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飲酒と健康に関する講演会

宮嵜　雅則
厚生労働省健康局がん対策・健康増進課課長

健康日本 21（2次）の基本方針等

　みなさん、こんにちは。ご紹介に預かりました、厚労省がん対策・健康増進課長の宮嵜でございます。

今のお話の中にもありましたが、この 9月から担当させていただいております。どうぞよろしくお願い

いたします。

　アルコール関連のいろいろなご専門的な話というのは、私の後にあるというふうにお伺いしておりま

して、私からは、今、厚労省を中心に、国で取り組んでおります健康づくり政策全般について、またそ

の中でアルコール関連のところはどういうふうに取り上げられているのかということを中心にお話させ

ていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

　（スライド 1）まず最初は、これはもう何回もみなさん、聞

かれている話だと思いますけれども、疾病構造が変わってきた

という中で、戦後の方は感染症が多いけれども、だんだん、が

んとか、心臓病とか脳卒中が増えてきて、1981 年からはがん

が死因の 1位になってきているということで、生活習慣病とい

うものが大変重要な政策課題になっているという図でござい

ます。

　（スライド 2）これを別の角度から見たのが次のスライドで

すけれども、今申し上げましたように、がんとか心臓病、脳卒

中とか、このへんまでを生活習慣病として、ある程度、狭く取っ

ても死因の 6割ぐらいをこれが占めているというようなこと。

あるいはこちらのスライドですと、こういったがんをはじめと

した病気だけを取ってみても、医療費の 3割ぐらいを占めてい

るというようなことで、生活習慣病が重要な課題になっている

という図でございます。

　（スライド 3）これらに対して、国の方でどういうふうに取

り組んできたかというのを 1枚でまとめたスライドが、これで

ございます。ご案内のとおり、がんとか脳卒中とか心臓病とか

増えてきましたよと今申し上げましたけれども、このへんでは、

これらの病気というのは、歳を取ると増えてくる、頻度が上がっ

てくる、加齢に伴って増えてくるということで、成人病という

名前をうって、一生懸命、政策を取り組んできたということは、

みなさん、ご案内のことだと思います。特に、このへんの時代

では、早期発見、早期治療の 2次予防ということで健診を充実

我が国における死亡率の推移（主な死因別）

我が国の疾病構造は感染症から生活習慣病へと変化

（主な死因と2010年の死亡率）

悪性新生物（がん）
279.7

（人口10万対）
（主な死因と2010年の死亡率）

心疾患（心臓病）
149.8

脳血管疾患（脳卒中）
97.7

肺炎 94.1

結核 1.7

出典：人口動態統計（1947～2010年）

スライド１

生活習慣病の医療費に占める割合と死亡割合

・生活習慣病は、死亡数割合では約６割を占める。

・がんは、昭和５６年から日本の死因第１位に。

・生活習慣病は、一般診療医療費の約３割を
占めており、生活習慣病対策は、医療費適正化
にも資する。

一般診療医療費の構成割合 死因別死亡割合

悪性新生物

11.1%
高血圧性疾患

7.1%

脳血管疾患
悪性新生物

脳血管疾患

6.3%

糖尿病

4.4%その他

68.3%

29.5%

心疾患

その他

42.6%

虚血性心疾患

2.9%

心疾患

15.8%

脳血管疾患

10.3%糖尿病1.2%

高血圧性疾患

0.6%

（資料：厚生労働省「平成21年度国民医療費」） （資料：厚生労働省「平成22年人口動態統計」）

※国民医療費（平成21年度） ３６兆６７億円

注）グラフ構成比の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が100％にならない。

スライド２

健康づくり対策の流れ

1978 S53～ 第１次国民健康づくり対策

健康診査の充実

1988

市町村保健センター等の整備

保健師、栄養士等マンパワーの確保

S63～ 第２次国民健康づくり対策1988 S63～ 第２次国民健康づくり対策

～アクティブ８０ヘルスプラン～

運動習慣の普及に重点をおいた対策

（運動指針の策定 健康増進施設の推進等）

2000

（運動指針の策定、健康増進施設の推進等）

H12～ 第３次国民健康づくり対策
～21世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１）～

H15 健康増進法の施行
H17 メタボ診断基準(関係８学会)
H17 今後の生活習慣病対策の推進

一次予防重視

健康づくり支援のための環境整備

目標等の設定と評価

多様な実施主体による連携のとれた効果

H17 今後の生活習慣病対策の推進
について（中間とりまとめ）

H18 医療制度改革関連法の成立
H19 健康日本21中間評価報告書
H20 特定健康診査・特定保健指導 開始

2013

多様な実施主体による連携のとれた効果

的な運動の推進
すこやか生活習慣国民運動 開始

H23   「Smart Life Project」 開始
「健康日本２１」最終評価

H25～ 第４次国民健康づくり対策

～21世紀における国民健康づくり運動

（健康日本２１（第２次））～

スライド３
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したり、そのための基盤整備を取り組んできた。そんな中で、栄養、運動、休養も大事だということで、

