予防と重
症化予防、③社会生活を営むために必要な機能の維
持及び向上、④健康を支え、守るための社会環境の
整備、⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲
酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び
社会環境の改善、の 5 つに取り組むこととした15）。
これらの目指すべき社会及び基本的な方向の相関関
係は、図 8 のように整理できる。すなわち、個人の
生活習慣の改善及び個人を取り巻く社会環境の改善
を通じて、生活習慣病の発症予防・重症化予防を図
るとともに社会生活機能低下の低減による生活の質
の向上を図り、また、健康のための資源へのアクセ
スの改善と公平性の確保を図るとともに、社会参加
の機会の増加による社会環境の質の向上を図り、結
果として健康寿命の延伸・健康格差の縮小を実現す
るものである。
　健康日本21は個人の生活習慣に着目して作られた
ため、社会環境の観点が希薄であったが、個人の健

図 7 　わが国における糖尿病の人数の推移（男女計）
（資料）糖尿病実態調査、国民健康・栄養調査、各年推計人口より算出。年齢調整の基準人口は1997年の推計人口。9
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図 8 　健康日本21（第二次）の概念図
健康日本21（第 2 次）の推進に関する参考資料（平成24年 7 月）より。

康と社会環境の整備は車の両輪のようにいずれも必
要であり、社会環境に関する課題を明確にすべきと
の考えから、健康日本21（第二次）では社会全体が
相互に支え合いながら健康を守るための社会環境の
整備にも力を入れ、それにより健康格差（地域や社
会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差）の
縮小を実現することとした。
　循環器疾患の予防に関しては、健康日本21と同
様、基本的には危険因子の管理が中心であり、確立
した危険因子としては、高血圧、脂質異常症、喫
煙、糖尿病の 4 つとした。健康日本21では指標とさ
れていなかった喫煙も、新たに指標に加わった。こ
れらのうち高血圧は、循環器疾患発症に及ぼす人口
寄与危険割合が非常に大きく、わが国で最も重要な
危険因子である。目標設定にあたっては、各指標間
の原因・結果関係を、「循環器疾患の予防」、「危険
因子の低減」、「生活習慣等の改善」の三段階（図
9 ）に整理し、主に疫学的根拠に基づいて各指標の
関係を定量的に示した。これらの指標それぞれにつ
いて改善を図るという観点で、引き続き健康日本21

（第 2 次）を展開していく必要がある。

8 ．データヘルス計画
　少子高齢化の進展に伴い現役世代からの健康づく
りの重要性が高まる中、平成25年 6 月14日に閣議決
定された「日本再興戦略」では、「国民の健康寿命
の延伸」を重要な柱と位置づけ、「全ての健康保険
組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基
づく加入者の健康保持増進のための事業計画として

『データヘルス計画』の作成・公表、事業実施、評
価等の取組を求める」ことが掲げられた16）。その
後、全国健康保険協会、市町村国保など、ほとんど
の医療保険者がデータヘルス計画を策定し、2018

（平成30）年度からの第 2 期データヘルスに向けて
評価・見直しに取り組んでいる（図 5 ）。データヘ
ルス計画は、健康・医療情報を活用して PDCA

（Plan-Do-Check-Act）サイクルに沿った効果的かつ
効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実
施計画であり、単にデータを用いるというだけでな
く、PDCA サイクルの展開により取り組みを改善
していくことが重要である17）。データヘルス計画に
含まれる具体的な個別保健事業として、生活習慣病
対策、とくに特定健康診査・特定保健指導に関する
ものは多くの医療保険者で取り組んでいるほか、糖
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図 9 　健康日本21（第二次）における循環器の目標設定の考え方
健康日本21（第 2 次）の推進に関する参考資料（平成24年 7 月）より。

尿病性腎症重症化予防、その他の危険因子（高血
圧、脂質異常等）の重症化予防、被保険者に対する
普及啓発、後発医薬品の普及促進等の事業も計画し
ていることが多い。

Ⅲ．お わ り に

　わが国では戦後、経済成長を遂げていく中で、循
環器健診の導入や生活習慣の改善等によって、世界
でも際だって高かった脳血管疾患の年齢調整死亡率
が劇的に改善してきた。しかし、今日でも東北地方
をはじめとして日本の伝統的文化・社会的背景を残
す地域では、まだまだ脳血管疾患対策の優先順位は
高い。一方で、過食や運動不足にともなう肥満や糖
尿病の増加も新たな課題として浮かび上がってくる
など、健康課題は時代とともに大きく変わってきて
いる。これまでの循環器疾患予防の歴史を知ること
で、現行の特定健康診査・特定保健指導を始めとす
る生活習慣病対策がどのような背景から登場したの
かを理解し、今後の循環器疾患予防のための取り組
みの一助となれば幸いである。
　なお、本稿は循環器疾患予防対策の歴史につい

て、特に国民健康づくり対策の視点から概説したも
のであり、健康日本21（第二次）や特定健康診査・
特定保健指導など個別の施策の詳細については、そ
れぞれの分野の文献等を参考にしていただきたい。
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