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はじめに
ヘルスプロモーション研究センター
（以下ヘル

地域診断
１．地域診断の背景と目的

プロ）
は，自治体と協働して，生活習慣病や介護

すべての国民が健やかで心豊かに生活できる

の予防活動に取組んでいる．地域診断は効果的

活力ある社会を目指す
「21世紀の国民の健康づく

な事業を検討する上で必須であり，これまで奈

り運動
（健康日本21）
」
が発足したのが平成12年３

良県明日香村，神奈川県真鶴町，群馬県嬬恋村

月であった．その運動の基本方針として，①生

などで地域診断を実施し，健康課題の抽出や対

活習慣の改善，②健康増進・生活習慣病予防，

策の検討を行ってきた．また，全国の保健医療

③壮年期死亡の減少，④健康寿命の延伸の４項

関係者や自治体関係者のほか，協会施設の研修

目を掲げ，栄養・食生活，身体活動・運動，休養・

医を対象に地域診断の指導者向けセミナーを開

こころの健康づくり，たばこ，アルコール，歯

催してきた

．

1）
～2）

の健康，糖尿病，循環器病，がんの９分野につ

平成28年度は，５月13日
（金）
，14日
（土）
に
「今

いて80項目
（重複による再掲項目を除くと59項目

こそ地域診断」
として２日間のセミナーを開催し

になる）
の指標を取り上げ，10年後の目標値を設

た．その内容は，１日目は記述疫学の基礎と既

定して健康づくり活動を実践してきた．11年経

存統計資料の活用（講師：当センターアドバイ

過した平成23年10月にこれらの指標の目標達成

ザー

柳川 洋），２日目は特定健診データ等を

度を評価分析した結果，目標値に達した項目は

用いた地域診断の進め方（講師：国立保健医療科

16.9％に留まり，目標値に達していないが改善傾

学院 横山徹爾先生）
であり，それぞれ講義と演

向にある項目
（42.4％）
を加えると，約60％になっ

習を行った．当月号と８月号の２回にわたり，

た．

各講師に執筆を依頼し，既存の統計資料やデー
タベースを用いた地域診断について紹介する．

厚生労働省は，これらの評価成績および社会
情勢の変化を勘案して平成24年７月に，平成25
年度から平成34年度までの健康づくり運動
「健康
日本21
（第２次）
」
を策定した．新しい基本方針と
して，①健康寿命の延伸と健康格差の縮小，②
生活習慣病の発症予防，重症化予防の徹底，③
社会生活を営むために必要な機能の維持･向上，
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表１ 統計資料の検索窓口と総合的な統計資料
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④健康を支え，守るための社会環境の整備，⑤