特にその中でも取り組みを若干てこ入れした方がいいだろうという、運動を中心に、第 2次の 10 カ年

の国民健康づくり施策に取り組んできたというのが、このへんの流れでございます。

　一方、その成人病について調査・研究もどんどん進んできまして、かなりライフスタイルに影響がさ

れるところが大きいだろうということがわかってきまして、平成 8年に初めて、当時の厚生省の公衆衛

生審議会で、生活習慣に着目した疾病対策を進めるべきだというような提言がなされまして、それか

ら生活習慣病という言葉が使われるようになって、生活習慣に対して、どういうふうにアプローチし

ていくか、介入していくかというようなことが進んできて、2000 年に第 3次国民健康づくり対策とし

て、健康日本 21 というのがつくられまして、これは何かと言うと、1次予防をすごく重視しているとか、

あるいは目標値を設定して、それに向かって進んでいく、どれくらい進んでいったか、ちゃと評価して

いこうよとか、そういうようなことが盛り込まれてきてまして、これが今取り組んで、平成 24 年度いっ

ぱい、取り組んでいこうと。取り組んでいるというのが、この健康日本 21 でございます。

　この健康日本 21、2000 年から取り組んでいますけれども、その中でもいろいろな流れがありまして、

いくつかポイント、こっちの横の方に書いてございますけれども、一つは平成 15 年に、健康増進法が

できたということで、こういうような取り組みの法律的な基盤が整備されてきたというのが一つ。それ

から平成 17 年ごろに、もう、今では有名になりましたけど、メタボリックシンドロームという言葉が

出てきまして、関連の 8学会から、そういう疾患概念とか、診断基準というのが提唱されました。それ

を受けて、そういう対策を中心にやっていこうというとりまとめがなされて、医療制度改革関連法が

18 年に成立したのを受けて、20 年度からは、メタボリックシンドロームを中心とした特定健診と特定

保健指導というような仕組みが始まってきたというのが、大きな流れでございます。

　この中で、やはり健康日本 21 の観点からも、大きなポイントの一つというのが、この特定健診・保

健指導という枠組みが組み込まれてきたわけですけれども、これはみなさん、ご存じのように、今まで

地方公共団体がやっていた健診を、保険者が責任を持って、被保険者、あるいは被扶養者に健診をする

というような仕組みに変わりました。ここで、結局、保険者が行うというと、いろいろ今まで地域とか、

あるいは集団の健康問題課題というものを分析する時には、死亡率とか罹患率とか、いろいろな衛生統

計を中心に分析して、どこに問題があるだろうということで、施策を立案していたんですけど、そこに

もう一つ、医療費の統計、保険者の方は、診療報酬明細書、レセプトというのを、みなさん、ご存じだ

と思いますけれども、医療機関にかかると医療費が請求されて、保険者に請求されます。そのレセプト、

診療報酬明細書も持ってますので、自分の被保険者、市町村でも職域でもいいんですけれども、そうい

う、被保険者の方たちが、どういう健康問題を抱えているのかというのが、医療費の面からも見れるよ

うになりました。そういう面でアプローチできるということがありますし、それからもう一つの大きな

ポイントは、先ほど申し上げました 2次予防が中心でしたと。1次予防を中心で取り入れてきましたと

いう中で、早期発見・早期治療だけではなくて、早期発見して、早期に介入していこう。保健指導をし

ていこうということで、1次予防をさらに強力に推進する手段になっています。

　そのメタボリックシンドロームでもいいですし、血糖値が高い人、あるいは脂質異常が見かけられる

人、その予備軍とか、早い段階で見つけて、予防していこうというのを取り組んでますから、そういう

効果が、医療費のレセプトを見ますと、もう次の年にはすぐわかる。ちゃんと指導されていて、病気に
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なっていない、あるいは病気が悪くなってないということであれば、レセプトは出てこない、あるいは

医療費は上がらないわけですけれども、うまくいっていなければ、次の年にはすぐ出てきてしまうとい

うようなことで、すごくある面では画期的な仕組みができた。これはやはり医療費適正化の観点からも、

取り入れられている制度ですけれども、一次予防していく、あるいは早期の段階からどんどん健康づく

り、疾病予防に取り組んでいくという考え方でみれば、健康づくり政策とも目的を一致するところであっ

て、これらが車の両輪となって、今進んでいる。あるいは今後進んでいくというような位置づけになる

のかなというふうに思っています。

　（スライド 4）そういうわけですけれども、今取り組んでい

ますと申し上げました、第 3次の国民健康づくり対策、健康日

本 21 につきましては、先ほども申し上げましたように、24 年

度が最終年度でございます。当然、25 年度から新しい健康づ

くり、どうしてこうかと考えなきゃいけないわけですけれども、

その前に、これまで取り組んできたのがどうだったのかなとい

うのも当然反省して見ていかなきゃいけないということで、昨

年の段階ですけれども、最終評価ということで、それぞれ設定

した 9分野に 59 の項目を設定したんですけれども、それらがどういうふうだったかなというのを振り

返りをしてみましたというのが、この表です。

　この表で、実は目標値を設定していて、それに達したというのは 10 項目、16％ちょっと。17％ぐら

いだということで、どんな項目だったかと言うと、例えば、メタボということを知っている人が増えた

とか、あるいは歯の関係でも達成しているとか、こういうような項目が達成している。

　Bと書いてあります、ここにありますけれども、目標までは達しなかったけれども、傾向としては改

善傾向にあって、いい方向に向かっていたねというのが 25 項目、40％、それはここにあるような項目

でございまして、例えば塩分の摂取量というのは、なかなか目標には達していないんですけれども、ずっ

と減少傾向にあるとか意識的に運動を心がけている人というのは増えている。そういうようなことが

入っています。これらを合わせれば 6割ぐらいがいい方向に行っているんだろうというのがこのへんに

書いてあります。一方、24％ぐらい、あるいは変わってないとか、あるいは全然よくなっていないとい

うよりも悪くなってしまっている項目というのが 15％ぐらいあって、というようなことです。このへ

んを合わせてみると、例えばですけれども、運動をした方がいいよねと思っている人は増えているんで

すけれども、実際には、ここには出てないかな。歩く歩数というのはだいぶ減ってまして、意識は上がっ

ているんですけど、体を動かすというか、実行があまり伴ってないと。あるいは糖尿病の関係ですと、

コントロールされてない人が多いとか、合併症を減少させるという目標に対して、実際には増えてしまっ

ているとか、糖尿病関係のデータが悪くなっているというようなことも反省点として当然、次の計画に

生かしていかなきゃいけないというような形になっています。

　そんな中で、アルコールの関係についても、この健康日本 21、今やっているものでも、三つほど目

標を設定しております。それがどうなったのかなというのが、ここの下のところでございますが、まず

一つは、1日に平均純アルコール約 60 グラムを超えて摂取している人を多量に飲酒する人というふう

に定義して、そういう人を減らしていきましょうという目標を立てました。2000 年に始まった時のベー

「目標値に達した」と「目標値に達していないが改善傾向にある」を合わせ、全体の約６割で一定の改善がみられた。

「健康日本２１」最終評価（平成23年10月）

目標値 達した」 目標値 達し な 改善傾向 ある」を合わ 、 体 約 割 定 改善 みられた。

Ａ ・メタボリックシンドロームを認知している国民の割合の増加
・高齢者で外出について積極的態度をもつ人の増加
・80歳で20歯以上・60歳で24歯以上の自分の歯を有する人の増加など

Ｂ 食塩摂取量の減少

主なもの評価区分
（ 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 ・食塩摂取量の減少

・意識的に運動を心がけている人の増加
・喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及
・糖尿病やがん検診の促進 など

Ｃ ・自殺者の減少、多量に飲酒する人の減少
ボ ド 該 者 備群 減

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％＞

・メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少
・高脂血症の減少 など

Ｄ ・日常生活における歩数の増加
・糖尿病合併症の減少 など

Ｅ ・特定健康診査・特定保健指導の受診者数の向上

Ｄ 悪化している ９項目 ＜15.3％＞

Ｅ 評価困難 １項目 ＜ 1.7％＞

合 計 ５９項目＜100 0％＞

＊中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

Ｅ 特定健康診査 特定保健指導の受診者数の向上
（平成20年からの２か年のデータに限定されため）

アルコール分野の結果

合 計 ５９項目＜100.0％＞

① 多量に飲酒する人の減少（多量に飲酒する人の割合：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）

C ベースライン値 男４．１％／女０．３％ → 直近実績値 男４．８％／女０．４％ ＜目標値 男３．２％以下／女０．２％以下＞

② 未成年者の飲酒をなくす（飲酒している人の割合） ＜目標値 全て０％＞② 未成年者の飲酒をなくす（飲酒している人の割合） ＜目標値 全て０％＞

B ベースライン値 男（中学３年）２６．０％／（高校３年）５３．１％ → 直近実績値 男（中学３年）８．０％／（高校３年）２１．０％

女（中学３年）１６．９％／（高校３年）３６．１％ → 女（中学３年）９．１％／（高校３年）１８．５％

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）

C ベースライン値 男５０．３％／女４７．３％ → 直近実績値 男５４．７％／女４８．８％ ＜目標値 男女とも１００％＞

スライド４
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スラインの値というか、最初の値は、多量に飲酒する人というのは男性で 4.1％、女性で 0.3％ぐらいで

