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飲酒と健康に関する講演会

疫学から見た飲酒と循環器病

　ご紹介いただきました滋賀医科大学の三浦です。本日は、このような場でのお話の機会を頂きまして、
どうもありがとうございます。私の専門は、特に循環器疾患をはじめとする生活習慣病の疫学と予防で、
特に今日は、いろいろな疫学研究からのエビデンスを中心として、特に循環器疾患に焦点を絞ってお話
をさせていただきます。先ほど堤先生のお話もありましたが、堤先生は、私が金沢医大にいた時にご一
緒にお仕事をさせていただきましたが、循環器疾患のほうから話をしますと、もう少しお酒に関しては
厳しめのお話もさせていただくことになるかと思います。今年の５月頃、ランセットという世界的な雑
誌に、お酒と健康に関する大規模なメタアナリシスが発表され話題になりましたが、そちらのデータの
解説もさせていただこうと思います。
　近年、ビッグデータの時代ということで、AI を使ったり、いろいろはやってきていますけれども、
医学の領域では、元祖ビッグデータを扱っていたのは疫学の分野であります。ビッグデータと統計学が
あれば何でも分かるみたいな風潮がありますけれども、疫学的に間違ったことをすると危険ですので、
その辺りのビッグデータの取り扱い方も含めてお話ができればと思っています。
わが国の循環器疾患
　今日は、循環器疾患を中心にお話ししますけれども、こちらはご存じのように、わが国で１年間に亡
くなる方の死因の分類です（スライド１）。第１位
は悪性新生物で、１年間に 37 万人が亡くなります。
２位が心疾患、３位が脳血管疾患、すなわち脳卒中
です。再び３位になりました。心疾患と脳血管疾患
を合わせ、循環器疾患ということで厚生労働省の統
計では扱っています。合わせて 31 万人くらいの方
が１年間で亡くなられますけれども、がんに匹敵す
る重要な疾患になっています。大きく分けると、心
臓病と脳卒中の２つに分けられます。非常に重要な
疾患であるということです。これは死亡統計ですの
で、亡くなった方の人数ですけれども、発症する方、
かかる方はこの何倍もいて、亡くなられる方がこれだけということになります。
　今日の講演会は、特に高齢者に焦点を当てているということですが、循環器疾患というのは、死亡原
因としては高齢になってから出てくる疾患です。普通厚労省の統計などで、年齢調整死亡率というもの
を見てみますと、だいぶ循環器疾患は低下傾向にありますが、人口が高齢化してきていますので、日本
での死亡数、率ではなくて数で見てみますと、実は循環器疾患は、全体としては増加しています（スラ
イド２）。太線は脳卒中ですが、これは死亡数として若干低下傾向にあります。心疾患、すなわち心臓
病のほうは増加を続けており、全部合わせた循環器疾患全体が破線のラインになりますが、高齢化社会
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の中で、死亡数はむしろ増加しており、高齢化社会
においては非常に重要な疾患になっています。
　循環器疾患は、これまでも脳卒中、それから心臓
病の中でも、従来、主に心筋梗塞などの冠動脈疾患
が命に関わる病気ということで非常に重視され、発
症や死亡を予防する方法が研究されてきたわけです
けれども、循環器疾患に関しては、多くの疫学研究
で危険因子が明らかになっています（スライド３）。
代表的なものが高血圧や脂質異常症、糖尿病ですけ
れども、近年はメタボリックシンドロームが注目さ
れたり、あるいは心房細動という不整脈も重要な危
険因子です。こういった危険因子が明らかになって
いますが、危険因子を持っていない方はあまりかか
らない、非常にリスクが低いということも分かって
います。
　こういった危険因子がなぜ起きるのかということ
になりますと、遺伝要因よりも、好ましくない生活
習慣が原因で起きてくることがいろいろな研究でも
明らかになっています。食事も大きな原因ですし、
運動といったことも入りますけれども、この中に過
剰飲酒というものも入ってくるということです。喫
煙のように、危険因子を経ないで直接影響するもの
もありますが、多くは生活習慣から危険因子を経て、
脳卒中、心臓病に影響するということが分かってい
ます。近年は、さらに心不全や腎不全、それから要
介護状態や認知症、さらに進みますと、総合的な指
標として健康寿命といったものも非常に重要な指標
として出てきていますが、この多くに循環器疾患が
関わっています。この予防のためには、いろいろな
段階でそれぞれ予防対策を打つ必要があります。
　こちらはわれわれの研究グループで行ったイン
ターマップという研究です（スライド４）。1999 年
ころのデータですけれども、４カ国で飲酒量を国際
的に比較したものです。日本、中国、イギリス、ア
メリカと４カ国の一般の国民を対象にした比較研究
ですが、この４カ国の中で、日本の男性が一番お酒
をたくさん飲んでいました。１日平均で 30 グラム
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平成26年人口動態調査

