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第５章  ライフステージ別に応じた取組  

 

 

 

 

 

 

それぞれのライフステージによって、生活習慣や健康状態は異なります。また、それぞれ

のライフステージは、独立したものではなく、前の段階での習慣や生活が、次の段階の健康

状態に大きく関わっています。 

 本章では、「健康日本 21」の区分を用い、生まれてからの人生を大きく６段階に分け、

それぞれのライフステージの特徴や健康課題、それらに応じた本市の取組を紹介します。 

 市民一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じた健康づくりを行うとともに、地域

や行政も、ライフステージに応じた支援を行う必要があります。 

  

ライフステージとは… 

「人の一生における、加齢に伴う諸段階」を表す言葉です。 
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重点テーマ 心身の健康の保持 

【がん検診】【働き盛りのうつ対策】 

【特定健康診査】【特定保健指導】など 

中年期（45 歳～64 歳） 

重点テーマ 生活の質の保持 

【介護予防事業】【地域包括ケアシステムの推進】 

【在宅療養支援】【日常医療体制の整備】など 

Ｐ．90 

高年期（65 歳以上） 

Ｐ．91 

重点テーマ 妊娠期からの切れ目のない支援 

【母子保健事業】【乳幼児健康診査】 

【口腔保健】【子育て支援事業】など 

幼年期（0 歳～４歳） 

Ｐ．86 

 

重点テーマ 心身の健康の維持・増進 

【がん検診】【働き盛りのうつ対策】 

【特定健康診査】【特定保健指導】など 

重点テーマ 正しい生活習慣の確立 

【こころの健康相談】【がん教育の推進】 

【飲酒・喫煙の健康影響に関する普及・啓発】など 

少年期（５歳～14 歳） 

重点テーマ 正しい生活習慣の定着 

【こころの健康相談】【がんや生活習慣病に関する普及啓発】 

【喫煙・飲酒の健康影響に関する情報提供】など 

Ｐ．87 

 

Ｐ．88 

 

青年期（15 歳～24 歳） 

壮年期（25 歳～44 歳） 

Ｐ．89 
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妊娠期からの切れ目のない支援 

 

▶▶▶ ライフステージの特徴 

妊娠期は、出産を控え母体の変化が著しい時期であるほか、親の生活習慣

が胎児や乳幼児の成長発達に大きく影響する時期です。 

幼年期は、生理的機能が次第に自立する時期であるほか、人格や習慣を形

成するのに重要な時期であり、健康なこころと身体を作る上で大切な時期と

なります。 

また、幼年期の健康づくりは、両親や家庭の影響が大きいため、妊娠期か

ら子育て期に至るまで、乳幼児やその家庭に対する切れ目のない支援が必要

です。 

 

▼ 妊産婦の方を対象とした主な取組  

 

・NO.５  飲酒に対する正しい知識の普及啓発         ▶ p.43 

・NO.６ 受動喫煙対策、禁煙支援              ▶ p.44 

・NO.９  妊産婦、乳幼児健康診査における育児、健康への支援 ▶ p.46 

・NO.10 八王子版ネウボラの推進              ▶ p.47 

・NO.48 妊産婦に対する医療体制の確保           ▶ p.72 

 

▼ 乳幼児のいる家庭を対象とした主な取組 

 

・NO.１  規則正しい食生活の推進              ▶ p.41 

・NO.３  規則正しい生活リズムの習得            ▶ p.42 

・NO.５  飲酒に対する正しい知識の普及啓発         ▶ p.43 

・NO.６  受動喫煙対策、禁煙支援              ▶ p.44 

・NO.９  妊産婦、乳幼児健康診査における育児、健康への支援 ▶ p.46 

・NO.10 八王子版ネウボラの推進              ▶ p.47 

・NO.15 口腔疾患の予防と機能の維持向上支援        ▶ p.52 

・NO.29 アレルギー疾患対策の推進             ▶ p.60 

・NO.32 予防接種の推進                  ▶ p.63 

・NO.33 施設における感染症集団発生の予防         ▶ p.63 

・NO.50 医療・健康心配ごと電話相談事業の推進       ▶ p.73 

・NO.62 小児初期救急医療の実施              ▶ p.81  

幼年期（０～４歳） 

幼年期（０～４歳） 

重点テーマ 
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正しい生活習慣の確立 

 

▶▶▶ ライフステージの特徴 

社会参加の準備の時期であり、生活習慣を確立する大切な時期です。 

疾病や障害の大幅な増加は見られませんが、歯科では、むし歯の急増

期となります。 

この時期の健康づくりは、学校や家庭を通じたものが重要となりま

す。 

 

▼ 主な取組 

 