すが、これを減らしていきましょうという目標を立てたんですけれど、目標は男性は 3.2 まで、女性は 0.2

まで減らしましょうということに立てたんですけど、実際の評価した時点での値はこういうことで、目

標に達していないというか、評価はCですので、ほとんど変わってないですねというような項目になっ

てしまっているというのが一つ。

　二つ目の目標として立てたのは、ここですね。未成年の飲酒している人をなくすということで、これ

はなかなか現実的にはどうかというのはありますけど、当然、理論的にはゼロにしていかないといけな

いということなんで、目標値としてはゼロというのを掲げております。それに対して最初のころは、中

学生の段階では男子で 26％ぐらい、高校で 53％ぐらい、飲酒経験があるということだったんですけれ

ども、直近の評価の時にはこのくらいの値まで、だいぶ下がってきているという意味で、Bになってま

すけれども、目標値がゼロですので、Aにはならなかったというような値です。

　もう一つ、目標を立てたのが、適正飲酒というか、節度ある飲酒というのが 1日平均純アルコールで

約 20 グラム程度というようなことを定義して、こういうことをどのくらい知識としてみなさん、知っ

ているかということで、知識の普及度というのを目標値で掲げてますけれども、目標値が 100 というこ

ともありますけれど、そうじゃなくても、数字を比べて見ていただければ、あまり変わってない。男性

が少しよくなっていると言えばよくなっているのかもしれませんが、あまり変わってないということで、

評価としては Cですということで、アルコール分野はこの三つの目標を中心に評価をしたわけですけ

れども、未成年のところは少しはよくなっているのかもしれないけど、全体としてはそんなに進歩はし

ていないというような評価結果になってしまっているというのが、実情でございます。

　（スライド 5）これに対して、今はアルコールの分野のとこ

ろを中心にお話しましたが、ほかの分野も同じような評価の仕

方をして、新しい健康日本 21、第 2 次、25 年度から取り組む

のはどういうような形でつくっていこうかと言ってつくったの

が、これでございます。

　一つは、上の方に書いてあること、形式的な話なんですけれ

ども、今まで健康日本 21 は、健康局長の通知で、いろいろ目

標を決めて進めていたんですけれども、厚労省全体でいろいろ

な問題に取り組んでいこうということで、この 7月に大臣告示で示させていただいたというのが形式的

な特徴の一つ。

　中身としては、ここにありますような五つの大きな基本的な方向性というのを示させていただいてお

りまして、一つは、健康寿命を延伸していこう、健康格差を縮小していこうということで、これは今の

健康日本 21 でも掲げているんですが、具体的に第 2次では数字を出させていただいて、それをどのく

らい変えていこうかというのを示させていただいております。これを目指すのが最終的な目標というこ

とで、2、3、4、5をしっかり取り組んでいかなきゃいけないというような構成になっています。

　2点目としては、がんとか循環器疾患とか糖尿病とかCOPD、こういう生活習慣病を予防していこう、

一次予防をしていこうというのはもちろんですけれども、重症化の予防も徹底していかないといけない

というようなことも、あらためてというか、あえて強調しているというところが一つ。

健康日本２１（第２次）の概要

○ 平成２５年度から平成３４年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康の増進の総合
的な推進を 基本的な方針 成 年 生労働 告 を改 す も

康

的な推進を図るための基本的な方針」（平成15年厚生労働大臣告示）を改正するもの。

○ 第１次健康日本２１（平成１２年度～平成２４年度）では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標の実効性を高
めるため、大臣告示に具体的な目標を明記。

健康の増進に関する基本的な方向

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。
・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）
・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。、循環器疾 、糖尿病、 処す 、 防 症 防 点を置 策を推 。
・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、
医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
自立 た 常生活を営む とを 指 ジ 応 「 健康 「次世代 健康 「高齢者 健康・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」
を推進。
・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。

④ 健康を支え 守るための社会環境の整備④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る
環境を整備。
・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習
慣の改善及び社会環境の改善

・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。

スライド５
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　それから取り組みとして、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上ということで、それぞれ

のライフステージに応じて、こういうような取り組みをしていかなきゃいけないということで、それぞ

れ目標を掲げた。あるいは、社会環境の整備ということでの目標設定。

　それから 5番目としては、それぞれの分野、栄養・食生活とか身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、

歯の分野で、それぞれの目標を設定したというような構成になっています。

　（スライド 6）目標も、前よりは少ししぼって、53 の目標項

目を立てているんですけれども、そのいくつか、具体的に上げ

させていただきますと、こういうような、例えば、健康寿命の

延伸とか縮小ということでは、これはそのままそのとおりなん

ですけれども、例えば生活習慣病の発症予防とか、重症化予防

というようなことでいけば、例えばがんならば、75 歳未満の

年齢調整死亡率を下げていきましょう。これと合わせて、がん

は二次予防、早期発見・早期治療もすごく大切になってきます

ので、がんの検診率なんかも目標に入れています。循環器疾患

の関係ですと、血圧の問題とか脂質の問題とかが入ってきたり、

あるいは糖尿病も合わせてですけれども、メタボの関係目標な

んかも設定しているということで、それぞれの項目でこういう

ふうな目標を設定しているというところでございます。

　（スライド 7）今もちょっと考え方を申し上げましたが、基

本的には、実際に具体的な取り組みで、生活習慣を改善してい

くということと、社会環境を改善していくということがありま

して、それについて、それぞれの取り組みをしていくと、生活

の質の向上、それから社会環境の質の向上をこっちで取り組ん

でいって、最終的にこれを達成していくというような大きな構

成になってます。

　（スライド 8）その中で、まず、入り口として、ここの話を

ちょっとさせていただければと思いますが、これは平均寿命が

世界中伸びてます。見にくいグラフで申し訳ないんですけど、

女性はここ、日本が一番上です。男性もここのところで、ちょっ

とスイスが上だったりしますけど、いずれにしても、男女とも

日本は世界有数の長寿国の一つであるというか、平均寿命が伸

びているというグラフ。（スライド 9）これは、将来推計です

けれども、さらに今後も、色が書いてないけど、こっちが女性

でこっちが男性ですけど、いずれにしてもまた今後 10 年で 1

歳ぐらいは、平均寿命が伸びるだろうという推計も出ています。

　（スライド 10）そんな中で、今回、健康寿命の延伸というこ

とも掲げましたけど、実際の目標として、これが平均寿命です。

具体的な目標
○ ５つの基本的方向に対応して、５３項目にわたる具体的な目標を設定する。

基本的な方向 具体的な目標の例 （括弧内の数値は現状） 目標

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
○日常生活に制限のない期間の平均
（男性70.42年、女性73.62年）