わが国の循環器疾患による死亡数の推移（男女計）
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ですので、日本酒１合より多い量になりますが、１
日平均でも１合以上、この当時の日本人は取ってい
ました。女性は少ないのですけれども、男性では、
特に日本人の飲酒量はだいぶ多いのではないかと思
います。
飲酒と循環器疾患危険因子の関連
　お酒、あるいは多量飲酒が循環器疾患にどのよう
に影響するかということで、これから少しずつデー
タをお見せしたいと思います（スライド５）。まず
血圧や中性脂肪などは重要な危険因子ですが、これ
は上がるほうに働きます。一方、先ほど堤先生のお
話にもありましたけれども、お酒をたくさん飲んで
も、肥満になるかどうかは何とも難しいところで、
糖尿病への影響もいろいろ議論があるところです。
一方、これも堤先生のお話にありましたが、善玉
の HDL コレステロールは上昇するということが分
かっています。悪玉の LDL コレステロールについ
てはいろいろな議論はありますが、お酒を飲むと、
悪玉の LDL コレステロールは下がるのではないか
というのが、われわれの疫学研究でも認められます。
こういった循環器疾患、脳卒中あるいは心臓病です
けれども、促進的に働く部分と若干予防的に働く部
分があり、一筋縄ではいかないところがあります。
どちらかというと、血圧や中性脂肪などが強い関連
をするような循環器疾患は増える方向に働くでしょ
うし、血清脂質のほうが強い関連があるような循環器疾患は、若干抑制する、予防的に働く可能性もあ
るということで、総合的に考える必要があります。
　まず血圧との関連を見てみます。これもわれわれが参加した国際共同研究のインターソルトという研
究ですが、世界 32 カ国集団全体での分析です（スライド６）。お酒を飲まない人に比べて、飲む人の血
圧が幾つ高めになっているかという平均的な数字です。100-199 mL の辺りで日本酒を１日１合毎日飲
む程度ですけれども、若干高くなります。300-499 mL の辺りで毎日２合くらい飲む人たちですけれども、
非飲酒者に比べ３から４ mmHg ほど血圧が高くなっています。血圧との関連は、飲めば飲むほど血圧
がだんだん高くなります。この影響は習慣的飲酒による影響です。飲んですぐは血管が拡張して顔が赤
くなったりしますので、若干下がるかもしれませんが、長期的、習慣的に飲み続けたときの影響として
は、血圧がだんだん高くなるということがインターソルトで示されました。
　こちらは私が金沢にいた時の職域集団の対象者を長期間追跡し、飲酒量と血圧との関連を見たもので
す（スライド７）。左が横断解析、ベースラインでの血圧との関連、右が長期に追跡したその後の血圧
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習慣的飲酒による非飲酒者と比べた収縮期血圧の差
（インターソルト研究、世界32カ国52集団、約1万人の分析）

Marmot MG, et al. BMJ 1994年齢、BMI、喫煙、尿中Na, K排泄量を調整
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の上昇の傾きを見たものです。ベースラインでも飲
酒量が増えると、血圧はだんだん高めになってき
ます。１日２合、１日３合くらいで血圧が４から
５ mmHg 高くなってきます。１年当たりの血圧上
昇の傾きで見ますと、週 300 グラム以上、すなわち
１日２合以上飲むような人は、１年当たりの血圧の
上昇の傾きがかなり大きいので、だんだん血圧が上
がってくるということになります。ここに一つ高い
のがありますが、これは禁酒をした人ですけれども、
禁酒をした人の結果の解釈は非常に難しいので、後
でまとめてお話をしたいと思います。
　こちらは今私が厚労省の研究班で班長をしている
NIPPON DATA（ニッポンデータ）で以前出した
論文です（スライド８）。これは、国民栄養調査の
対象者において行っている研究です。1980 年、90
年と若干古いのですが、この時の高血圧になる人の
うち、何％が飲酒による高血圧で、何％が肥満に
よる高血圧かというのを試算したものです。当時
1980 年、90 年の日本人ですが、男性では高血圧の
人の 34％くらいが、多量に飲酒をすることによっ
て起きている高血圧であると説明できます。肥満
による高血圧が 15％くらいだったということです。
女性ではお酒を飲む人が少ないので、2.6％くらい
だけが高血圧によるものです。残りのところは食塩
摂取、運動不足など、いろいろなその他の生活習慣
が関係してくると思います。その後、肥満による高
血圧は近年増えてきていますけれども、日本人の男
性では、飲酒量が多い人がたくさんいますので、そ
れによって高血圧が起きているということです。
　こちらは私の前任の上島名誉教授が行ったお酒を
飲んでいる人がお酒を減らしたときに血圧が下がる
かという介入研究で、日本では、これが一番最初の
介入研究の結果です（スライド９）。まずお酒を飲
んでいる方にお酒を減らしてもらいました。最初に
減らしてもらったのが A 群で、減らすと下がりま
した。次の後半、普通に飲んでもらうと、また上が
りました。B 群は最初の期間は普通に飲んでもらっ

