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アルコール飲料と健康に関する政策
野田 広
厚生労働省健康局生活習慣病対策室長
ただいまご紹介に預かりました野田でございます。本日はこのような発言の機会をいただきまして、
誠にありがとうございます。私は、玉木理事長のごあいさつにもございましたけれども、生活習慣病、
健康づくりという視点からこの問題につきましてお話をさせていただきたいと考えております。
厚生労働省では、
「健康日本 21」
、21 世紀における国民健康
づくり運動ということで、西暦 2000 年（平成 12 年）から国民
運動を行っております。運動期間は医療費の適正化、医療制度
改革などがございまして、本来ですと 10 年間であったんです
けれども期間が 2 年間伸びまして、平成 12 年から平成 24 年と
いうことでこの運動が行われているところでございます。
この運動は、今年の 3 月からもともとはスタートのときから
評価をするということになっておりまして、これを開始いたし

健康日本２１
（２１世紀における国民健康づくり運動）
の最終評価
平成１２年～平成２４年（運動期間）について平成
２３年３月から開始、取りまとめ結果
厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会へ
１０月１４日に報告

ました。この間の中間評価も行われていますが、今回は最終評価ということでございまして、この結果
につきまして先ごろ、厚生科学審議会の地域保健健康増進栄養部会に報告されたところでございます。
アルコールの話に入ります前に、全体像ということでお話を
申し上げたいと思います。最終評価につきまして、健康日本
21 というのは具体的な指標がございまして、9 分野で 80 項目
ございます。21 項目ほど重複がございまして、単体で見ます
と 59 項目が評価項目であったわけですけれども、この 100％、
59 項目のうち「目標値に達した」というのが 10 項目、「達し
ていないが改善傾向にある」というのが 25 項目等々というこ
とで、
「悪化している」というものも 9 項目あったということ

最終評価の結果概要
健康日本21の９分野（栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの
健康づくり、たばこ、アルコール、歯の健康、糖尿病、循環器病、がん）
80項目の目標のうち、再掲21項目を除く59項目の最終評価結果
評価区分（策定時の値と直近値を比較）該当項目数（割合）
Ａ 目標値に達した
10項目 （16.9％）
Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある 25項目 （42.4％）
Ｃ 変わらない
14項目 （23.7％）
Ｄ 悪化している
9項目 （15.3％）
Ｅ 評価困難
1項目 （ 1.7％）
59項目（100.0％）

次期運動に向けた今後の取組
最終評価は、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会に報告
→平成25年度以降の次期国民健康づくり運動に向けた議論に反映

でございまして、この目標値に達したというところは統計学的にもきちんと差があるという意味であり
ます。
B のところの「改善傾向にある」というのは、数の上では変化が見られますが、必ずしも統計学的に
有意性がはっきりと出ていないものということで、評価しているものでございます。あとは、
「評価困難」
といいますが、これは比べる指標がないとか、そういうことでございます。
今後につきましては、先ほどの地域保健健康増進栄養部会に報告され、今月の 25 日から専門委員会
が立ち上がりまして、具体的な健康づくりに向けた詳細な議論が開始されるというスケジュールになっ
ております。
元に戻るということになるんですけれども、健康日本 21 の中では、アルコールにつきましては、こ
の 5 の 1、5 の 2、5 の 3 でございますが、3 つほど指標がございました。のちほど少し詳しくご紹介申
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し上げますけれども、先ほどの B に当たるものが 1 つ。それ
から、C に当たるもの、C というのは「変わらない」ですね。
B は「改善傾向にあると、ただ目標値には達しない」というも
のでありますけれども。それは C が 2 つでございました。
これが当初の目標とするところで、例えば、多量に飲酒する
人の割合ということで、男性と女性で、現状というのは、これ
は平成 12 年の時点でのベースラインとした数なんですけれど
も、これは実際には平成 8 年のデータが使われていたというこ

アルコールの指標（健康日本２１）
５．１多量に飲酒する人の減少
多量に飲酒する人の割合
現状*
２０１０**
４．１％
３．２％以下
5.1a 男性
5.1b 女性
０．３
０．２
* ：平成８年度健康作りに関する意識調査（財団法人健康・体力づくり事業財団）
**：２割以上の減
多量に飲酒する人：1日平均純アルコール約60ｇ を超えて摂取する人
５．２未成年者の飲酒をなくす
現状*
飲酒している人の割合
5.2a 男性（中３）
２６．０
5.2b 男性(高３）
５３．１
5.2c 女性（中３）
１６．９
5.2d 女性(高３）
３６．１
*：平成８年度未成年者の飲酒行動に関する全国調査