・NO.１  規則正しい食生活の推進              ▶ p.41 

・NO.５  飲酒に対する正しい知識の普及啓発         ▶ p.43 

・NO.６  受動喫煙対策、禁煙支援              ▶ p.44 

・NO.７  生活習慣病などの疾病予防の推進          ▶ p.45 

・NO.11 こころの健康と病気の予防についての知識の普及啓発 ▶ p.48 

・NO.15 口腔疾患の予防と機能の維持向上支援        ▶ p.52 

・NO.21 がん予防の推進                  ▶ p.56 

・NO.22 がんに関する啓発・教育の推進           ▶ p.56 

・NO.23 人と地域とのつながりによる健康づくりの推進    ▶ p.58 

・NO.29 アレルギー疾患対策の推進             ▶ p.60 

・NO.31 薬物乱用防止対策                 ▶ p.62 

・NO.32 予防接種の推進                  ▶ p.63 

・NO.33 施設における感染症集団発生の予防         ▶ p.63 

 ・NO.62 小児初期救急医療の実施              ▶ p.81 

  

少年期（５～14 歳） 

幼年期（０～４歳） 

重点テーマ 
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正しい生活習慣の定着 

 

▶▶▶ ライフステージの特徴 

 

 

 

 

 

 

▼ 主な取組 

 

・NO.１ 規則正しい食生活の推進                  ▶ p.41 

・NO.２ 運動習慣の普及                     ▶ p.42 

・NO.５  飲酒に対する正しい知識の普及啓発            ▶ p.43 

・NO.６  受動喫煙対策、禁煙支援                 ▶ p.44 

・NO.11 こころの健康と病気の予防についての知識の普及啓発    ▶ p.48 

・NO.17 女性の健康づくりに関する普及啓発            ▶ p.54 

・NO.18 乳がん、子宮頸がんに関する知識の普及啓発と予防、検診  ▶ p.54 

・NO.21 がん予防の推進                     ▶ p.56 

・NO.22 がんに関する啓発・教育の推進              ▶ p.56 

・NO.31 薬物乱用防止対策                    ▶ p.62 

 

  

青年期（15～24 歳） 

重点テーマ 

生殖機能が完成し、子どもから大人へ移行する時期です。障害や疾病の

罹患は極めて少ないものの、自殺による死亡が見られるようになります。 

 学生生活や単身生活で、生活習慣に問題がある場合も多く、壮年期以降の

生活習慣の出発点として重要な時期です。 
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心身の健康の維持・増進 

 

▶▶▶ ライフステージの特徴 

 

 

 

 

 

▼ 主な取組 

 

・NO.１  規則正しい食生活の推進                 ▶ p.41 

・NO.５  飲酒に対する正しい知識の普及啓発            ▶ p.43 

・NO.６  受動喫煙対策、禁煙支援                 ▶ p.44 

・NO.７  生活習慣病などの疾病予防の推進             ▶ p.45 

・NO.８  特定健康診査、特定保健指導の実施            ▶ p.45 

・NO.11 こころの健康と病気の予防についての知識の普及啓発    ▶ p.48 

・NO.15 口腔疾患の予防と機能の維持向上支援           ▶ p.52 

・NO.17 女性の健康づくりに関する普及啓発            ▶ p.54 

・NO.18 乳がん、子宮頸がんに関する知識の普及啓発と予防、検診  ▶ p.54 

・NO.19 特定不妊治療費助成                   ▶ p.54 

・NO.20 がん検診の推進                     ▶ p.56 

・NO.21 がん予防の推進                     ▶ p.56 

  

壮年期（25～44 歳） 

重点テーマ 

就職、結婚、出産等により生活スタイルが大きく変化する時期です。 

生活習慣の乱れによる生活習慣病やストレス等によるうつ病の発症が

増加し始めるのもこの時期です。 

自分の身体や健康に関心をもつことが重要です。 
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心身の健康の保持 

 

▶▶▶ ライフステージの特徴 

高年期への準備期であり、身体機能が徐々に低下していく時期です。身

体障害の増加も多くなってきます。 

高年期における疾病や生活の質を視野に入れ、自分の健康を考える必要

があります。 

 

 

▼ 主な取組 

 