A. ベースラインの収縮期血圧の違い B. 1年間当たりの収縮期血圧の変化量の違い
（GEE法）
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アルコール摂取量と7年間の収縮期血圧の変化
（YKK研究、20-59歳の男性従業員3900人を7年間追跡）

P <0.05, P<0.01, P<0.001 vs 非飲酒者．

数値は年齢、体重、生活習
慣、職業要因で調整

NIPPON DATA the National Integrated Project for Prospective Observation of Non-communicable Disease And its Trends in the Aged
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飲酒習慣による高血圧
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生活習慣の高血圧への寄与割合
（NIPPON DATA80/90、男女別）

割合の算出に用いたオッズ比は年齢、飲酒、喫煙を調整
Nakamura K, et al. Hypertens Res 2006

Nakamura K, et al. Eur J Epidemiol 2007

スライド 7

スライド 8

節酒による収縮期血圧の低下
無作為化比較対照試験（降圧薬非服薬者64人）

Ueshima H, et al. Hypertension. 1993; 21: 248-52. 
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て、血圧測定に慣れてある程度下がったのですが、
その後、ここからお酒を減らしてもらったら、さら
に下がったということです。このような無作為化比
較対照試験というのは、その後も世界で多くされて
いますけれども、お酒を飲んでいる人が減らすと血
圧が下がるということは確立しています。こちらは
日本高血圧学会のガイドラインですが、世界の研究
をまとめまして、血圧が下がるいろいろな対策の中
で、お酒を減らすということが入っています（スラ
イド 10）。ある程度多く飲んでいる方がお酒を減ら
す。別にやめるわけではなく、減らすのですが、血
圧が約４mmHg 下がるというエビデンスが国際的
にも確立しています。血圧と飲酒との関係がきちん
とあるのは、疫学的に証明されています。
　飲酒と肥満との関連を少しお話しするのに、滋賀
県草津市の住民対象の研究で、今われわれがやって
います SESSA という研究の結果をお見せします。
SESSA では CT スキャンを撮って内臓脂肪や皮下
脂肪の面積を測っており、今年論文が一つ出ました
ので、ご紹介したいと思います。こちらの表ですが、
男性でお酒を飲まない人、それから量がだんだん増
えると、いろいろな肥満に関する指標がどうなるか
を示しています（スライド 11）。BMI が肥満度です
が、お酒を飲んでいない人とたくさん飲んでいる人
に、肥満度、BMI に差はありませんでした。お酒
を飲んでいるほど太っているということはないというのが滋賀県の集団での結果でした。CT で測った
内臓脂肪の面積と皮下脂肪の面積を見てみますと、内臓脂肪のほうは、若干お酒を飲む人のほうが増え
てくる。皮下脂肪のほうはあまり差がない。両者の比を取ってみますと、お酒を飲まない人に比べて、
飲む量が増えてくると、比がだんだん上がってきますので、内臓脂肪は、お酒を飲んでいる人のほうが
増えそうだという結果でした。先ほど堤先生のお話で、お酒を飲んでいる人が脂肪肝になるという話が
ありました。脂肪肝も内臓脂肪の一つですが、われわれが測っている内臓脂肪は腸の間にたまってくる
脂肪です。皮下脂肪はあまり増えていないのですが、内臓脂肪は増えるようだという結果であり、この
ことから健康面に良くない影響が出る可能性があります。
飲酒と循環器疾患の関連
　先ほどの図の一番下、循環器疾患との関連がどうなのかという話に行きたいと思います。まず動脈硬
化を詳しく見る検査をした結果ですが、CT で心臓を輪切りにしますと、心筋梗塞を起こす冠動脈とい
う血管は、動脈硬化を起こすとカルシウムが沈着して石灰化します。この石灰化の程度を測っています。

