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　2017年12月に厚生労働省が発表した15年の「都

道府県別生命表」で、本県の平均寿命は男性が

78.67歳、女性は85.93歳と、共に全国最下位でした。

背景にあるのは、がん、心疾患、脳血管疾患という

「三大生活習慣病」による死亡率の高さですが、働

き盛り世代の死亡率の高さも影響しております。中

でも40～60歳代の男性の死亡率が、他県と比べて

高いのが特徴です。これは喫煙率の高さや多量飲

酒、肥満、食塩摂取量の多さなど生活習慣に起因し

ています。

　一 方、近 年は

40～50歳代の死

亡率が著しく改

善しております。

10年調査からの

平均寿命の伸び

幅も男性が1.39

年と、長崎、山口

県に次いで高い

数字を示してい

ます。県などの健

康対策（特に自

殺対策）が奏功

していると思われ

ますが、真の短命県返上につなげるには、県民一人

一人がさらにどうするべきかを考えなければなりま

せん。

　これらの課題に対しては「水際対策」「根本対策」

の二つに取り組む必要があります。本県は、がんや

糖尿病が見つかった時にすでに進行している人が

多いことがデータでも示されています。他県に比べ

て特に死亡率の高い中年層を中心に、健診受診や

病院受診へと導くことが求められます。これが水際

対策です。

　しかし、これだけでは全ての解決になりません。

例えば、たばこを吸ってもすぐにはがんにならず、30

～40年を要します。生活習慣病対策は、少なくとも

小中学生時代にさかのぼって考えなければならず、

子どもたちへの健康教育を充実させることが必要

です。職場でも若者への健康教育が大事になって

きます。これらが根本的な対策です。

　ここで大切なのが、健康に関する正しい知識を身

に付ける「ヘルスリテラシー（健康教養）」という考え。

健診データを活用して健康に関する指標を読み解

く力を養い「健康の勉強は楽しい」と思わせること。

例えば、血圧測定後に「血圧とは何か」「動脈硬化

が進むと三大生

活習慣病で亡く

なる」「その根

源を絶つため生

活習慣を改善

する」「健診を

受ける」「健診

後は病院に行

く」「健 診で 異

常を指摘された

ら精密検査を必

ず受ける」へと

導く。系統立て

て分かりやすく

教えることが大切です。

　「行動変容」は長年身に付けた生活習慣を日々の

営みの中で徐々に変えていくことですが、行動を変

えるにはまず知識を付けて意識を変えなくてはなり

ません。人間は知識を得れば、次のステップへと

駆け上がります。健康意識のレベルの高い人ほど

健康になるのです。

　自治体や職場、学校を巻き込み、健康づくりをけ

ん引する人材の育成も必要です。青森県医師会の

「健やか力推進センター」は、住民の健康意識向上

や行動変容を図る対策を着 と々進めています。小中

学校での健康授業は100 校近くに及び、地域・職域

の健康づくりリーダーの研修・育成などを全県で展

開しています。健診と結果判断、啓発を即日で行う

「啓発型（新型）健診」も推進しており、この手法を

取り入れる事業所も出てきました。

　従業員の健康を維持して仕事の効率を高め、収

益につなげる「健康経営」が徐々に県内企業に浸

透しています。県内経済 5 団体も足並みをそろえ、

職域全体の健康増進の取り組み普及を後押ししま

す。また、県内40市町村のうち37市町村が「健康宣

言」しました。首長が手を挙げて健康宣言をするこ

とで、地域全体のモチベーションアップにつながり、

次の健康づくりの対策を打つことができます。

　弘前大の研究開発プロジェクト「COI（センター・

オブ・イノベーション）」では、地域住民の大規模な

健診データを活用して健康増進モデル構築に取り

組んでいます。東京大などの研究者と連携し、健康

データを解析する体制を整備。30社以上の大企業

などが参画し、健康に関連した商品・サービスの開

発を目指しています。