２０１０
０％
０
０
０

５．３節度ある適度な飲酒の知識の普及
現状
２０１０
知っている人の割合
5.3a 男性
５０．３％
１００％
5.3b 女性
４７．３
１００
節度ある適度な飲酒：１日平均純アルコールで約20ｇ 程度の飲酒

とで、この 2010 年段階でそれぞれ 4.1％を 3.2％、0.3％を 0.2％にするというような目標であったという
ことで、未成年の飲酒というのは当然 0％なんですけれども、そのときの現状がここにございますよう
に、中 3 で 26％、高校が 53％、女性が中学が 17％、高校が 36％という状況であったわけです。
それから、これは節度ある適度な飲酒の知識の普及というよ
うな項目がございまして、これは実際にアルコールの害につい
てきちんとした知識があるかどうかということで、例えば、あ
るがんの原因になっているかどうかといったような知識を問う
ような設問によって評価するといったような内容でございます

５．アルコール
目標項目：５．１ 多量に飲酒する人の減少 ［多量に飲酒する人の割合］（１日平均純アルコール約 60 ｇ 超えて摂取する人）
策定時のベースライン値
中間評価
直近実績値
目標値
（H８年度健康づくりに関する
（H16年国民健康・栄養調査）
（H21年国民健康・栄養調査）
意識調査）

5.1a 男性 3.2%以下

4.1%

5.1b 女性 0.2%以下

0.3%

5.4%

4.8%

0.7%

0.4%

コメント

○ベースライン値と直近実績値では、調査内容が異なるため、比較することは困難である。
○男性では中間評価と直近実績値の間に有意な変化はみられなかった（片側Ｐ値＝0.14）。
○女性では中間評価と直近実績値の間に有意な変化はみられなかった（片側Ｐ値＝0.051）。

（１）直近実績値データ分析

（２）データ等分析上の課題

（３）その他データ分析コメント

けれども。おおむね半分の方が知っている現状にあるというの

○国民健康・栄養調査では、飲酒頻度と飲む日の飲酒量をそれぞれカテゴリーに分けて尋ねているため、
健康日本21の 多量飲酒の定義に合った正確な割合が集計できない。
○平成15年、20年に実施された成人の飲酒実態調査結果を比較すると、飲酒者割合も飲酒日に60グラム以上飲酒
して いる者の割合も低下傾向にある。しかし、アルコール依存症の有病率は、男性は低下、女性は上昇傾向にある
（表５－ １）。
○上記実態調査結果によると、若年女性の飲酒者割合の伸びが大きく、平成20年調査の20～24歳では、女性が男
性を 凌駕している（図５）。
○患者調査ではアルコール依存症の推計患者数は低下傾向にあるが総患者数は上昇傾向（表５－２）。
○アルコール依存症の専門治療施設調査では女性及び高齢患者の増加傾向が認められる（表５－３）。
○アルコール依存症の主要な自助グループは断酒会とAAである。断酒会の会員数は低下傾向にある。しかし、これ
は 必ずしも全アルコール依存症者数を反映しているとはいえない。AAは会員数に関する統計は存在しないが、グ
ループ数 に関しては増加傾向にある（表５－４）。

○男女とも変わらない。

C

（４）最終評価

を 100％にしようということでございました。適度な飲酒とい
うのが 20 グラム程度の飲酒ということで、これはご存じのと

（５）今後の課題・対策抽出

○多量飲酒の定義を再検討すべきである。国民により浸透しやすいように、例えば「現行の１日約60グラム
を超える」か ら「60グラム以上」にする。
○多量飲酒低減のための対策がさらに強化されるべきである。例えば、
・多量飲酒低減のための簡易介入手法の普及啓発。
・多量飲酒低減のための啓発活動の強化。
○多量飲酒の定義および調査票の質問内容を再検討する必要がある。