飲酒量別にみた各肥満・腹部脂肪分布指標の調整平均値
(SESSA：滋賀県草津市40-79歳男性、禁酒者除く998人）

平均アルコール摂取量 (g/週)
非飲酒者 0.1-160.9 161-321.9 322-482.9 ≥ 483 傾向P値

n 192 378 226 129 73

BMI (kg/m2) 23.3±0.2 23.5 ± 0.2 23.7 ± 0.2 23.9±0.3 23.4±0.3 0.489

腹囲 (cm) 84.0±0.6 85.4 ± 0.4 86.2 ± 0.5 86.3±0.7 85.4±0.9 0.042

腹囲／腰囲比 0.91±0.00 0.92 ±0.00 0.93 ± 0.00 0.93±0.01 0.93±0.01 0.007

VAT面積 (cm2) 105.3±3.9 117.7 ± 2.7 122.2 ± 3.5 133.2±4.7 125.3±6.2 <0.001

SAT面積 (cm2) 118.7±3.7 123.8 ± 2.6 121.0 ± 3.4 125.8±4.5 112.8±6.0 0.360

VAT面積割合 (%) 47.2±0.6 48.3 ± 0.4 49.7 ± 0.6 51.2±0.8 52.1±1.0 <0.001

VAT/SAT面積比 0.95±0.03 0.99 ± 0.02 1.04 ± 0.02 1.13±0.03 1.17±0.04 <0.001

平均値 ± 標準誤差 略：BMI, Body mass index； VAT, 内臓脂肪; SAT, 皮下脂肪

調整因子：年齢、喫煙本数、歩数、CVD既往、肝臓病既往

Sumi M, et al. J Epidemiol 2018 (in press)

スライド 11

11

＊1 メタアナリシス
＊2 無作為化試験

生活習慣修正による降圧の程度
（日本高血圧学会ガイドライン2014）

［JSH2014］ 生活習慣の修正

収縮期血圧
拡張期血圧

減塩＊1

（平均食塩摂取減少量＝4.6g/日）

DASH食＊2

減量＊1

（平均体重減少量＝4.0kg）

運動＊1

（30–60分間の有酸素運動）

節酒＊1

（平均飲酒減少量＝76％）

血圧減少度

0 2 4 6 8 （mmHg）

減塩（J Hum Hypertens. 2002; 16: 761–70），DASH食（N Engl J Med. 2001; 344: 3-10），減量（Cochrane Database Syst Rev. 2011; CD008274），
運動（J Hypertens. 2006; 24: 215-33），節酒（Hypertens Res. 2007; 30: 663-8）

スライド 10
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まだ病気が発症する前の石灰化を測るということで
す。滋賀県の 40 代一般住民の方 300 人、40 代です
のでまだ心筋梗塞が起きる前の比較的若い世代です
けれども、飲酒量と石灰化の有所見率を見てみます
と、お酒を飲まない人に比べて少し飲む人のほうが
若干下がります。それから飲酒量が増えてきますと、
だんだん有所見率が上がってきまして、１日３合以
上飲むくらいの人ではかなり高くなっています（ス
ライド 12）。これは主に血圧を介した影響が一番考
えられます。
　その他わが国から出ている幾つかの疫学研究の結
果を若干お示ししますが、これは JPHC スタディと
いうかなり大きな日本人のコホート研究です（スラ
イド 13）。脳出血リスクとの関連で、男性の 10 年
間追跡ですが、飲まない人に比べて、時々飲酒の人
が若干低くなります。ここを１としますと、だんだ
ん飲酒量が増えるに従って、脳出血のリスクは上が
りそうだということが分かります。また脳卒中の中
でも出血性でない主に脳梗塞、血管が詰まるほうで
すが、これはそんなにはっきり上がっている感じで
はありません。疫学は、かなり規模が大きくない
と傾向がきれいに出ないということもありまして、
２万人規模で 10 年間追跡しても、そんなにはっき
りした結果にはなっていません。
　これも日本国内の研究、CIRCUS という研究で、
これは秋田と大阪の集団を追跡している疫学研究で
すが、これは冠動脈疾患ですので、主に心筋梗塞の
リスクです（スライド 14）。飲まない人から飲む人
のほうが、若干リスクが下がってきて、飲酒量が増
えると少し上がるということで、心筋梗塞に関して
は上がるかもしれないという結果です。これも規模
が十分大きくないので一つのエビデンスということ
です。
疫学研究の落とし穴
　今まで疫学研究の結果を見てきましたが、これも
一つの結果なのですけれども、これは茨城県のかな
り大きなコホート研究で、これは死亡率を見たもの

アルコール摂取量と冠動脈石灰化(CAC)有病率
（ERA-JUMP研究、滋賀県一般住民、40歳代男性 300 人）

Okamura et al. Am J Cardiol. 2006; 98(2): 141-4

CCS: 石灰化指数 (Agatston score)

冠
動
脈
石
灰
化
有
所
見
率
（
％
）

飲酒量別の脳卒中発症リスク（JPHC study）

Iso H, et al. Stroke 2004; 35: 1124-9.

スライド 12

スライド 13

Kitamura A, et al. Am J Epidemiol 1998; 147: 59-65.