いて整備され，独立行政法人統計センターが運

生活習慣および社会環境の改善，の５項目を掲

用している．

げ，ライフステージに応じて，健やかで心豊か

http://www.stat.go.jp/index.htm

に生活できる活力ある社会を実現し，社会保障

e-Statの機能としては，① 統計データを探す，

制度が持続可能なものとなるよう，国民の健康

②地図や図表で見る，③調査項目を調べる，な

の増進の総合的な推進を図ろうとしている．

どがある ．
3）

多くの自治体は，
「健康日本21
（第２次）
」
を念頭

厚生労働統計一覧には，厚生労働省が実施し

に置きつつも，地域の特性に応じた独自の健康

ている主な統計調査や業務統計の調査内容，調

づくり活動を進めている．その際に地域の現状

査対象，調査間隔，公表予定，実施担当部局お

と課題を客観的な指標によって明確にし，活動

よび集計結果表などが含まれており，人口･世帯，

の方向付けを行っているが，指標となる数値情

保健衛生，社会福祉，老人保健福祉，社会保険，

報を集めるのに，多くの時間と労力を費やさな

社会保障，雇用，賃金，労働時間，福利厚生，

ければならない． 政府統計の総合窓口（以下

労使関係，労働災害･労働安全衛生，その他に分

e-Statと略）や関係府省のホームページを通して

類して，掲載されている．厚生労働省の最近公

広い分野の統計資料が公表されているので，各

表の統計資料は，年報，月報に分けて，公表日

自治体がこれらの情報を含めた統計資料をでき

の新しい順に掲載されている．

るだけ効率的に検索し，適正な健康政策を策定

総合的な統計資料は，複数の統計資料を要約

するための基礎資料として活用していただくこ

して毎年公開しているもので，日本統計年鑑な

とを期待して，本稿を執筆することにした．

ど６種類の資料を示した．

２．統計資料検索の窓口と総合的な統計資料

３．人口統計，人口動態統計，生命表に関する

表１は３つの検索窓口および総合的な統計資

統計資料

料を示す．e-Statは，各府省の統計情報を１ヵ所

表２は人口統計および人口動態統計，生命表

にまとめて提供するもので，総務省統計局にお

に関する統計を示す．人口統計は，地域保健医
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表２ 人口統計，人口動態統計，生命表に関する統計資料
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療に関する各種の統計資料を用いた指標の作成

平均寿命は，その地域の健康水準を示す総合的

に欠かすことのできないものであり，３種類の

な指標であると同時に他の地域，他の年次との

代表的な統計資料を示した．

相互比較性を有する指標なので，地域の健康水

人口動態統計は，保健医療福祉活動のための

準を評価する上で欠かせない指標である．

地域診断に必ず取り上げなければならない重要
な統計資料である．人口動態調査の確定数は翌
年９月に公表されるが，５月に月報年計（概数）
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４．保健行政に関する統計資料
表３は保健行政に関する統計資料を示す．こ

がほとんど同じ形の製表で公表されるので，確

のうち地域保健・健康増進事業報告と特定健康

定数が公表される前には月報年計を参照すると

診査・特定保健指導に関するデータは，健康づ

良い．

くり事業や生活習慣病予防事業の計画づくりの

生命表に関しては，人口動態調査の死亡統計

ための地域診断に有用な資料である．また，衛

をベースにして毎年計算される簡易生命表と５

生行政報告例は各種医療専門職の就業状況や衛

年ごとの国勢調査年に計算される完全生命表が

生行政の実績を把握するのに役立つ資料である．

ある．完全生命表が計算される年には，都道府

そのほかに食中毒，歯科疾患，結核に関する資

県別および市区町村別の平均寿命も計算される．

料も利用できる．
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ᖹᡂ䠎䠒ᖺᅜẸᗣ䡡ᰤ㣴ㄪᰝ䛾ᴫせ

᭦᪂ᖺ᭶

ᰤ㣴⣲ᦤྲྀ≧ἣ䠈Ḟ㣗䡡እ㣗䠈㌟య≧ἣ䠈⏕ά⩦័䛚䜘䜃䛣䜜䜙䛾㡯┠䛾ᖺḟ᥎⛣䛺䛹㻟㻢㻟
䝨䞊䝆䛻ཬ䜆ヲ⣽䛺㈨ᩱ䠊
ẖᖺᐇ䛧䛶䛔䜛ᅜẸᗣ䞉ᰤ㣴ㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛿䠈ᴫせ䠄㻝㻞᭶䠅䛸ሗ࿌᭩䠄㻠᭶䠅䛻ศ䛡䛶බ⾲䠊

㻞㻜㻝㻡㻚㻣
䠄⡆᫆ㄪᰝ୰㛫
ᖺ䠅

㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻞

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼗㼛㼟㼔㼡㻙㼑㼕㼟㼑㼕㻚㼚㼑㼠㻛㼡㼜㼒㼕㼘㼑㼋㼒㼞㼑㼑㻛㻞㻜㻝㻡㻝㻞㻝㻜㼋㻤㻚㼜㼐㼒