おり、ビールでいうと 500cc ぐらいです。そういったような知識ということです。
少し細かくなってしまいますが、これは各最終評価の評価表になります。これはほかの分野にもござ
いまして、アルコールは 5 番目ということで 5 ですけれども、詳細なことが書かれているわけです。先
ほどご紹介しました、この男性が 4.1％だったものがどうなったかということで、中間評価のところで
5.4％。それから、直近実測値で 4.8％。女性で 0.3％、0.7％、それで実績値で 0.4％ということで、数字
上は差があるんですけれども、統計学的に変わったか変わんないかといったことで評価しますと、C と
いうことで「変わらない」という評価でありますし、当然、統計学的な部分については示されているわ
けでございます。
本日少し詳細に見ていきたいと思いますのは、この値もそう
なんですけれども、
「その他データ分析コメント」というとこ
ろに書かれております関係で評価チームがさまざまなデータを

アルコール摂取（健康日本２１最終評価資料から）
表５－１：. わが国成人一般人口の飲酒者の割合、60グラム以上飲酒する者の割合、アルコール依存症
の有病率の変化
平成15年、20年に実施された成人の飲酒実態調査結果を比較すると、飲酒者割合も飲酒日に60グラム以上飲酒して い
る者の割合も低下傾向にある。しかし、アルコール依存症の有病率は、男性は低下、女性は上昇傾向にある。

平成15年調査a)

検討して、また、グラフなども示しておりますので、そこを少
飲酒者割合1)
60g以上飲酒者割合2)
アルコール依存症有病率3)

しご紹介したいと思います。
まず、その他データ分析コメントということで、ここに書い
てある内容であります。平成 15 年と 20 年のデータを比較する
ということでございますけれども、飲酒者の割合については若

平成20年調査b)

男性

女性

男性

85.3%
12.7%
1.9%

60.9%
3.7%
0.1%

83.1%
12.0%
1.0%

女性
61.8%
3.1%
0.3%

資料.
a) 平成15年度厚生労働科学研究 「成人の飲酒実態と関連問題の予防に関する研究（主任研究者 樋口進）」
b) 平成20年度厚生労働科学研究「わが国における飲酒の実態ならびに飲酒に関連する生活習慣病、公衆衛生上の諸
問題とその対策に関する総合的研究 (主任研究者 石井裕正)」
注.
1) 飲酒者とは、調査前12ヵ月に1回以上飲酒した者
2) ふだんの飲酒日の平均飲酒量が60グラム以上の者
3) アルコール依存症とはICD-10の診断ガイドラインを満たす者

干ですけれども男性については低下しているということ。女性については、ほぼ変わりませんが若干増
えている、と。

－2－

アルコール飲料と健康に関する講演会

それから、60 グラム以上、これは大量飲酒という定義でありますけれども、これを見ますと男性は
そんなに変わらないということであると思いますが、女性も少し「変わらない」が若干下がっている。
一方で、この有病率ですが、有病率は男性が減っていると、女性のほうは若干ですが増えているという
ような評価になっております。
それから、また次の視点で、女性の飲酒者の割合について述
べています。成人の飲酒者の割合の変化でございます。この実

図５
(%)

100

線のほうが新しいデータで、点線のほうが古いデータというこ

80

とで、15 年と 20 年を比較していると。当然ながら青いほうが

60
平成15年度（男性）

40

男であります。男性につきましては先ほどデータにもありまし

20

たけれども、上がったり下がったり少し上下していますけれど
も。評価チームの特に注目しているのは、この若い世代で女性
が、
この男性のとこと女性のとこをちょっと比べていただくと、

成人の飲酒者割合

若年女性の飲酒者割合の伸び大きく、平成20年調査の20～24歳では、女性が男性を 凌駕している。

平成15年度（女性）
平成20年度（男性）
平成20年度（女性）

0

資料：平成15年度厚生労働科学研究 「成人の飲酒実態と関連問題の予防に関する研究（主任研究者 樋口進）」
平成20年度厚生労働科学研究「わが国における飲酒の実態ならびに飲酒に関連する生活習慣病、
公衆衛生上の諸問題とその対策に関する総合的研究 （主任研究者 石井裕正）」

ここの飲み始めの部分にちょっと注目していまして、女性の若い方が少し多く飲まれる傾向にあるので
はないかということを言っています。
次ですけれども、これは患者数から見たということで、これ
はアルコール依存症であります。総患者数という数、それから