平均寿命の増加分を上回
る増加

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

○75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
（84.3（10万人当たり））

７３．９（１０万人当たり）

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
（がん、循環器疾患、糖尿病、COPDの予防）

（ （ 万人当 り））
○最高血圧の平均値
（男性138mmHg、女性133mmHg）

○糖尿病合併症の減少（16,247人）

男性１３４mmHg、
女性１２９mmHg
１５，０００人

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持 向
○強いうつや不安を感じている者（10.4%) ９．４％

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持・向
上

（心の健康、次世代の健康、高齢者の健康を増進）

)
○低出生体重児の割合の減少（9.6％）
○認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の
向上（0.9％）

減少傾向へ
１０％

④ 健康を支え 守るための社会環境の整備
○健康づくりに関する活動に取り組み自発的

３０００社④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
に情報発信を行う企業数の増加(420社）

３０００社

○２０～６０歳代男性の肥満者の割合（31.2%）
○食塩摂取量（10.6g）
○２０～６４歳の日常生活での歩数（男性7841歩、

女性 歩）

２８％（自然増から１５％減）
８グラム
男性９０００歩、
女性 ００歩

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、
喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の
改善及び社会環境の改善

女性6883歩）

○生活習慣病のリスクを高める量（１日当たり
純アルコール摂取量男性40g、女性20g以上)
の飲酒者割合の減少（男性15.3%,女性7.5％）

○成人の喫煙率（19.5%）

女性８５００歩
男性１３％、
女性６．４％

１２％

その他

○８０歳で２０歯以上の歯を有する者の割合（25%) ５０％

○ 都道府県及び市町村は、独自に重要な課題を選択して、目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施。（ＰＤＣＡサイクルの実施）
○ 国は、生活習慣の改善のほか、社会環境の改善に関する調査研究を企画し、推進。
○ 各保健事業者は、各種健診の実施主体間で、個人の健康情報の共有を図るなど、健康に関する対策を効率的かつ効果的に実施。
○ 国、地方公共団体は、企業、団体等が行う健康増進に向けた自発的な取り組みを支援。

スライド６

健康日本２１（第２次）の全体の概念図

全 の国民が共に支え合い 健やか 心豊かに生活 きる活力ある社会の実現

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現

①

社会環境の質の向上生活の質の向上

健康寿命の延伸 健康格差の縮小①

社会環境の質の向上生活の質の向上

③ ④②

健康のための資源
（保健・医療・福祉等

サービス）へのアク
社会参加
の機会の

生活習慣病の

発症予防・重症化
社会生活
機能の維

③ ④②

セスの改善と公平
性の確保

機会
増加

発症予防 症
予防

機能 維
持・向上

社会環境の改善
生活習慣の改善

（リスクファクターの低減）

⑤

次期国民健康づくり運動による具体的取組

スライド７

平均寿命の推移（各国比較）

87
平均寿命(年)

日本人の平均寿命は延伸している。また、国際的に男女ともトップクラスに位置している。

85
日本

カナダ

イタリア フランス

ドイツ

イギリス

女 スイス

80

日本
カナダ

イタリア

フランス

スイス

アメリカ合衆国

75

ドイツ
イギリス

アメリカ合衆国

70

男
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'80

60 
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昭和40
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平成2

'9070 75 80 85 95 2000 05 101965

・・年

90

（資料：厚生労働省「第21回生命表（完全生命表）の概況」）

スライド８

均寿命 推計（ 成 年）

（年）

平均寿命の推計（平成25～34年）

86.80  86.93  87.05  87.18  87.30  87.42  87.53  87.65  87.76 
87.87 

85

90
（年）

80.09  80.21  80.34  80.46  80.58  80.70  80.81  80.93  81.04 
81.15 

80

70

75

65
平成25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年

（資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」）
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健康寿命というのは、ここで、結局、健康寿命というのは日常

生活に差し障りがないというか、支障がなくいられる寿命とい

うことですから、逆に言うと、ここの差が、いろいろ日常生活

に差し障りのある期間というのが出てくるわけですけれども、

平均寿命が将来推計でも延びていくので、この延び以上に健康

寿命を延ばして行かなきゃいけない。要するにここの差を縮め

ていかなきゃいけない、というような考え方で、健康寿命の延

伸という目標を立てています。

　（スライド 11）それから、今健康格差が問題になっています。

一番わかりやすいということで、地域格差で、目標を設定して

いますけれど、当然、社会的な要因、経済的な要因でいろいろ

健康格差があるだろうという指摘は、いろいろな研究でも出て

きているかと思います。

　そんな中で、やはり健康格差というものに着目しなきゃいけ

ないということで、この健康寿命について、都道府県ごとに出

させていただいております。今日は資料に、スライドとかには

入れてませんけれども、厚労省のホームページを見ていただければ、都道府県ごとに出ています。一番

健康寿命が長い県と短い県は、男性で2.8歳くらい、女性で3歳ぐらい、差があります。どこが1位かとか、

上の県と 0.1 年違うとか、0.2 年違うという、そういう細かいことを議論するのではなくて、0.1 年が 30

日ぐらいですけれども、そういう話ではなくて、全体でこれだけ差があるということは、当然、高いグ

ループと低いグループがあって、低いグループに入っちゃったようなところは、やはりいいグループに

はいい何かの取り組みがあるんだろうから、そういうグッドプ

ラクティスみたいなのを見て、底上げを、それぞれの地域で頑

張っていきましょう。そういうのを頑張っていくと、国全体で

もレベルが上がっていくでしょうというような考え方で、目標

設定はさせていただいているというところでございます。

　（スライド 12）話がちょっと変わりまして、アルコールの関

係について若干触れさせていただきますと、これは後で樋口先

生からお話があると思いますけれども、WHOの世界戦略の中

では、10 の領域を掲げているということで、具体的にはこう

いうような項目が掲げてあるということでございます。

　（スライド 13）アルコールの健康被害というか、疾病に対す

る負荷ということで、いくつかスライドを出させていただきま

すが、例えば死亡率をエンドポイントにとると、飲酒、アルコー

ルというのの影響というのは 8位ぐらいというような論文とか

データが出ていると思いますけれども、死亡だけじゃなくて、

いろいろな障害とか疾病とか、そういうところまで影響してい

（年）
平均寿命と健康寿命の差

79.55

60 65 70 75 80 85 90

男性

86.30 

70.42 

女性

9.13年

73.62 

平均寿命 健康寿命

12.68年

（日常生活に制限のない期間）

平均寿命と健康寿命の差平均寿命と健康寿命の差

（資料：平均寿命（平成22年）は、厚生労働省「平成22年完全生命表」、健康寿命(平成22年)は、厚生労働科学研究費補助金「健康寿命にお
ける将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」）