・NO.１  規則正しい食生活の推進                 ▶ p.41 

・NO.５  飲酒に対する正しい知識の普及啓発            ▶ p.43 

・NO.６  受動喫煙対策、禁煙支援                 ▶ p.44 

・NO.７  生活習慣病などの疾病予防の推進             ▶ p.45 

・NO.８  特定健康診査、特定保健指導の実施            ▶ p.45 

・NO.11 こころの健康と病気の予防についての知識の普及啓発    ▶ p.48 

・NO.15 口腔疾患の予防と機能の維持向上支援           ▶ p.52 

・NO.17 女性の健康づくりに関する普及啓発            ▶ p.54 

・NO.18 乳がん、子宮頸がんに関する知識の普及啓発と予防、検診  ▶ p.54 

・NO.20 がん検診の推進                     ▶ p.56 

・NO.21 がん予防の推進                     ▶ p.56 

・NO.23 人と地域のつながりによる健康づくりの推進        ▶ p.58 

  

中年期（45～64 歳） 

重点テーマ 
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生活の質の保持 

 

▶▶▶ ライフステージの特徴 

身体的に老化が進み、健康問題が大きくなる時期です。寝たきりなど

の介護を必要とするケースも現れるほか、歯の喪失による咀嚼の機能障

害など、生活の質にかかわる症状があらわれることもあります。 

生活の質を保持し、住み慣れた地域で生活を送れるよう、地域や保

健・医療・福祉の専門家による支援が必要となります。 

また、保健事業では、高齢者の特性を捉え、高齢者の虚弱（「フレイ

ル」）の進行を予防する取組へと転換することが必要となります。 

 

▼ 主な取組 

 

・NO.１  規則正しい食生活の推進             ▶ p.41 

・NO.４  高齢期の健康づくりの推進（介護予防の推進）   ▶ p.42 

・NO.14 口腔保健の普及啓発               ▶ p.52 

・NO.15 口腔疾患の予防と機能の維持向上支援       ▶ p.52 

・NO.17 女性の健康づくりに関する普及啓発        ▶ p.54 

・NO.20 がん検診の推進                 ▶ p.56 

・NO.23 人と地域のつながりによる健康づくりの推進    ▶ p.58 

・NO.32 予防接種の推進                 ▶ p.63 

・NO.42 かかりつけ医・歯科医・薬剤師の普及定着     ▶ p.70 

・NO.57 在宅医療と介護の連携強化            ▶ p.78 

・NO.58 在宅医療体制の充実               ▶ p.79 

・NO.59 認知症患者に対する支援             ▶ p.79 

・NO.60 終末期医療の普及啓発              ▶ p.79 

 

 

 

  

高年期（65 歳以上） 

重点テーマ 
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健康的な食生活を送るためには、具体的にどのようなことを心掛ければよいのでしょうか？

野菜不足や塩分の取りすぎなどは、食べ方を少し工夫するだけで、もっと健康的に改善すること

ができます。 

 

◆野菜足りていますか？ 
 

◎大人は 1 日 350ｇ以上野菜を食べよう 

 野菜には、ビタミン、ミネラル、食物繊維が多く含まれており、「高血圧予防」「コレステロ

ール値の低下」「肥満予防」「腸内環境の改善」など、生活習慣病の予防につながります。健康

増進の観点から、成人の野菜摂取量の目安は 350g とされています。 
 

◎野菜不足は、あとトマト半分 

 しかし、日本人の野菜摂取量の平均は 1 日 280g です。あと 70g 不足しています。では、

70g 追加で野菜を食べるにはどうすればよいでしょうか？これは、トマトであれば半分、野菜

炒めであれば皿半分程度とされています。 
 

◎火を通した野菜なら、不足の 70g も食べやすい 

 手軽にプラス 70g の野菜を摂取するために、食べやすい火を通した野菜を食事に取り入れ

ることがおすすめです。例えば、煮物の小鉢や野菜のスープなど、食事に一品火を通した野菜

を追加してみましょう。食事のレパートリーも自然に増え、日々の食生活も楽しく豊かになり

ます。 
 

◆ちょっとずつ、食べ方で減塩 
 

◎塩分の取りすぎは皆の課題 

 厚生労働省の基準では、1 日の塩分摂取量目安は男性で 8g 未満、女性で 7g 未満とされて

いますが、食塩摂取量の平均値は 10g であり、減塩は皆で取り組む必要がある課題です。 
 

◎「つゆは残す」「『かける』より『ちょっとつける』」「食卓に置かない」 

 減塩は、少しの工夫で簡単に実践できます。例えば、麺類（ラーメン・うどん・そば等）の

スープやつゆは、全部飲まずに残してみましょう。また、おかずに醤油を「かけて」しまう方

は、今度から「ちょっとつけて」みてください。これだけで食塩摂取量を減らすことができま

す。さらには、醤油などの調味料は皿に用意して、食卓に置かない習慣とすることも有効です。 
 

健康な食生活を送ろう 
 

参考元 

・健康寿命をのばそう！スマート・ライフ・プロジェクト 

・とうきょう健康ステーション 
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