表５－２. アルコール依存症患者数の推移

推計患者数という数が出てきますけれども、推計患者数はいわ

アルコール依存症の推計患者数は低下傾向にあるが総患者数は上昇傾向

推計患者数（千人）1) 平成11年 平成14年 平成17年 平成20年

ゆる患者調査で、その日に受診もしくは入院されている方々の

入院

13.5

12.2

12.1

数ということです。総患者数はその日において継続的に医療を

外来

3.6

4.8

4.6

4.0

受けている患者数ということで、患者さんの平均の受診、診療

総数

17.1

17.1

16.7

13.1

総患者数（千人）2)

37

42

43

44

間隔というのが分かるもんですから、それに一定の係数、具体

9.1

資料．患者調査
注.
1) 推計患者数: 調査日当日に、病院、一般診療所で受療した患者の推計数
2) 総患者数: 調査日現在において、継続的に医療を受けている患者の推計数

的に言うと 7 分の 6 という数を掛けるんですけれども、それで

大体継続的に入院なり初診、それから再来の患者さんが継続的に医療を受けているということで、どの
くらいいるかというのが総患者数ということでありますけれども。推計患者数のほうを見ます限り、数
としては減っているのではないかということであるわけですけれども、総患者数のほうを見ますとこの
平成 11 年の時点、健康日本 21 が始まる前の年の時点から比べると増えているという傾向が見られたと
いうことでございます。
それから次が、アルコール依存症の専門施設調査ということ

表５－３.アルコール依存症専門病院新規受診者における
女性・高齢者の割合の推移1)

でございます。これを見ますと新規の受診者総数ですが、9 年

アルコール依存症の専門治療施設調査では女性及び高齢患者の増加傾向が認められる

と 15 年を比べると 500 ほど増えていま。それから、女性の割合、

平成9年

平成14年

平成15年

高齢者症例の割合。もちろんこれは年齢調整をして比べている

新規受診者総数
（人）

2,119

2,424

2,614

わけじゃもちろんないのであれですけれども、高齢化に伴うと

女性症例の割合

15.0%

15.6%

18.6%

いうことはもちろんあるわけですけれども、数の上で絶対数と

高齢者症例の割合

23.3%

24.1%

26.7%

して増えているということでございます。

2)

資料.平成20年度厚生労働科学研究「精神障害者の地域ケアの促進に関する研究（主任研究者, 宮岡等）」
注.
1) 久里浜アルコール症センターを含む全国11の専門病院新規受診アルコール依存症患者総数
2) 高齢者症例とは、新規受診時に60歳以上の症例

次は、未成年の飲酒をなくすということで、先ほど申し上げ
ましたように、当然、目標値は法律事項ですので、全部ゼロというのが目標になっています。飲酒経験
につきましては、これは明らかに若い方々の飲酒経験は中間評価、それから実績値を比べていただきま
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すと確実に減っているということでございます。これはやはり
現場の、この後、文科省の方々のプレゼンテーションもありま

5.アルコール
目標項目：５．２ 未成年者の飲酒をなくす ［飲酒している人の割合］
中間評価
策定時のベースライン値
直近実績値
（平成16年度未成年者の喫煙
（平成８年度未成年者の飲酒
（平成22年度厚生労働科学研
目標値
及び飲酒行動に関する全国
行動に関する全国調査）
究 大井田班）
調査）

すけれども、そういった方々のご努力もありますし、それから、

5.2a男性（中学３年）０%

26.0%

16.7%

8.0%

5.2b男性（高校３年）０%

53.1%

38.4%

21.0%

5.2c女性 （中学３年）０%

16.9%

14.7%

9.1%

社会的に飲酒の観点からの規制というか、取り締まりもそうだ

5.2d女性 （高校３年） ０%

36.1%

32.0%

18.5%

と思いますけれども、厳しくなったというような状況があるか
もしれませんけれども、そういったところで、未成年の飲酒と
いうのは経験率は非常に低くなっていると、評価チームのほう

コメント

○男性（中学３年）では有意に減少した（片側Ｐ値＜0.001）。
○男性（高校３年）では有意に減少した（片側Ｐ値＜0.001）。
○女性（中学３年）では有意に減少した（片側Ｐ値＜0.001）。
○女性（高校３年）では有意に減少した（片側Ｐ値＜0.001）。