平均寿命と健康寿命の推移

85

90
（年）

男 性

84.93
85.59 85.99

86.30 
85

90
（年）

女 性

平均寿命と健康寿命の推移

78.07 78.64 79.19
79.55

69.40  69.47  70.33 
70.42 

65

70

75

80

72.65  72.69  73.36 
73.62 

65

70

75

80
平均寿命

健康寿命

65
平成13年 16年 19年 22年

65
平成13年 16年 19年 22年

（資料：平均寿命は、平成13、16、19年は、厚生労働省「簡易生命表」、平成22年は「完全生命表」
健康寿命は、厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」）
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別表第一

項 目 現 状 目 標

①健康寿命の延伸（日常生活に 男性 70 42年 平均寿命の増加分を

【健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現に関する目標】

①健康寿命の延伸（日常生活に

制限のない期間の平均の延伸）

男性 70.42年
女性 73.62年
（平成22年）

平均寿命の増加分を

上回る健康寿命の増

加

（平成34年度）（平成34年度）

②健康格差の縮小（日常生活に

制限のない期間の平均の都道府

県格差の縮小）

男性 2.79年
女性 2.95年
（平成22年）

都道府県格差の縮小

（平成34年度）

県格差の縮小） （平成22年）

（注）上記①の目標を実現するに当たっては 「日常生活に制限のない期間の平均」のみならず 「自分が健康である（注）上記①の目標を実現するに当たっては、「日常生活に制限のない期間の平均」のみならず、「自分が健康である
と自覚している期間の平均」についても留意することとする。
また、上記②の目標を実現するに当たっては、健康寿命の最も長い都道府県の数値を目標として、各県におい

て健康寿命の延伸を図るよう取り組むものである。

スライド 11

疾病負荷(DALY)の推計負 ( )
飲酒は、全要因のうち3番目にDALY負荷が高いと推計される

35 796肥満

41 305

41 009

35 796

高血糖

固形燃料からの受動吸煙

肥満

57 227

56 897

43 842

高血圧

喫煙

不適切な授乳

69 424

64 240

57 227

飲酒

劣悪な衛生状態

高 圧

90 683

70 017

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

低体重

危険な性交

(DALY値)

・DALY: Disability Adjusted Life Years 生涯調整生命年 その要因が社会に与える影響を測る指標。その要因に
よる寿命の短縮(寿命ロス)に、その要因による障害や苦痛に影響されていて期間(健康ロス)を加えて算出さ
れる。

2004年時点での 様々な要因によるDALY負荷を推計したもの

出典：WHO Global status report on alcohol and health, 2011.

・2004年時点での、様々な要因によるDALY負荷を推計したもの

スライド 13

アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略において推奨されている１０の標的領域（抜粋）

領域１ リーダーシップ、啓発とコミットメント
国と地方による包括的な戦略

領域６ アルコール飲料のマーケティング
・マ ケティングの総量と内容の規制・国と地方による包括的な戦略

領域２ 保健医療サービスの対応

・マーケティングの総量と内容の規制

領域７ 価格設定方針領域 保健医療サ の対応
・プライマリケアにおけるスクリーニング及びブ

リーフインターベンションの支援

・販売最低価格の設定

領域８ 飲酒及びアルコ ル中毒による負の影響の

領域３ 地域社会の行動
・アルコールの有害な使用に対し、費用対効果

の高い対応を推進する

領域８ 飲酒及びアルコール中毒による負の影響の
低減
・アルコール問題についての消費者への情報提供

領域４ 飲酒運転に関する政策と対策
強制的なドライバ 教育やカウンセリングの実

領域９ 違法なアルコールが公衆衛生に与える影響
の低減
・密造酒対策・強制的なドライバー教育やカウンセリングの実

施

・密造酒対策

領域１０ モニタリングとサーベイランス

13

領域５ アルコールの入手可能性
・アルコールの流通と販路への適切な制限

・アルコール消費及びアルコールに関連する害に
ついての定期的なモニタリング

スライド 12
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る負荷までとらえて、どのくらい影響があるか、健康、生活習

慣とか、いろいろそういうものがどういうふうに疾病に影響を

与えているかというのを推計してみると、飲酒っていうのは 3

番目ぐらいに位置づけられるということで、死亡だけエンドポ

イントにすると 8位という話もありますけど、いろいろな問題、

健康問題を広くとらえれば、かなり大きな要因になっていると

いうことが一つ。

　（スライド 14）それからこれは消費量で、国際比較で、日本

はこのくらいですけれども、日本人は飲めない人が多いという

ことを考えれば、かなり消費量としては高いんだろうなという

ような数値です。

　（スライド 15）それから、これはアルコールの、横軸が純ア

ルコール換算の摂取量で見てみますと、増えれば死亡、全体の

死亡率が高くなっていく。

　これ、ちょっとスライドの男女が逆になってしまって申し訳

ないです。男性で 1.4、女性で 1.6 ぐらいということで、リス

クが高くなってくるというようなスライド。（スライド 16）全

体の死亡で見ましたが、これはがんの罹患率でございます。男

性の多量飲酒者について、死亡率と罹患率を見ますと、死亡率・

罹患率もアルコールの摂取量が増えていけば、1.5 倍、1.6 倍ぐ

らいリスクが高くなるというようなデータがあるということ。

（スライド 17）それから脳血管障害との関係で見ますと、こっ

ちがアルコール摂取量ですけれども、全体で見ても、1.6 倍ぐ

らい。脳出血関係ですとさらに高くなるというようなデータが

あるということ。（スライド 18）それから、糖尿病の関係でも、

やはり摂取量が上がってくるとリスクが高くなってくるという

データ。（スライド 19）それからこれは特にやせた男性で、本

来は糖尿病になりにくいとされているような人でも、ここが一

番やせている人、BMI が低いところですけど、そういう人で

はリスクが高くなってくる。本来なりにくいような人でもリス

クが高くなってくるというようなデータもあるということで

す。

　（スライド 20）アルコールについては、健康日本 21 の第 2次では、特に飲酒習慣の改善を中心に目

標設定させていただいていますけれども、基本的には同じような考え方で、世界戦略に基づいていろい

ろな取り組みはしていくわけですけれども、こちらの生活習慣というか飲酒習慣を改善していくという

ことと、社会環境の改善の取り組みを合わせて進めていくことによって、生活の質の向上、それから社

会環境の質の向上を図って、最終目標に向かっていくというような流れの中で、目標設定をさせていた

アルコール消費量の国際比較費
一人あたりの消費量で単純比較すると、我が国は欧米に比べ多くはないが、
日本人には、体質的に「酒に弱い」者が多いことを考慮しなくてはならない。