* P< 0.05

スライド 14
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です（スライド 15）。全死亡率です。あとがんの死
亡率も出ていますが、例としてお見せするのは、禁
酒したという方のリスクが高く見えるのです。最初
にちょっと言いましたが、ビッグデータを扱うと疫
学研究になってしまうのですが、間違った使い方を
していると、間違ったメッセージを世の中に発信し
てしまうというのが怖いところです。人によっては、
この図を見ると、禁酒するとリスクが上がる。ある
いはお酒を飲んでいる人は禁酒をしないほうがいい
みたいなメッセージに使われるのは間違いであり、
因果が逆転するということに注意しなければいけな
いという話です。
　ここで疫学研究における「因果の逆転」の話をし
ますが、非常にビッグなデータでも落とし穴には
まっている研究がよくあって、週刊誌で時々騒がれ
ているような研究で落とし穴にはまっている研究が
多くあります（スライド 16）。因果の逆転というの
は、原因と結果が逆転したものですが、観察研究で
は観察されることがあります。先ほどの例は、禁酒
者でその後の死亡率が高かったという観察結果です
が、ここから禁酒すると死亡しやすいので、禁酒す
べきではないというようなことを言う人がいるかも
しれません。しかし、実際は、禁酒する方は禁酒す
る理由があるわけで、病気などでリスクが高い人ほ
ど禁酒していたということの表れが先ほどのグラフ
である可能性が非常に高いということです。対策と
しては、最初に病気の方を除いて、健常な方のみで
分析する必要があります。疫学では、ここら辺は非
常に注意して分析するのですが、単に統計学だけを
使って分析しますと、逆転した誤った結果を世の中
に発信したりすることがあります。
　もう一つ疫学で大事な点は、「交絡」というのが
あります（スライド 17）。交絡というのは、観察す
る要因と疾病の発症の関係に影響を与える第３の因
子のことです。性別や年齢も代表的な交絡因子なの
です。例をお示ししますと、ある要因とある病気と
の関連があるかないか、特に因果関係があるかない

コホート研究における因果の逆転の例
（茨城県におけるコホート研究の結果）
禁酒者で死亡率高い‐‐‐‐禁酒により死亡率は高くなるか？

*p<0.05

*p<0.05

多
変
量
調
整
相
対
危
険
度

入江ふじこ、ほか。日本公衛誌 2001;48:95‐108.より作図

因果の逆転 (reverse causality)

 疫学研究では、原因と結果が逆転したものが観

察されるときがある。

 （例）「禁酒者で、その後の死亡リスクが高い

」のは、

 「禁酒すると死亡しやすいので、禁酒すべきで

ない」ということではなく、

 「病気などがあり、リスクの高い人ほど禁酒し

ている」可能性がある。

 病気の人を除いた健常人のみでの分析などが必

要

スライド 15

スライド 16

交絡 (confounding)

交絡因子 (confounding factor) とは、
観察する要因と疾病発生の関係に影
響を与える第3の因子である。

代表は、性別と年齢

スライド 17
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かを知りたいのですが、第３の交絡因子というもの
があって、交絡因子と今調べたい要因との関連が強
く、かつ交絡因子と病気との因果関係があったりし
ますと、要因と疾患の関連が見かけ上出てきてしま
います（スライド 18）。こういう経路で関連があり
ますので、統計学的に分析しますと、関連が出てし
まいます。これが交絡です。
　一つの例ですが、お酒を飲むと肺がんになりやす
いかを調べたいとき、喫煙というものが交絡因子に
なっている場合があるということです（スライド
19）。お酒を飲む人ほどたばこを吸いやすいという
強い関係があった場合、たばこを吸うと肺がんにな
るという確立している強い関連がありますので、お
酒と肺がんの関係が見かけ上出てしまいます。この
結果だけを見て、お酒を飲むと肺がんになりやすい
という結果を世の中に発信してしまったら、これは
誤りということになります。交絡を取り除くために
は、計画段階で取り除く方法や分析段階で取り除く
方法などがあります。例えばたばこを吸わない人だ
けで分析し、肺がんの関係を調べれば、たばこの影
響は取り除けますし、あるいは統計解析の時に統計
学的に調整し、この影響を取り除く方法もあります。
それは統計学の手法で取り除きます。
今年発表の大規模メタアナリシスの結果
　今から、今年の５月頃、ランセットに出ました大
きなメタアナリシス、これはたくさんの疫学研究を
集めて分析し直す研究ですが、これの結果を解説さ
せていただこうと思います（スライド 20）。先ほど
の因果の逆転とか交絡などをきちんと考慮しないと
誤った結果になりますが、この論文は、比較的それ
をきちんと取り除いてある論文です。先進国 19 カ
国で、途上国は入っていない分析です。全体 60 万
人を平均 10 年間追跡しています。日本人の集団も
一定数含まれています。それから、ここでは非飲酒
者を除外して、基本はお酒が飲める人のみで、それ
が少ないか多いかということで分析しています。こ
れは先ほどの因果の逆転というのがありますので、