（１）直近実績値データ分析

なし

（２）データ等分析上の課題
（３）その他データ分析コメント

（４）最終評価

（５）今後の課題・対策抽出

は全体的に飲酒に関しての経験率というのは低下しているとい
うような評価でございます。

○飲酒率（月に１－２回以上飲酒している者の割合）のみならず、飲酒の経験率も低下して
いるので、飲酒に関しては全体的に低下していると推定される（表５－５）。
○男性に比べて女性で減少傾向が低い。したがって、ベースライン値に比べ直近実績値で
は男女差が減少し、平成22年度には中学３年において女性が男性を上回っている。
○男女ともに、学年が上がるにしたがって飲酒率は高くなっている。
○男性（中学３年）、男性（高校３年）、女性（中学３年）、女性
（高校３年）とも目 標に向けて改善した。
B
○目標に向けて改善しているが、目標値と直近値との間には大きな乖離がある。今後も引
き続き改善努力が必要である。
○モニタリング等による実態把握の継続や効果的な取組の検証等の検討が必要。

表５－５. 未成年者の飲酒経験率

数値の上で中 3 が 76％だったものが 37％、女性でも 75％が

飲酒率（月に１－２回以上飲酒している者の割合）のみならず、飲酒の経験率も低下してい
るので、飲酒に関しては全体的に低下していると推定される.

平成8年度 a)

平成16年度 b)

平成22年度 c)

男性（中学3年生）

76.4%

57.3%

37.2%

見受けられるんですけれども、女性のほうが男性に比べると率

男性（高校3年生）

89.3%

79.8%

55.7%

女性（中学3年生）

が高くなっているということであります。

75.1%

61.2%

42.5%

女性（高校3年生）

89.5%

82.1%

58.6%

42％。ただ、女性のほうを見ますと各ところでそうした傾向が

それから最後が、最初にご紹介申し上げましたけれども、節
度ある適度な飲酒の自意識の普及ということでございます。こ

資料.
a) 平成8年度未成年者の飲酒に関する全国調査
b) 平成16年度未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する全国調査
c) 平成22年度厚生労働科学研究「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究（主任
研究者 大井田隆）

れは半数ぐらいの方が「基本的にあまり変わっていない」とい
うことです。冒頭の理事長のお話にもありましたけれども、ア

５．アルコール
目標項目：５．３ 「節度のある適度な飲酒」の知識の普及 ［知っている人の割合］ （節度ある適度な飲酒：１日平均純ア
ルコールで約20g程度の飲酒）
直近実績値
策定時のベースライン値
中間評価
目標値
（H13年国民栄養調査）
（H15年国民健康・栄養調査） （H20年国民健康・栄養調査）

ルコールを飲むという行動に関してはかなり違った部分、特に

5.3a

男性 100%

50.3%

48.6%

54.7%

5.3b

女性 100%

47.3%

49.7%

48.6%

未成年の方なんていうのは出ていると思われるわけですけれど

（１）直近実績値データ分析

も、一方でこの知識の部分につきましては「変わらない」とい
うことであろうと思います。

（２）データ等分析上の課題
（３）その他データ分析
コメント

（４）最終評価

次が、これは評価チームが各地方に対しても取り組みの状況
につきまして聞いております。各地方における評価というもの
が、完全に終わっているところと終わっていないところがあり
ますし、どの時点でのデータを使ったかっていうようなところ
がありますので、ただちにこれをもっていい・悪い、多い・少

コメント
○男性では有意に増加した（片側Ｐ値＜0.001）。
○女性では有意な変化はみられなかった（片側Ｐ値＝0.15）。
なし

○直近実績値は男女とも目標値と大きくかけ離れており、知識の普及は不十分である。

○男性は目標に向けて改善したが、目標値には達していな
い。女性は変わらない。

健康増進施策の取組状況（都道府県）
健康日本２１最終評価
(%)

0

③休養・こころの健康づくり

が、アルコールにつきましては評価チームの委員の方もご指摘

⑤アルコール

がほかの施策に比べると非常に少なかったというのが特徴に

20

40

①栄養・食生活

ないということは判断できない部分もあるわけでございます
になられていたんですけれども、取り組みが充実したというの

C

○今後、啓発活動がさらに推進されるべきである。
○「節度ある適度な飲酒」は、名前が長すぎて憶えるのが困難である。よりコンパクトで親
しみのよい名称に変更すべきである。
（５）今後の課題・対策の抽出 ○「1日平均20グラム程度の飲酒」は、この程度飲酒することを推奨しているようにみえる。
「1日平均20グラム以下の飲 酒」とすべきである。
○留意事項として、「女性、高齢者はこれより少なく」となっているが、飲酒量を明示すべき
である。