8 0

5.9 

日本

中国

9.4 

9.2 

8.0 

米国

ブラジル

日本

13.7 

10.7 

フランス

イタリア

純アルコール量(リットル) / 年

0.0  5.0  10.0  15.0 

・15歳以上の国民一人あたりの消費量（2003年～2005年の平均値）
・日本人の半数程度は遺伝的にアルコール分解が弱く（赤くなる、下戸）、欧米人はほぼ100％が飲める体

質であることを考えると、日本で飲酒している者一人あたりの消費量は国際的にも多いものと推測される

出典：WHO Global status report on alcohol and health, 2011

スライド 14

アルコールと全死亡
多量飲酒者(純アルコール摂取60g以上/日)の死亡率は男性1.6倍、女性1.4倍となる

相対危険度

1 80

1.58

1.471.471.60

1.80

1.37

1.20

1.33

1.131.20

1.40

1.00

0.88 0 84
0.93

1.01
1.06

0.94
0.88

0.80

1.00 男性

女性

純アルコール摂取量(g) / 日

0 88 0.84

0.60

0 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60^

・１6のコホート研究（主に35歳以上の欧米人が対象）に対するメタ解析
・少量の飲酒では健康へ好影響をもたらすという「Jカーブ効果」も示されている

＜純アルコールへの換算＞
ビールなら500ml 、日本酒なら１合

が、純アルコール20gとなる

出典：Holman CD et al. Meta-analysis of alcohol and all-cause mortality. MJA.  1996.

スライド 15

アルコールとがん
男性の多量摂取者は、機会飲酒者と比べがん罹患及び死亡が1.5倍程度高まる

1 8
相対危険度

1.61

1.58
1.4

1.6

1.8

0 8

1

1.2
がん罹患 男性

がん死亡 男性

0.4

0.6

0.8

0

0.2

飲
酒

飲
酒 49 99 49 0~ 純アルコ ル摂取量( ) / 週

非
飲
酒

機
会
飲
酒

1-1
49

15
0-2

99

30
0-4

49
45

0~

・40-59歳の73,438人 の日本人を8~11年間追跡したデータ

純アルコール摂取量(g) / 週

＜純アルコールへの換算＞
ビールなら500ml 、日本酒なら１合

が、純アルコール20gとなる

・相対危険度は年齢、喫煙習慣、野菜摂取量等で調整したもの
・女性は多量飲酒者のデータ数が少なく、明確な相関がでなかったと考えられる

出典：Inoue M et al. Impact of alcohol drinking on total cancer risk. British Journal of Cancer. 2005.

スライド 16

アルコールと脳血管障害
一日平均ビール大瓶3.2本を飲む者は、全脳血管障害の相対危険度が1.6倍高まる

相対危険度

2.512.5

3

1.64
1 5

2

全脳血管障害

1.12
1

1.5 全脳血管障害

出血性脳血管障害

虚血性脳血管障害

0

0.5

酒 酒 9 9 9 ~ 純アルコ ル摂取量( ) / 週

非
飲
酒

機
会
飲
酒

1-
14

9

15
0-
29

9

30
0-
44

9
45

0~

・40-59歳の19,544人の日本人を9~11年間追跡したデータ
相対危険度は年齢 喫煙習慣 BMI 糖尿病の既往等で調整したもの

純アルコール摂取量(g) / 週

＜純アルコールへの換算＞
ビールなら500ml 、日本酒なら１合が、純

アルコール20gとなる

出典：Iso H et al. Alcohol consumption and risk of stroke among middle-aged men.  Stroke.  2004.

・相対危険度は年齢、喫煙習慣、BMI、糖尿病の既往等で調整したもの

スライド 17
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だいているというところです。

　（スライド 21）上の方の段は先ほど説明したとおりで、今の

健康日本 21 でこういう目標設定して、実際、こうですという

ことなんですけれども、今度の 25 年度から始まる健康日本 21

第 2 次では、三つ目標設定してますが、若干違います。一つは、

多量飲酒というよりはここで生活習慣病のリスクを高める量の

飲酒をしている者ということで、いろいろな文献、データを見

て、男性では 40 グラム以上、女性では 20 グラム以上の人がい

ろいろリスクがあるという根拠のもとに、こういう人たちを今

のベースラインのデータではこうですけど、これを 10 年後に

はこのくらい減らしていこうというような目標を一つ立ててお

ります。

　それから未成年者の飲酒をなくすというようなことについて

は、これまでも進んできて、これくらいまできましたという話

はしましたけど、やはり当然、10 年後にゼロにしていきましょ

うというような目標設定をしています。

　それからもう一点は、妊娠中の飲酒をなくすということで、

胎児性アルコール症候群などいろいろ問題がありますけれど

も、そういうことがないようにということで、0％にしていくと。

ベースラインのこの値に対して、0％にしていくというような

目標設定をしております。ちなみにここには、この計画をつく

る時に、パブリックコメントをかけまして、902 件くらいパブ

リックコメントあがりましたが、アルコールに関しては、飲酒

に関しては 27 件の意見をいただいて、例えば個人の嗜好品な

ので、こういう目標をつくるのはけしからんというような人が

11 人いたと。逆に国の方でちゃんと普及啓発をもっとやるべ

きだというのは 3件とか、そういうようなコメントがあったと

いうことを、ご参考に載せております。

　（スライド 22）この健康日本 21 の中で、特に今後、どうい

うことをやっていったらいいかということを大きく 4点、掲げ

させていただいております。先ほど玉木先生からもありました

が、しっかりこれまでに引き続き情報提供をしていくと。正確

な情報を十分に提供していくということは、これは基本中の基本です。これもお話ありましたが、そん

な中で、教育をしていくということはすごく大事。もちろん、文科省と協力しての教育もそうですし、

もっと地域とか社会での教育にも取り組んでいくということも含めてやっていくことが大事ということ

が 2点目として取り上げられている。3点目としては、アルコール関連問題の早期発見と早期介入が大

事だということが取り上げられている。4点目としては調査研究。国としては、しっかり調査研究をして、

アルコールと糖尿病－１
多量飲酒者は、糖尿病のリスクが高まる

罹患率 / 1,000人年

22.7

18 420.0

25.0

12.3

14.7
14.0

18.4

11.2
15.0

12.3

11.2
9.5

6 3

8.4
5.0

10.0
耐糖能異常

2型糖尿病
6.3

0.0
0 0 1-22 9 23 0-45 9 46 0-68 9 69 0~ 純アルコール摂取量(g) / 日

・35-39歳の2,953人の日本人男性を7年間追跡したデータ
飲酒しない者や飲酒量がごく少量の者の中には 既に健康状態が悪く 糖尿病になりやすか た可能性がある

0 0.1-22.9 23.0-45.9 46.0-68.9 69.0~
＜純アルコールへの換算＞

ビールなら500ml 、日本酒なら１合が、純ア
ルコール20gとなる

出典：Nakanishi N et al. Alcohol consumption and risk of  development of  impaired fasting glucose or type 2 diabetes 
in middle-aged Japanese men. Diabetes Care. 2003.