交絡の模式図

 交絡とは、要因と結果との間の関連が、

第三の因子により歪められること

要因 疾患

交絡因子
条件１：相関あり

条件2： 因果的な関連

条件3：中間媒介変数でない。

？

交絡の例

 喫煙が交絡因子となって、飲酒と肺がんの関
連が見かけ上出現した。

 交絡を除く、研究計画・分析方法などが必要。

飲酒 肺がん

喫煙
飲酒者では、喫煙している
割合が高い。

喫煙は肺がんの要因

見かけ上の
関連が出現

スライド 18

スライド 19

1. 先進国19カ国の83コホート研究のメタアナリシス

2. 全体対象者数60万人、平均10年追跡、総死亡数4万人

3. 日本人集団も含まれる

4. 習慣的飲酒者での分析が主（非飲酒者は除外）

5. 脳心血管疾患既往歴無し、1年発症無しの対象者に限定

6. 比較レベルはアルコール週25g以下

スライド 20
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お酒を飲めない人とやめた人が非飲酒者には混じり
ますから、非飲酒者は特殊な集団ということで、メ
タアナリシスでは非飲酒者は除外しています。脳血
管疾患の既往がある人とか、１年以内に発症してい
る人も除いています。既に病気があって、お酒を減
らしている人などがいますので、因果の逆転を減ら
すために除いて分析しています。アルコール週 25
グラム以下を比較レベルにしていますので、週に大
体１合以下というような飲酒量の方を比較レベルに
して分析しています。
　こちらのグラフが、まず総死亡、とにかく亡く
なったかどうかです（スライド 21）。こちらが脳心
血管疾患イベント発症をしたかどうかですけれど
も、総死亡を見てみますと、横軸が週の飲酒量で
100、200、300 グラムになっていますので、大体日
本酒１合を毎日でしたら、150 くらいになりますか
ら、100 のところは、毎日飲む場合は１日１合以下、
週４から５合くらいのところです。この辺りまでは
フラットで、週 100 グラムを超えた辺りから死亡リ
スクが上がってきます。こちらは脳卒中と心臓病を
合わせた発症です。死亡ではなく発症です。見てみ
ますと、100 くらいのところまで下がってきました。
この辺りに底があり、そこからリスクが上がってく
るということで、これは若干飲んでいる人のほうが
リスクが低いということで、J 字型の関連になっていますが、中身に脳卒中と心臓病が混じっています
ので、全体として見ているのですが、比較的欧米からの研究がたくさん入っていますから、心臓病の割
合がかなり多いものを見ているということです。
　さらに細かく、これは全脳卒中の発症、こちらは心筋梗塞の発症です（スライド 22）。脳卒中に関し
ては、少ないレベルからじわじわ上がってきて、ずっと上がってくるということですので、J 字型では
なくて、少しずつ飲酒量が増えるとリスクが上がります。心筋梗塞の発症のほうは、ここら辺からずっ
と下がり、100 くらいで底になりまして、350 くらいのところで大体毎日２合くらい飲んでいることに
なりますけれども、心筋梗塞の発症に関しては、このメタアナリシスでは飲酒量が増えてもリスクが上
がらないという結果です。ですから、脳卒中と心筋梗塞はかなり違いますし、これはどのリスクファク
ターがどれくらい強く影響しているかということが関係します。この分析では、喫煙と糖尿病の既往だ
けは統計学的に調整をしています。ですから、その他の要因は調整していませんので、そういった他の
交絡因子の影響がある可能性があります。心不全の発症は、イベント数が多くないので、あまりはっき
りしませんが、高いほうがリスクは上がります。その他の心血管疾患の死亡リスクも、だんだん高くな

飲酒者における飲酒量と総死亡リスクおよび脳心血管イベントリスク
（先進19カ国の83コホート研究60万人、脳心血管疾患既往歴無し、1年発症無し）
（Emerging Risk Factors Collaboration/EPIC-CVD/UK Biobank Alcohol Study Group）

Wood AM, et al. Lancet 2018

ハザード比は年齢、喫煙、糖尿病既往を調整．性別分析．
アルコール週0-25gを比較レベルとするハザード比．
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飲酒者における飲酒量と脳卒中リスクおよび心筋梗塞リスク
（先進19カ国の83コホート研究60万人、脳心血管疾患既往歴無し、1年発症無し）
（Emerging Risk Factors Collaboration/EPIC-CVD/UK Biobank Alcohol Study Group）