80

100
21

77

②身体活動・運動

2

34

64

2
30

70

④たばこ

17

83

74

23

⑥歯の健康

2
26

74

⑦糖尿病
⑧循環器病

60

28

66

48

43

⑨がん

9 2

89

充実した

変わらない

6
9

縮小した

未実施

なっております。たばこが 83％に比べて、アルコールが 23％
というのは少し比較、明らかな違いとして見えているグラフだと思います。これは各都道府県に聞いた
結果ということでございます。
それで、先ほど、今月中の 25 日から専門委員会が開始されてというようなことをちょっと申し上げ
たんですけれども、最初に健康日本 21 が作られたときのスタンドポイントいうか、アルコールにかか
る特性ということで、書かれているのがここに掲げましたような内容であります。致酔性、慢性影響、
それから、未成年への影響、胎児への影響です。あとは、社会的費用という、これは非常に古いデータ
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でありますけれども、書かれていたということでありまして、
新しいプランニングにおいても改めてここら辺をどのようにと
らえて、
どのように対策を講じていくかということになります。
先ほど理事長が循環器関係のことをおっしゃられておりまし
たけれども、がんなども国際がん研究機関が二度ほど発ガン性
1 位ということで評価している物質であるわけですけれども。
先ほどの知識の普及というところにございましたように、それ

健康日本２１（２０００）におけるアルコールに係る
特性の記述
到酔性：
意識状態の変容→交通事故等の原因、
短時間多量飲酒による急性アルコール中毒→死亡の原因
慢性影響：
肝疾患、脳卒中、がん等アルコール関連疾患による臓器障害
依存性： 長期多量飲酒によるアルコール依存形成、精神・身体的健康損失
未成年への影響・胎児への影響 ：
精神的・身体的発意途上の未成年の心身に与える影響、妊娠している女性の飲酒
による胎児性アルコール症候群等

社会的費用：
６兆６千億円、医療費1兆１０００億円弱（１９８７年試算）等

ほどたばこに比べますと一般の方々におけるリスクのとらえ方
というものが小さいといいますか、大きくはないということであろうと思います。ですから、改めてそ
こら辺をどのように考えるかが重要になってくるかと考えられます。
これも、2000 年における基本方針ということで少し細かく
書いてありましたけれども、このときはまさに、先ほどの評価
のところで申し上げたことについて、それぞれどんなことを考
え、どんなふうにしていくべきかということで書かれていたか
ということであります。
これはおそらく、今の時点でも同じであろうかと思います。
この中で明らかにこの未成年の飲酒防止の部分については、数

健康日本２１（２０００）における基本方針
１ 多量飲酒問題の早期発見と適切な対応
病院入院者の内、男性の２１．４％に問題飲酒を認めたとする調査や高校生の
１割以上が親の問題飲酒を認識しているといった調査があり、多量飲酒に伴うア
ルコール関連問題は身近な問題となっている。医療サービスや保健サービス、
地域、職場、学校など多くの場でアルコール関連問題を早期に発見し、早期に介
入することが必要である。

２ 未成年者の飲酒防止
未成年者の飲酒問題には飲酒者自身の現在の健康問題だけではなく、将来に
わたっての影響が大きく、これを防止するための地域、学校などにおけるアル
コール関連問題に関する環境整備など多くの働きかけを行うことが必要である。
３ アルコールと健康についての知識の普及
我が国の男性を対象とした研究では、平均して２日に日本酒に換算して１合
（純アルコールで約２０ｇ）程度飲酒する者が、死亡率が最も低いとする結果が報
告されている。諸外国でも、女性を含め、近似した研究結果が出ている。
これらのアルコールご健康の関係について正確な知識を普及することが必要
である。

値の上では 0％まではいかなかったわけですけれども、かなり
低くなってきているということではありますけれども。現段階でもこれは大事な視点であろうかと思い
ますけれども、今後検討していく中で、さらにどういった点から基本的な方針を考えていくのかという
ことになろうかと思います。
次に、皆さまよくご存じの WHO のアルコール有害使用低減