・飲酒しない者や飲酒量がごく少量の者の中には、既に健康状態が悪く、糖尿病になりやすかった可能性がある

スライド 18

アルコールと糖尿病－２
やせた男性（本来糖尿病のリスクが低い人）では、飲酒量と糖尿病罹患率が相関する

オ ズ比オッズ比

2.89

2.50

3.00

1.91

1 051.50

2.00
男性（BMI22以下）

男性（BMI22超25以下）
1.00

1.05

0.50

1.00

男性（BMI22超25以下）

男性（BMI25超）

0.00
0 0.1-22.9 23.0-45.9 46~ 1日あたり純アルコール摂取量(g)

＜純アルコールへの換算＞

・日本人の2型糖尿病の罹患率を性別及びBMIごとに10年間追跡したデータ
・肥満男性は元来糖尿病のリスクが高いので、アルコールの影響は明らかでなかったと考えられる
女性は多量飲酒者のデ タ数が少なく 明確な相関がでなか たと考えられる

ビールなら500ml 、日本酒なら１合が、純ア
ルコール20gとなる

出典：Waki K et al. Alcohol consumption and other risk factors for self-reported diabetes among middle-aged Japanese. 
Diabet Med. 2005.

・女性は多量飲酒者のデータ数が少なく、明確な相関がでなかったと考えられる

スライド 19

健康日本２１（第２次）アルコールの目標設定の考え方健康日本２１（第２次）アルコールの目標設定の考え方

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

社会環境の質の向上生活の質の向上

健康寿命の延伸 健康格差の縮小

精神疾患、循環器

社会環境の質の向上生活の質の向上

次世代の健康

飲酒による社会問題（他者への
暴力 飲酒運転事故等）の回避

精神疾患、循環器
疾患やがん、肝臓
障害等の予防

次世代の健康
の確保

暴力、飲酒運転事故等）の回避

○生活習慣病のリス
クを高める量を飲酒
している者の割合の

○未成年者の飲酒
をなくす

○妊娠中の飲酒をな
減少

〈社会環境の改善〉〈飲酒習慣の改善〉

くす

アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略に基づく取組の推進

スライド 20

健康日本21における飲酒に関する目標値について

最終評価（平成２３年１０月）
＜＜現状（現状（20002000～～20122012年）＞年）＞

現
行
の
健

①多量に飲酒する人の減少
（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）
＜目標値＞ 男性：4.1％(H8年度)→3.2％以下

女性：0.3％(H8年度)→0.2％以下

最終評価（平成２３年１０月）

改善は見られなかった。

＜最終評価時＞ 男性：4.8％(H21年)
女性：0.4％(H21年)

健
康
日
本
21

②未成年者の飲酒をなくす （月に１回以上飲酒しているものの割合)※1

＜目標値＞ 男性(中学3年)：26.0％(H8年度)→0％
男性(高校3年)：53.1％(H8年度)→0％
女性(中学3年) 16 9％(H8年度) 0％

男女とも有意に減少した。性別に見ると、男性に
対して女性の改善状況が低かった。

＜最終評価時＞ 男性(中学3年)： 8.0％(H22年度)
男性(高校3年)：21.0％(H22年度)

に
お
け
る
目

女性(中学3年)：16.9％(H8年度)→0％
女性(高校3年)：36.1％(H8年度)→0％

③「節度ある適度な飲酒」の知識の普及
（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）

女性(中学3年)： 9.1％(H22年度)
女性(高校3年)：18.5％(H22年度)

男性は改善傾向にあるが、女性は変わらなかった。

注）月1回以上飲酒する者の割合

パブリックコメントの意見

目
標

（節度ある適度な飲酒＝１日平均純アルコ ルで約20ｇ程度の飲酒）
＜目標値＞ 男性：50.3％(H13年度)→100％

女性：47.3％(H13年度)→100％

男性は改善傾向にあるが、女性は変わらなかった。

＜最終評価時＞ 男性：54.7％(H20年)
女性：48.6％(H20年)

＜＜今後（今後（20132013～～20332033年）＞年）＞
健
康
日
本
21

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（一日当たりの純
アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上の者）の割合の減少

＜目標値＞ 男性：15.3％(H22年)→13.0％(H34年度)
女性： 7.5％(H22年)→ 6.4％(H34年度)

意見総数９０２件
うち、飲酒について２７件
＜主な意見＞
○アルコールは個人の嗜好品であり

＜＜今後（今後（ 年）＞年）＞

21(

第
2
次)

に
お

②未成年者の飲酒をなくす （過去30日に1回以上飲酒した者の割合）※2

＜目標値＞ 男性(中学3年)：10.5％(H22年)→0％(H34年度)
男性(高校3年)：21.7％(H22年)→0％(H34年度)
女性(中学3年)：11.7％(H22年)→0％(H34年度)

○アルコ ルは個人の嗜好品であり、
数値目標の設定に反対（11件）

○飲酒の害に対し、国が普及啓発を行
うべき（3件）

その他13件お
け
る
目
標

女性(中学3年)：11.7％(H22年) 0％(H34年度)
女性(高校3年)：19.9％(H22年)→0％(H34年度)

③妊娠中の飲酒をなくす

＜目標値＞ 8.7％(H22年)→0％(H26年)

件その他13件

※１ 「あなたはお酒をどのくらいの頻度で飲みますか」という質問に対し、
月１回以上の頻度の選択肢を選んだ者の割合

※２ 「この30日間に、少しでもお酒を飲んだ日は合計何日になりますか」
という質問に対し、１日以上の選択肢を選んだ者の割合

スライド 21
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エビデンスを出していくとか、あるいはその中で政策提言を出