　トップの熱い気持ちに加え、一人一人が賢くなら

ない限り、健康づくりは進まず、短命県返上はかな

いません。本県の平均寿命は少しずつ改善しており、

自信を持って、産学官民での取り組みを進めてほし

いと思います。県全体で大キャンペーンを張るくら

いの“本気”の取り組みが最終的に実を結びます。

青森県の挑戦に全国が注目しています。

東奥日報「短命県返上」キャンペーン

健康づくりは職場から

健康経営こそが短命県返上の近道

中小企業ではあらゆる業種で人材不足が深刻です。働き盛りの40～50代を中心に、大事な人材が一人でも長期休職したり、亡くなっては
経営に支障を来しかねません。職場で、地域で、いかに効果的な健康づくりを進めるか―。その解決策の一つとして、県内でも注目を集めている
のが健康投資や健康経営です。東奥日報社は2018年度、短命県返上キャンペーンの一環で「青森県健康経営導入プロジェクト」を展開します。

　県内で約45万人が加入する全国健康保険協
会（協会けんぽ）青森支部によると、生活習慣病
に起因する医療費は全ての年代で増加していま
す。また、休職者対象の傷病手当金の給付件数
も2012年度の9722件に対し、17年度は21％
増の1万1788件と伸び続けています。少子高齢
化で職場の平均年齢が上がった現在、従業員
の健康維持が最大の課題となっています。健康
な従業員は経営資源であり、職場の健康増進は
投資という考え方が広まっております。

職場の健康増進は投資

　労働人口の減少や、心の病気の増加、
経営の合理化など、企業を取り巻く環境
が変化している中、注目されているのが
「健康経営」。生産性アップや企業ブランド
の向上、疾病手当の負担軽減などが期待
できます。40～50代の働き盛りの死亡率
の高さが顕著な本県でも、短命県返上の
ためには職域での健康増進がより重要に
なっているのです。

健康経営で生産性ＵＰ

　県は１７年４月、従業員の健康増進に向け
積極的に取り組む事業所に、お墨付きを与
える「健康経営認定制度」をスタート。職場
の若い人や働き盛りの40～50代に健康を
維持してもらい、本県の健康寿命を延ばして
もらうのが目的です。認定事業所は１８年５
月25日までに105社になりました。こうした
事業所では禁煙治療の自己負担額の助成、
定期的な血圧・体重測定、「休肝日」「休甘日」
の設定など独自の取り組みで健康づくりに
努めています。

県認定事業所105社

青森県健康経営応援プロジェクト

　近年、国をはじめ自治体において、従業員の健康管理を経営

的視点でとらえ、戦略的に取り組んでいる事業所を認定する

制度が創設されるなど、全国的に「健康経営」の導入が推進され

ています。本県においても、「青森市・あおもり健康アップ実践

企業認定制度」、「弘前市・ひろさき健やか企業」、「むつ市・

すこやかサポート事業所認定制度」などに加え、昨年度から

青森県による「青森県健康経営認定制度」が実施されています。

　このように青森においても健康経営に取り組む環境が整備

されておりますが、健康経営の導入には、各企業・事業所の

経営者が従業員の健康を意識しながら、従業員と共に会社を

経営していく意識を持ち、一人一人に寄り添う姿勢をまず示

すことが大切だと考えております。

　当連合会においても、青森経済同友会、青森県商工会連合

会、青森県中小企業団体中央会、一般社団法人青森県経営者

協会の経済5団体は 2017年11月に健康経営導入の推進に強

力に取り組むべく、「健康経営キックオフ・イベント」を実施。全

国健康保険協会青森支部の健康宣言に向けて新たに３千事業

所が登録する事を目指すなど、これまで以上に健康経営の普

及啓発に努めます。さらにこれからも行政や関係機関と連携し

て各事業所の経営者が従業員の健康のためにやれることか

ら実施することを基本に、「健康経営」推進による短命県返上

を目指してまいります。

「健康宣言」で健康経営の第一歩を
全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部　支部長 工藤 達也