ＷＨＯアルコール有害使用低減の世界戦略

の世界戦略ということで、昨年において WHO で出されてい

○１０の推奨標的領域に対する政策の選択肢と介入方法｛一部抜粋（仮抄訳）｝

るわけでございますけれども。そこで、行政の健康づくりの立

(b) 保健医療サービスにおける対応

(a)リーダーシップ、認識と積極的関与

(c) 地域社会の行動

場から大事だと思われる点について若干お話をしたいと思いま

(d) 飲酒運転に関する政策及び対策

す。

(f) アルコール飲料のマーケティング

(e)アルコール入手可能性

(g) 価格政策

この世界戦略の中では、10 の推奨標的領域ということで示
されてまして、その選択肢と介入方法ということで個別にキー

(h) 飲酒及びアルコール中毒による負の影響の低減
(i) 違法、非正規アルコールの公衆衛生与える影響の低減

(j )モニタリング、サーベイランス

ワードが出ています。その中で B と C と G、これにつきまし
て少し細かく書かれたものを用意しました。

(b) 保健医療サービスにおける対応

保健医療サービスにおける対応としてどういう政策なりが大
事であるかということで、かなりブレイクダウンして書かれて
おります。もちろん、社会的な観点からの支援、それから、こ
の後おそらくまた話題にされるかもしれませんけれども、スク
リーニングですとかブリーフインターベンションの話、あとは、
胎児性アルコール症候群の話ですとか、あとは少しケアの方策
及びサービス、特殊な状況に対するケアサービスに対する方策
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・家族の支援・治療、相互扶助、自助による活動、プログラムへの支援を含む、 アルコー
ル使用やアルコールの誘発による疾患や併発疾患、の予防、治療、ケアを提供する
保健医療・社会福祉システムの能力強化。
・危険、有害飲酒に対するスクリーニングおよびブリーフインターベンション、
プライマリーヘルスケアその他の環境で行うためのイニシアティブの支援、
イニシアティブは、妊婦や出産適齢期の女性の有害飲酒の早期発見・管理等含む。
・胎児性アルコール症候群、関連疾患を有しながら、生活する個人と家族に対する予防、
治療、介入能力の向上。
・アルコール使用による疾患や、薬物使用疾患、うつ病、自殺、HIV/エイズ、結核などの併
発疾患に対する、関連し、統合した予防、治療、ケアの方策及びサービスに関する効果
的な調整と開発。
・社会経済的に低位の人々でも治療サービスの利用可能性、アクセス、価格的な購入容
易性の面から充実した医療への普遍的アクセスの保証。
・定期的な報告のしくみを有したアルコールに起因する罹患と死亡の登録及び監視シス
テムの確立・維持。
・文化的に慎重な対処が必要な医療・社会サービスの提供（適宜、必要に応じ）
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及びサービスに関する効果的な調整と開発等が述べられています。
それから、地域社会の行動としては、日本なんかとほかの国
とだいぶ違うかもしれませんけれども、迅速評価をすると。あ
とは、先ほどもありましたけれども、害の認識、あとはネット
ワークづくり、地域密着型の手法です。あとは、環境づくりな
り社会づくりなり、そうしたことに関連したことが述べられて
いると。あとは、モニタリング・サーベイランスの部分であり
ますけれども。評価チームによる評価の関係でも、データのと

(c)地域社会の行動
・地域社会レベルでの介入のための領域同定等迅速評価
・アルコール関連の害の認識、地域における決定因子への対応推進
・地方自治体の政策支援、調整能力、パートナーシップ、ネットワーク形成能力
強化
・地域密着型の介入の情報提供、実施能力の構築
・未成年飲酒の防止、飲酒に危険がある者へのアルコールのない環境づくり
・地域社会によるケア・支援
・特定リスク集団、製造販売等に係る特定の問題、地域イベント等の政策策
定・支援

り方をもう少し工夫をすべきであるという点が挙げられており
ましたけれども、ここら辺につきましても少し掘り下げた検討
なり研究が必要になってくるのであろうかなと思っておりま
す。