していただくとかっていう取り組みが国としては大事になって

くるだろうというふうに思っています。

　（スライド 23）実際にこの 4番目の調査研究ではどんなもの

をやっているかというのが、あと 2、3 枚のスライドでありま

すけれども、このアルコール全般に関しての総合的な研究とい

うことは樋口先生におとりまとめをいただいていて、実際、疫

学的な研究とか、あるいは関連疾患、あるいは治療介入に関す

る研究もしていただいてます。（スライド 24）あるいはほかの

身体疾患、メタボリックシンドロームとの関係の研究も、分担

研究でしていただいているというのが一点。（スライド 25）そ

れから、アルコール対策の評価とか、どういうふうにしていっ

たらいいかという疫学的な調査と、それを踏まえた政策的な

提言というような研究もしていただいているというのが一つ。

（スライド 26）それから未成年者の、先ほど飲酒の話をしま

したが、喫煙も含めてなんですけれども、その実態を把握して

いただいて、ご提言いただいているというのは、大井田先生に

頼んでますが、これ、なかなか調査が難しくて、貴重なデータ

をいただいていると思ってますけれども、こういう研究をして

いただいているということです。

　それからもう一つは、こういう依存症における医療福祉回復

プログラムの策定に関する研究というような研究もさせていた

だいているというところが、現状でございます。

　スライドは以上でございますけれども、多くの関係者のみな

さんのご意見をいただきながら、なかなかこれ、厚労省だけで

はできない問題も多いので、文科省とか、あるいは国税庁とか、

関係省庁とも一緒になって、あるいは地方公共団体とか関係団

体のみなさんも一緒になって取り組んでいきたいというふうに

思いますので、引き続きみなさんからご指導いただければとい

うふうに思っております。簡単ではございますけど、以上でご

ざいます。ご静聴ありがとうございました。

今後必要となる対策 （H24.7 健康日本２１（第２次）参考資料より）

般 情報提供１ 国民一般への情報提供
・ 現行の健康日本２１に引き続き、飲酒の健康影響や「節度ある適度
な量の飲酒」など、正確で有益な情報を十分に提供する必要がある。

２ 教育の推進
・ 未成年者や妊婦の飲酒の低減や根絶には、特に教育が重要。

３ アルコール関連問題の早期発見と早期介入
・ 家庭、学校、職場、地域、保健医療サービスなどあらゆる場面で、
アルコール関連問題の早期発見と アルコール関連問題の低減にアルコール関連問題の早期発見と、アルコール関連問題の低減に
結びつく適切な介入を行う必要がある。

４ 飲酒行動やアルコール関連問題等に対する調査・研究４ 飲酒行動やアルコ ル関連問題等に対する調査 研究
・ 飲酒行動やアルコール関連問題の実態調査を行うとともに、アル
コール関連問題の早期発見、早期介入に関する研究も重要。

スライド 22

厚労省科学研究費による研究
Ｈ２４年度総額 ４９ ５４０千円

① わが国における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
その対策に関する総合的研究

Ｈ２４年度総額 ４９，５４０千円

その対策に関する総合的研究

＜研究代表者＞ 国立病院機構久里浜医療センター 樋口進

（Ｈ２４年度 １６，５００千円）

＜分担研究＞
・若年者における飲酒および他の依存の実態とその背景に関する調査研究
国立病院機構久里浜医療センター 樋口進

疫
国立病院機構久里浜医療センタ 樋口進

・アルコール関連問題の社会的損失の推計
鳥取大学医学部環境予防医学分野 尾崎米厚

疫
学

・けがと飲酒に関する国際共同研究
札幌医科大学医学部法医学講座 松本博志

・精神疾患に及ぼす飲酒の影響について

外傷

精神疾患に及ぼす飲酒の影響について
札幌医科大学神経精神医学講座 斎藤利和

・医療現場で行う効率的な飲酒量低減技法の開発
国立病院機構肥前精神医療センタ 杠岳文

精神疾患

治療・介入
国立病院機構肥前精神医療センター 杠岳文

治療 介入

スライド 23

厚労省科学研究費による研究

① わが国における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
その対策に関する総合的研究 ～つづき～

・飲酒習慣と生活習慣病の関連についての疫学的検討とその対策に関する研究

滋賀医科大学生活習慣病予防センター 上島 弘嗣

・人間ドック受診者における飲酒習慣と生活習慣病との関連の研究
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 宇都 浩文

アルコ ル性肝障害における生活習慣病の関与 性差 積算飲酒量 酒類との関連・アルコール性肝障害における生活習慣病の関与 ～性差・積算飲酒量・酒類との関連～
東京女子医科大学消化器内科 橋本 悦子

・アルコール性膵障害の実態調査
東北大学大学院消化器病態学 下瀬川 徹

身体疾患・

メタボリックシ
ンドロ ム東北大学大学院消化器病態学 下瀬川 徹

・メタボリックシンドロームに及ぼすアルコールの影響
金沢医科大学消化器内科 堤 幹宏

ンドローム

・アルコール性脂肪性肝障害のメタボリックシンドロームにおける役割に関する検討
三重大学大学院医学系研究科消化器内科 竹井 謙之

・アルコ ル性肝炎の実態と免疫学的アプロ チによる治療効果に関する研究・アルコール性肝炎の実態と免疫学的アプローチによる治療効果に関する研究
国際医療福祉大学臨床医学研究センター 堀江 義則

スライド 24

厚労省科学研究費による研究

② わ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
研究代表者

（Ｈ２４年度 ８，８００千円）

＜研究代表者＞ 横浜市立大学医学部社会予防医学教室 神田秀幸

＜分担研究＞
・わが国のアルコール対策の変遷と評価に関する研究わが国のアルコ ル対策の変遷と評価に関する研究

横浜市立大学医学部社会予防医学教室 神田秀幸

・外国におけるアルコール症とアルコール対策の現状
～Cochrane Database of Systematic Reviewsにおける文献的考察～Cochrane Database of Systematic Reviewsにおける文献的考察
国立保健医療科学院健康危機管理研究部 谷畑 健生

・ヨーロッパのアルコールについての権限のある通達とWHOのアルコール政策の
フレームワークおよび各国のアルコールのアクションプランの解析

疫学・
政策提言フレ ムワ クおよび各国のアルコ ルのアクションプランの解析

国立保健医療科学院健康危機管理研究部 谷畑 健生

・アルコール関連疾患による経済損失：循環器疾患との関連から医療コストまで
慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 岡村智教

政策提言

慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 岡村智教

・わが国の問題飲酒の実態と全国調査の内容についての検討
鳥取大学医学部環境予防医学分野 尾崎米厚

・福島県A市における成人の飲酒行動に関する研究
横浜市立大学医学部社会予防医学教室 神田秀幸

スライド 25
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【略歴】

昭和 62 年 3 月　慶應義塾大学医学部卒業

昭和 62 年 4 月　厚生省入省

　　　　　　　 岡山県保健福祉部長

　　　　　　　 厚生労働省保険局生活習慣病対策室長

　　　　　　　 厚生労働省保険局医療指導監査室長

平成 24 年 9 月　現職

厚労省科学研究費による研究

③ 未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究
（Ｈ２４年度 １１，４４０千円）

＜研究代表者＞ 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野 大井田隆

＜分担研究＞（アルコールに関連するもののみ掲載）
未成年・未成年の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究

日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野 大井田隆

未成年

④ 様々な依存症における医療・福祉の回復プログラムの策定に関する研究

＜研究代表者＞ 北里大学医学部精神科 宮岡等

＜分担研究＞（アルコ ルに関連するもののみ掲載）

（Ｈ２４年度 １２，８００千円）

＜分担研究＞（アルコールに関連するもののみ掲載）

・アルコール・薬物依存症と他の重複障害の実態把握と治療モデルの構築に関する研究
国立病院機構久里浜医療センター 樋口進

重複障害重複障害・
治療

スライド 26