ᖹᡂ䠎䠒ᖺᅜẸᗣ䡡ᰤ㣴ㄪᰝሗ࿌

ᰤ㣴⣲ᦤྲྀ≧ἣ䠈Ḟ㣗䡡እ㣗䠈㌟య≧ἣ䠈⏕ά⩦័䛚䜘䜃䛣䜜䜙䛾㡯┠䛾ᖺḟ᥎⛣䛺䛹㻟㻢㻟
䝨䞊䝆䛻ཬ䜆ヲ⣽䛺㈨ᩱ䠊
ẖᖺᐇ䛧䛶䛔䜛ᅜẸᗣ䞉ᰤ㣴ㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛿䠈ᴫせ䠄㻝㻞᭶䠅䛸ሗ࿌᭩䠄㻠᭶䠅䛻ศ䛡䛶බ⾲䠊

㻞㻜㻝㻢㻚㻠

http://www.e㼟㼠㼍㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㻿㻳㻝㻛㼑㼟㼠㼍㼠㻛㻳㻸㻜㻤㻜㻞㻜㻝㻜㻝㻚㼐㼛㻫㼋㼠㼛㻳㻸㻜㻤㻜㻞㻜㻝㻜㻝㼋㻒㼠㼟㼠㼍㼠㻯㼛㼐㼑㻩㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜㻠㻝㻣㻠㻠
ᅋሢ䛾ୡ௦䜢ྵ䜐ᅜ䛾୰㧗ᖺ⪅ୡ௦䠑䠌䡚䠑䠕ṓ䛾㏣㊧ㄪᰝ䠊
ᖹᡂ䠍䠓ᖺᗘ䛻ጞ䜑䜙䜜䛯䜒䛾䛷䠈ᑐ㇟⪅䛾ㆤ䠈ᗣ䠈ᑵᴗ䛾≧ἣ䜢ㄪᰝ䠊

➨䠍䠌ᅇ୰㧗ᖺ⪅⦪᩿ㄪᰝ

㻞㻜㻝㻡㻚㻝

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼟㼍㼕㼗㼕㼚㻛㼔㼣㻛㼖㼡㼐㼍㼚㻛㼏㼔㼡㼗㼛㼡㻝㻡㻛

５．国民生活に関する統計資料

メタボリック症候群などの生活習慣病の発生に

表４に国民生活に関する統計資料を示した．

影響を及ぼすリスクの状況を示すもので，
「健康

この中で国民健康・栄養調査は，喫煙・飲酒・

日本21
（第２次）
」
地方計画の策定と評価にぜひ参

運動習慣などの生活習慣の状況，肥満，高血圧，

照したい資料である．
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表５ 医療・介護に関する統計資料
㈨ᩱ䛾ྡ⛠
ᖹᡂ䠎䠒ᖺ་ᖌ䞉ṑ⛉་ᖌ䞉⸆ᖌㄪᰝ
⤖ᯝ

ෆᐜ䛻㛵䛩䜛䝁䝯䞁䝖䠋䝩䞊䝮䝨䞊䝆

᭦᪂ᖺ᭶

་ᖌ䠈ṑ⛉་ᖌ䛚䜘䜃⸆ᖌ䛻䛴䛔䛶䠈ᛶ䠈ᖺ㱋䠈ᴗົ䛾✀ู䠈ᚑሙᡤཬ䜃デ
⒪⛉ྡ䠄⸆ᖌ䜢㝖䛟䠅䛺䛹䜢ㄪᰝ䠊
㻡㻣ᖺ䜎䛷䛿ẖᖺ䠈ྠᖺ௨㝆䛿㻞ᖺ䛤䛸䛻ᐇ䠊

㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻞
䠄䠎ᖺ䛤䛸䠅

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼟㼍㼕㼗㼕㼚㻛㼔㼣㻛㼕㼟㼔㼕㻛㻝㻠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘
་⒪ಖ㝤䝕䞊䝍䝧䞊䝇