(j)モニタリング、サーベイランス
・消費と関連する害の定期的全国調査等を含むモニタリング、サーベ
イランスの枠組み
・政策、介入措置の共通指標

現在、対策は対策であるとして、研究的に今どのようなこと
が取り組まれているかということで、研究のテーマだけなん

・データの保管と報告
・データ評価

ですけれども、1 つは実態把握と生活習慣病対策ということで
やっております。それから、2 番目の研究のほうにつきまして
は、アルコール対策の評価と成人の飲酒行動に関する研究とい
うことで、これは WHO の世界戦略の関係でもう少し詳細な把
握ということもあるわけですけれども、少し掘り下げた研究を
やっているという状況にあるわけでございます。
ただいま述べてまいりました国内的な状況の評価、それから、
WHO の世界戦略で示されているような内容にかかる少し詳細

調査研究
(厚生労働科学研究費補助金）

１ 我が国の飲酒の実態把握及びアルコールに関連する生活習慣病とその対
策に関する研究

○若年成人、けが、うつとの関係の実態把握、医療現場での飲酒量低減技法
○アルコール性臓器障害の予防と治療等
２ 我が国のアルコール対策の評価と成人の飲酒行動に関する研究
○飲酒行動の実態のモニタリングに係る調査手法の開発等

なチェック・検討といったようなものも踏まえながら、改めて
現段階で分かっているエビデンス等も合わせて、専門委員会と、
それから地域保健健康増進栄養部会、これは親の会であります
けれども、ここで検討審議をしていただいて、来年の 5 月ぐら
いには次期国民健康づくりのどの基本的方針といったものを定
める、
と。これは厚生労働大臣の告示ですが、この中でアルコー
ルにつきましても基本的な方針を定めていくと、こういうふう
なスケジュールになるわけでございます。

平成２５年度からの次期国民健康づくり運動に向けて

今後、近日中に厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会で国民健康づ
くりプラン策定のための専門委員会における検討を開始し、部会と連携しな
がら検討・審議
知見・エビデンス集積、関連施策、国際的動向等

来年５月下旬くらいまでに、次期国民健康づくり運動の基本的方針を、健康
増進法第７条の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的
な方針」として、国が示すこととなる。

いずれにしても、アルコールにかかる健康の問題について重
要な取り組みだと考えておりますので、この協会にも、いろい
ろとお教えいただきながら、次なる国民健康づくり運動に向けて対策の方途につきまして十分に検討し
ていきたいと考えております。
ご清聴ありがとうございました。以上でございます。
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《質疑応答》
質問者：これは、どういうところでこういうプランが出され、それも平成 12 年という話なんですが、
いろいろされまして、アルコールの部分はもっともとして、成人病の話も含めましてどういうところで
あって、これから 24 年度以降もまたすると言いますけれども、こういうプランがどこで私たち一般市
民のところに伝えられて、データはどのように取られているのか。要するに、多分お医者さんのところ
で取られていると思うのですが、私たちは全然知りません。
ですから、せっかくこういうことをされても、一番必要な一般消費者のところに届いてはいないんで
はないかと。私はヘルスメイトというのをしておりまして、そこでは確かに栄養のことではしていまし
たけれども、こういった健康日本 21 はこういう大掛かりなものであるということは初めてここで知り
ました。厚生労働省としても是非、国民全部にこういうことをやっているというのを知らせていただき
たいと、それが私の今回お話を伺っての感想でございます。
野田：非常に大事な視点をありがとうございました。先ほど最後のほうでお示ししました、都道府県に
おけるアルコールに対する取り組みというのは非常に少なかったということで、健康日本 21 に基づい
て各都道府県が健康増進計画というものを作っているわけですけれども、そういう中でも、地域レベル
でもやはりこの健康日本 21 が広く認知されていなかったということなんだろうというふうに思ってお
ります。もちろん大事なプランでございますので、国民の皆さま方に広く浸透して、十分な意味を持つ
ものとしてやっていかなければならないと思っておりますので、今でもそうですが、次期普及、それか
ら、啓発ということに少し力を入れていかなければいけないと思います。以上でございます。
【略歴】
昭和 59 年 3 月

東海大学医学部卒業

昭和 62 年 1 月

厚生省健康政策局医事課

平成 5 年 7 月

鳥取県衛生環境部健康対策課長

平成 12 年 7 月

厚生省保健医療局国立病院部政策医療課課長補佐

平成 13 年 7 月

京都市保健政策監

平成 20 年 7 月

国立長寿医療センター

平成 23 年 4 月

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長

運営局長
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現在に至る