ⒸLancet 2018
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ると上がることが分かります。
　これは総死亡リスクを男と女と分けて見たもので
すが、男は大体 100 を超えた辺りからずっと上がっ
てきます（スライド 23）。女性は飲酒量が男性より
少ないので、少なめでも若干男性よりもリスクが高
めであることが分かります。これはベースラインの
年齢別のグラフですが、若い方では飲酒量とともに
死亡リスクが大きく上がりますけれども、60 代の
ほうは若干緩やかでその後上がってきます（スライ
ド 24）。高齢者も、若い人よりも緩やかですがリス
クは上昇してきます。
　脳卒中を脳梗塞と脳出血とに分けてみますと、全
体の脳卒中でも比較的少ないところからじわじわ上
がってきましたが、脳梗塞も脳出血もそれぞれリス
クが上がってきます（スライド 25）。これは先ほど
日本のデータであまり上がらないようなデータがあ
りましたが、このメタアナリシスでは脳梗塞もきち
んとリスクが上がってきます。多分これも血圧の影
響ではないかと思います。
　こちらはお酒の飲み方別に総死亡リスクを見たも
ので、だいぶ小さい絵なので、これも元の論文を見
ていただくといいのですが、飲酒頻度が週２日以下
の方と週３日以上で、赤いのが週２日以下です。頻
度は低いけれども、１回にどんと飲むという方です。
週３日以上の方は、少しずつ毎日飲む方ですけれど
も、それよりも頻度が少なくてどかんと飲む人のほ
うがリスクは高く出ています。こちらはお酒の種類
別ですと、ビールとスピリッツは大体同じように上
がっていくのですが、ワインのほうが若干緩やかで
す。ワインのほうが若干リスクが上がりにくいとい
うことです。それから問題飲酒というのは、１回の
飲酒量が 100 グラムを超える。１回４から５合くら
い飲むような方です。そういった飲み方をされる方
と少しずつ飲む方を見ますと、赤いのが問題飲酒の
方ですが、そちらのほうがリスクが高いです。少し
ずつ飲む方のほうが緩やかで、200 グラムまでは横
ばいで、そこから上がってきます。ですので、毎日

Wood AM, et al. Lancet 2018
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飲酒者における飲酒量と総死亡リスク　（男女別）
（先進19カ国の83コホート研究60万人、脳心血管疾患既往歴無し、1年発症無し）
（Emerging Risk Factors Collaboration/EPIC-CVD/UK Biobank Alcohol Study Group）
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飲酒者における飲酒量と総死亡リスク（年齢階級別）
（先進19カ国の83コホート研究60万人、脳心血管疾患既往歴無し、1年発症無し）
（Emerging Risk Factors Collaboration/EPIC-CVD/UK Biobank Alcohol Study Group）
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Wood AM, et al. Lancet 2018

ハザード比は年齢、喫煙、糖尿病既往を調整．性別分析．
アルコール週0-25gを比較レベルとするハザード比．
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少しずつ飲むほうがリスクは低めということになり
ます。
　これは寿命との関連です（スライド 26）。飲酒量
０から 100 グラムの方に対しての寿命の短縮です
が、350 グラム、大体毎日２合飲むような方ですけ
れども、40 歳の時の余命が、男で５年、女で４年
ぐらい短縮するということで、寿命の短縮も多量飲
酒の方はかなりあるということです。少量の方は、
それほど大したことはありません。
　ということで、以上をまとめますと、この著者ら
は、全体で考えれば、アルコール摂取は週 100 グラ
ム未満にしたほうがよいということで、国によって
はもっと多い量を適量にしているところもあるの
で、もう少し控え目にしたほうがいいということで
す（スライド 27）。性別、年齢別でも同様の関係が
ありますし、多量飲酒の寿命短縮が４～５年ありま
す。また一度に多量の飲酒をするほうがリスクは高
くなります。
　一方、私がこの論文を見た範囲での研究の限界で
すけれども、飲酒量が自己申告であること、あるい
は長期間の飲酒量の変化を見ていないこと、それか
ら考慮していない交絡因子がある。これが重要だと
思うのですが、例えば食習慣が調整されていないの
です。お酒をたくさん飲む方の食習慣がありますの
で、例えば日本人ですと、お酒をたくさん飲む方は
食塩をたくさん取っている傾向が多分あると思うのですが、食塩摂取量を調整したりしていませんし、社
会的要因も調整されていません。大規模データであるメリットはありますが、大規模データだとそういった
細かい要因を調整できないので、規模が大きければいいというわけではないという点も注意が必要です。
まとめ
　これは日本高血圧学会のガイドラインですが、血圧が一番お酒に関しては厳しく出していると思いま
すけれども、大体男で１日１合くらいまで、女性ではその半分くらいということで、高血圧の方ではこ
のくらいお酒を控えたほうがよいという勧告を出しています（スライド 28）。それから先ほどの健康日
本 21 のほうも、飲酒に関しては血圧との絡みで目標値を設定しています（スライド 29）。世界全体で
見ますと、アルコールが寄与した死亡の死因別割合の中で一番大きいところが、循環器疾患です。とい
うことで、循環器疾患に関しては、お酒に特に注意する必要があります。
　これはわれわれの NIPPON DATA 2010 の研究結果ですが、国民栄養調査を 2010 年に受けられた方
に、追加でアンケート調査をしている結果です（スライド 30）。各種の生活習慣が高血圧の原因である
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Wood AM, et al. Lancet 2018ⒸLancet 2018