་⒪ᶵ㛵ཷデ䛾᥎ᐃᝈ⪅ᩘ䠈ཷ⒪⋡䠈㏥㝔ᝈ⪅䛾ᖹᆒᅾ㝔᪥ᩘ䛺䛹䛾㈨ᩱ
ㄪᰝ䛿䠏ᖺ䛤䛸䛻ᐇ䠊

㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻞
䠄㻟ᖺ䛤䛸䠅

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼟㼍㼕㼗㼕㼚㻛㼔㼣㻛㼗㼍㼚㼖㼍㻛㻝㻠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘
་⒪タㄪᰝ䠖䚷་⒪タ䛾ศᕸ䠈ᩚഛ䛾ᐇែ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛㟼ែㄪᰝ䛸䠈ẖ᭶
䛾㛤タ䡡ᗫṆ䛺䛹䛻䜘䜛ືែㄪᰝ䛛䜙䛺䜛䠊
ᖹᡂ䠎䠒ᖺ་⒪タືែㄪᰝ䡡㝔ሗ࿌ 㝔ሗ࿌䠖䚷㝔䠈⒪㣴ᗋ䜢᭷䛩䜛デ⒪ᡤ䛻䛚䛡䜛ᝈ⪅䛾⏝≧ἣཬ䜃ᚑᴗ⪅
䛾≧ἣ䜢ㄪᰝ䠊

㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻝

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼟㼍㼕㼗㼕㼚㻛㼔㼣㻛㼕㼞㼥㼛㼟㼐㻛㻝㻠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘
ᖹᡂ䠎䠒ཷ⒪⾜ືㄪᰝ䠄☜ᐃᩘ䠅䛾ᴫἣ

་⒪ᶵ㛵⏝ᝈ⪅䛾ཷ⒪≧ἣ䠈ཷ䛡䛯་⒪䛻ᑐ䛩䜛‶㊊ᗘ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䠊

㻞㻜㻝㻡㻚㻥
㻔㻟ᖺ䛤䛸䠅

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼟㼍㼕㼗㼕㼚㻛㼔㼣㻛㼖㼥㼡㼞㼥㼛㻛㻝㻠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘
ᖹᡂ䠎䠑ᖺᗘᅜẸ་⒪㈝䛾ᴫἣ

ᅜẸ་⒪㈝䠈ᅜẸᡤᚓ䠈ᅜẸ་⒪㈝䛾ᅜẸᡤᚓ䛻ᑐ䛩䜛ẚ⋡䛚䜘䜃䛣䜜䜙䛾ᣦᶆ
䛾ᑐ๓ᖺẚ䜢ྵ䜐䠊

㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻜

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼗㼛㼟㼔㼡㻙㼑㼕㼟㼑㼕㻚㼚㼑㼠㻛㼡㼜㼒㼕㼘㼑㼋㼒㼞㼑㼑㻛㻞㻜㻝㻡㻝㻜㻞㻥㼋㻟㻚㼜㼐㼒

་䚷⒪
་⒪ಖ㝤䝕䞊䝍䝧䞊䝇

་⒪ಖ㝤䡡་⒪㈝䛻㛵䛩䜛⯡ⓗ䛺ሗ䠈ไᗘู䠄⿕⏝⪅ಖ㝤䠈ᅜẸᗣಖ㝤䠈
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㝶᭦᪂

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼟㼠㼒㻛㼟㼑㼕㼟㼍㼗㼡㼚㼕㼠㼟㼡㼕㼠㼑㻛㼎㼡㼚㼥㼍㻛㼗㼑㼚㼗㼛㼡㼋㼕㼞㼥㼛㼡㻛㼕㼞㼥㼛㼡㼔㼛㼗㼑㼚㻛㼐㼍㼠㼍㼎
㼍㼟㼑㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘
ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ་⒪㈝䛾ືྥ

ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘ⿕ಖ
㝤⪅ᐇែㄪᰝ

ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ᴗ≧ἣ
ሗ࿌

ไᗘู䠈デ⒪✀㢮ู䠈་⒪ᶵ㛵✀㢮ู䠈་⒪ᶵ㛵䛾✀㢮ู䠈㒔㐨ᗓ┴ู䛾ᴫ⟬
་⒪㈝䜢ㄪᰝ䠊
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼜㼕㼏㼟㻛㼙㼑㼐㼕㼍㼟㻛㼥㼑㼍㼞㻛㻝㻠㻛㼐㼘㻛㼕㼞㼥㼛㼡㼔㼕㼋㼐㼍㼠㼍㻚㼜㼐㼒
ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ᗈᇦ㐃ྜ䛾ಖ㝤㈿ㄢ䛾≧ἣ䛚䜘䜃⿕ಖ㝤⪅䛾ᖺ㱋䠈ᡤᚓ䛾ㄪ
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㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼑㻙
㼟㼠㼍㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㻿㻳㻝㻛㼑㼟㼠㼍㼠㻛㻳㻸㻜㻤㻜㻞㻜㻝㻜㻝㻚㼐㼛㻫㼋㼠㼛㻳㻸㻜㻤㻜㻞㻜㻝㻜㻝㼋㻒㼠㼟㼠㼍㼠㻯㼛㼐㼑㻩㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜㻠㻠㻥㻜㻣
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䛛䠈ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘ䛾ἢ㠉䠈ᴗᴫἣ䛺䛹䛾㈨ᩱ䠊

㻞㻜㻝㻡㻚㻥

㻞㻜㻝㻢㻚㻟

㻞㻜㻝㻢㻚㻠

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼑㻙㼟㼠㼍㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㻿㻳㻝㻛㼑㼟㼠㼍㼠㻛㻸㼕㼟㼠㻚㼐㼛㻫㼎㼕㼐㻩㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜㻣㻝㻣㻥㻤㻒㼏㼥㼏㼛㼐㼑㻩㻜
ᅜẸᗣಖ㝤䛾⿕ಖ㝤⪅ᩘ䠈ಖ㝤ᩱ㈿ㄢ≧ἣ䠈⤥≧ἣ䠈デ⒪≧ἣ䛺䛹䛾ㄪᰝ䠊
ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘᅜẸᗣಖ㝤ᴗᖺሗ

ᖹᡂ䠎䠒ᖺㆤ⤥㈝ᐇែㄪᰝ䛾ᴫἣ

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼑㻙
㼟㼠㼍㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㻿㻳㻝㻛㼑㼟㼠㼍㼠㻛㻳㻸㻜㻤㻜㻞㻜㻝㻜㻝㻚㼐㼛㻫㼋㼠㼛㻳㻸㻜㻤㻜㻞㻜㻝㻜㻝㼋㻒㼠㼟㼠㼍㼠㻯㼛㼐㼑㻩㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜㻤㻞㻠㻣㻡
ㆤ⤥㈝䛾ཷ⤥⪅ᩘ䠈ཷ⤥⪅䠍ேᙜ䛯䜚㈝⏝㢠䠈ᒃᏯ䝃䞊䝡䝇䠈ᆅᇦᐦ╔ᆺ
䝃䞊䝡䝇䠈タ䝃䞊䝡䝇䛺䛹䛾≧ἣ䠊

㻞㻜㻝㻢㻚㻟

㻞㻜㻝㻡㻚㻤

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼟㼍㼕㼗㼕㼚㻛㼔㼣㻛㼗㼍㼕㼓㼛㻛㼗㼥㼡㼒㼡㻛㻝㻠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘

䚷ㆤ

ᖹᡂ䠎䠒ᖺㆤ䝃䞊䝡䝇䞉タ䞉ᴗᡤㄪ タ䞉ᴗᡤ䠈ㆤಖ㝤タ䠈ᚑ⪅䛾≧ἣ䛾㞟ィ䠊
ᰝ⤖ᯝ
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼟㼍㼕㼗㼕㼚㻛㼔㼣㻛㼗㼍㼕㼓㼛㻛㼟㼑㼞㼢㼕㼏㼑㻝㻠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘

６．医療・介護に関する統計資料
表５に医療・介護に関する統計資料を示した．

㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻜

断を実施する場合，まず，既存の統計資料を参
照していただき，その上で必要がある場合市区

これらの資料のうち医療費に関するものは，地

町村単位の独自の調査等により不足資料を補完

域の健康水準を経済的な側面から評価するのに

する必要がある．

役立つ資料であるが，地域の健康水準の向上が，
直ちに医療費に影響を及ぼすとは限らないので，
医療費の評価に当たっては，注意深い考察が必
要である．

８．政府統計調査に用いた調査様式
市区町村単位で独自の調査を計画する場合，
調査結果を都道府県や国と比較ができる形で資
料を収集する必要がある．例えば，生活習慣に
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関する質問票の作成に当たっては，質問票の文

表６は市区町村単位で集計されている各種統

言，レイアウトを国または都道府県等が実施し

計資料を集めたものである．市区町村が地域診

た調査と同じ形式にしたい．厚生労働省が実施
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みんなの健康を，みんなで守る

ヘルスプロモーション研究センター

「今こそ地域診断」
：既存統計資料を活用した地域診断

表６ 市区町村別の統計資料
㈨ᩱ䛾ྡ⛠

ෆᐜ䛾せ⣙䛸䝸䞁䜽ඛ
䠑ᖺ䛤䛸䛻ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛ᅜໃㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛾䛖䛱䠈ᕷ༊⏫ᮧู䛾ேཱྀ䠈ୡᖏ䠈ఫᒃ䛻㛵䛩䜛⤖
ᯝ䛚䜘䜃እᅜே䠈㧗㱋⪅ୡᖏ➼䛻㛵䛩䜛㞟ィ⤖ᯝ䠊
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している各種統計調査の調査票の様式について

ねっと」
を通じて公衆衛生活動に役立つさまざま

は，すべてネット上に公開されているので，参

な情報を提供しているが，本稿に掲載した統計

考にしていただきたい．

資料はすべて「公衆衛生ねっと」からもアクセス

http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/
ここからアクセスした平成27年国民健康・栄
養調査の「生活習慣調査票」は，以下のアドレス
から見ることができる．
http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/
h27_tyousahyou_seikatu.pdf

することができる
（図１）
．
例えば，最近の国民健康・栄養調査を見たい
ときは，以下のステップで見ることができる．
①
「公衆衛生ねっと」
へのアクセス
http://www.koshu-eisei.net/
②
「条件でNEWSを検索」
を選択
検索したい統計資料の種類，公表時期に応

９．
「公衆衛生ねっと」
による統計資料の検索
公益社団法人地域医療振興協会は「公衆衛生
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じて，
「分野・テーマ」
「用途・種類」
「期間」
よ
り適切な項目を選択
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http://www.stat.go.jp/data/s-sugata/index.htm

2016.6

ୗグࡢᅗࢆ㏣ຍ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
図１ 「公衆衛生ねっと」webサイトのトップページ

ࡇࡇࡽ᳨⣴ࡋࡓ࠸⤫
ィ㈨ᩱࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ

ᅗ㸯ࠕබ⾗⾨⏕ࡡࡗࠖweb ࢧࢺࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ

検索の例 「分野・テーマ」 17栄養・食生活

だけで行うのではなく，地域の医療従事者や地

「用途・種類」 調査・統計資料

域に暮らす住民自身も地域の健康課題に関心を

「期間」 2015年～2016年

もち，行政と一緒になって，その課題解決に地

③検索結果を表示

域ぐるみで取り組むことが求められる．

３件表示され３件目の
「平成26年国民健康・
栄養調査の結果」
を選択

まとめ
健康づくり活動に焦点を当てた地域診断に必
要な統計資料の所在や内容について概観した．
地域の健康づくり計画の策定と評価に役立てて
いただくことを期待している．地域診断は行政

584
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