企業の健康経営のすすめ
青森県商工会議所連合会　会長 若井 敬一郎

　従業員の健康を会社の大事な経営資源と考え、「健康経営」に

取り組む企業が増えています。「人材＝人財」であり、従業員

の健康づくりは、生産性の向上や企業のイメージアップ、人材定

着・確保につながり、企業、地域、そして家族にとっても良いこ

とずくめと考えております。

　2017年11月には、協会けんぽ青森支部と県内経済５団体と

の間で「健康経営の普及を目指した連携協定」を締結しており、

18年5月時点で健康宣言事業所数が230社に達するなど健

康経営の取り組みは一気に加速しています。

　健康宣言していただいた後、事業所の健康度が分かる

「事業所健康度診断書」の作成など、アフターフォローにも

全力でサポートしてまいります。

　先般発表された15年時点の平均寿命の発表で、本県は引き

続き最下位ではありましたが、伸び幅は全国上位であり、

最下位脱出の兆しが見えていると強く感じております。短命県

返上に向けて、職場でできる近道が健康経営であり、その

第一歩が健康宣言です。

　協会けんぽにご加入の事業所さま、次は皆さまの職場です。

健康宣言の方法はとても簡単です。まずはご連絡をお待ち

しております！

記事監修：弘前大学 大学院医学研究科 特任教授 中路 重之氏

中路 先生に聞く

［プロフィール］なかじ・しげゆき　1951年生まれ。79 年弘前大学医
学部卒業。 83 年に同大大学院医学研究科修了。2004年、同大大
学院医学研究科社会医学講座教授。12年、同大大学院医学研究
科長。16年同大大学院医学研究科教授。17年4月から現職。青
森県医師会「健やか力推進センター」センター長。
専門はがんの疫学、地域保健など。

「Dr 中路が語る あおもり県民の健康」改訂版を
新しい公表データも盛り込み15年3月発行。東
奥日報社刊。B6判204ページ。1400円（税別）

弘前大学大学院医学研究科特任教授

中路 重之

〈著書紹介〉
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青森県の傷病手当金支給件数の推移

※協会けんぽ青森支部保険給付費データより
2012 13 14 15 16 17年度（件）

青森県の働き盛り世代の健康づくりを推進
するため、従業員の健康管理を経営的視点
から考え、戦略的に実践する「健康経営®」に
取り組む県内事業所を、「青森県健康経営事
業所」として認定する。

県税の滞納がない、関係法令への違反がない、暴力団との関係がないなどの県内事業所前提要件

安衛法に定める定期健診の受診、従業員を対象とした健康づくりの
実施、メンタルヘルス対策の実施等9項目から4項目以上を選択

選択要件

県入札参加資格申請時の加点（建設工事、物品・役務）、求人票に青森県健康経営事業所である旨の表示、県特別
保証融資制度「未来を変える挑戦資金」の利用、県内金融機関による低利融資、県ホームページでの事業所紹介

企業の
メリット

健康管理体制の構築、がん検診の受診勧奨、受動喫煙防止対策の実施等の6項目
❶事業主自身の健康診断の受診、健康宣言の実施。 ❷県医師会健やか力推進センター研修など
の修了者を健康づくり担当者として定めるなどの健康管理体制の構築。 ❸がん検診の受診勧奨
及び勤務時間内にがん検診を受診できる体制の構築。 ❹受動喫煙防止対策の実施、空気クリー
ン施設（施設内禁煙）の認証。 ❺40歳以上の従業員の健康診断の結果把握。 ❻労働保険料と社
会保険料の完納。（社会保険料については適用除外に該当する場合を除く。）

必須要件
青 森 県 で は

青森県健康経営認定制度
を実施しています

青森県健康経営認定制度 検索

青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課健やか力推進グループ　〒030-8570 青森市長島1-1-1　TEL017-734-9283　FAX017-734-8045

認定期間／2年間
（2年ごとに更新可能）

※「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

青森県の平均寿命の推移 〈丸数字は都道府県順位〉

※青森県（女）の1995年は阪神・淡路大震災の影響を除いた順位　※都道府県別生命表の概況より
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男性の年齢階級別の死亡率
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（男性の平均寿命全国1位の滋賀県の死亡率を1とした場合の比較）
※２０１６年人口動態統計
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健康づくり担当者養成研修 （各会場50人）

6月27日（水） 弘前市・弘前文化センター
7月11日（水） 南部町総合保健福祉センターゆとりあ
8月29日（水） 十和田市民文化センター・
 生涯学習センター
9月11日（火） 青森市・ねぶたの家ワ・ラッセ
9月27日（木） 五所川原市中央公民館

申し込み
青森県健康経営認定制度では健康づくり担当者の設置を必須要件
として定めています。

青森県医師会健やか力推進センター
TEL 017-763-5590