スライド 26

•総死亡リスク、各種疾患発症、寿命短縮を考慮
して、アルコール摂取は週100g未満にすべき
（⽇本酒相当で週4‐5合以内）

•性別、年齢別でも同様の関連
•多量飲酒（週350g以上）の寿命短縮は4‐5年
•⼀度に多量の飲酒（問題飲酒）は⾼リスク
限界：
•⾃⼰申告の飲酒量。飲酒量の変化の検討無し。
•考慮していない交絡因⼦（⾷習慣、社会的要因
等）

2018年 Lancet 論文のまとめ
（Emerging Risk Factors Collaboration/EPIC-CVD/UK Biobank Alcohol Study Group）

スライド 27
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と認知している人の割合ですが、例えば食塩の取り
過ぎで血圧が上がることは９割くらいの人が知って
います。肥満も 80％くらいの方が知っているので
すが、お酒の飲み過ぎで血圧が上がることを知って
いるのは 60％で、40％くらいの方が知らないとい
うことですので、こういった知識の普及は引き続き
重要であると思っています。
　以上まとめますと、飲酒は複数の危険因子を介し
て循環器疾患リスクに影響しますが、悪い面と良
い面と両方があるので、若干複雑です（スライド
31）。先ほどお示ししましたランセットのメタアナ
リシスでは、週 100 グラム以下が推奨されたという
ことです。それから脳卒中と心筋梗塞への影響が異
なりますが、どちらかというと、日本人は脳卒中が
多い民族ですので、若干厳しめに考える必要がある
だろうと思います。国民への啓発も引き続き重要で
あると考えています。
　以上、疫学的な面から飲酒に関して、特に循環器
疾患に関していろいろな解説をさせていただきまし
た。ご清聴ありがとうございました。

［JSH2014］ 生活習慣の修正

高血圧者における生活習慣の修正項目
（日本高血圧学会・高血圧治療ガイドライン2014）

生活習慣の複合的な修正はより効果的である

＊1 重篤な腎障害を伴う患者では高K血症をきたすリスクがあるので，野菜・果物の積極的摂取は推奨しない。糖分の多い果物の過剰な摂取は，肥
満者や糖尿病などのカロリー制限が必要な患者では勧められない。

1. 減塩 6g/日未満

2a. 野菜・果物 野菜・果物の積極的摂取＊1

2b. 脂質 コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控える

魚（魚油）の積極的摂取

3. 減量 BMI（体重（kg）÷［身長（m）］2）が25未満

4. 運動 心血管病のない高血圧患者が対象で，有酸素運動を中心に

定期的に（毎日30分以上を目標に）運動を行う

5. 節酒 エタノールで男性20-30mL/日以下，女性10-20mL/日以下

6. 禁煙 （受動喫煙の防止も含む）

スライド 28

厚生労働省. 健康日本21（第2次）の推進に関する参考資料．2012

健康日本21（第2次）における循環器の目標設定の考え方

スライド 29

各生活習慣が高血圧の原因であると認知している人
の割合

（NIPPON DATA 2010、男性1239人，女性1659人）

宮川、ほか．日本高血圧学会 2012

Take home messages

 飲酒は複数の危険因子を介して、循環器疾患
（脳卒中・心臓病）リスクに影響する

 本年発表の大規模メタ解析では、アルコール
摂取は週100g以下（日本酒週4-5合以内）の
死亡リスクが最も低かった

 脳卒中と心筋梗塞への影響は異なる

 多量飲酒の健康影響については引き続き国民
への啓発が必要

スライド 30

スライド 31
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《質疑応答》
A：大変ご丁寧な解説をしていただいて、ありがとうございました。私の理解がよくないのかもしれま
せんけれども、100 グラムうんぬんというお話でしたが、結局ランセットのメタアナリシスでは、J カー
ブは認められないということになるのですか？　
三浦：どれを一番主な結果と考えるかですけれども、彼らは総死亡リスクを一番重要なものとして結論
に持っていっています。循環器疾患の発症と考えますと、最初のほうに示した J カーブになっていまし
たが、それは結論としては用いていないということになります。
A：総死亡では必ずしも J カーブになっていないと言うことでしょうか。
三浦：総死亡で見ると、週 100 グラムを超えたところからリスクが上がってくるという解釈が彼らの結
論だったということです。


