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【はじめに】
　昨年９月に着任以来、研究所の役割や組織のあり方について担当し、各部門との意見交
換などを進めてきました。公衆衛生分野において運動と栄養を中心とした健康づくりは最
も重要で普遍的なテーマですが、時代とともに課題は変わります。最近の動向を踏まえた
私の問題認識を少し紹介したいと思います。

【新たな課題への対応】
　当研究所では様々な研究が実施されてきましたが、基本的に健康人の望ましい運動・栄
養のあり方が中心的テーマでした。行政では国民が抱える新たな健康問題への対応を進め
ており、研究所もどう対応するか早急に決める必要があります。
　例えば、厚生労働省健康局では食事摂取基準（2015年版）策定に向けて、新たに生活習
慣病の重症化予防や疾病別の観点からの基準を作成する検討を開始しました。また、介護
予防の推進と評価には、エビデンスの確立していない高齢者に関する身体活動や栄養摂取
量のデータ集積や測定法の確立が必要となります。また、特定健診後の保健指導に対し研
究者はどのようなエビデンスと有効な指導方法を提供できるのでしょうか。

【どんな性格の研究を行うか】
　私は、いわゆる「国立の研究所としてふさわしい研究」とは、「最先端の研究」、「行政の
企画立案に役立つ研究」、「精度管理など標準化に関する研究」、「他の研究主体が取り組ま
ないが国として必要な研究」などに大別できると考えています。当研究所の人材と予算に
は限りがあります。新たな課題への対応を決める際に、どのアプローチで役割を果たすの
かについても重要な判断となります。

【研究成果の活用法】
　インターネットを通じて玉石混交の情報があふれる現状では、国民がエビデンスを正し
く理解し行動することは困難になっています。運動習慣を定着させやすいまちづくりや、
流通や飲食店のネットワークと連携して健康的な栄養バランスが維持できてしまう仕組み
づくりが効果的ではないでしょうか。そのため、研究成果（エビデンス）をそのまま発信
するのではなく、活用法としての環境づくり手法をパッケージで提供できるような役割も
考慮すべきではと考えています。健康日本21は平成25年度から第２次計画が始まります
が、そこで掲げられている「健康を支え、守るための社会環境の整備」に当研究所はどん
な役割が果たせるのか。

　以上ごく一部ですが、特色ある役割や組織体制のあり方について、今後さらに議論を深
めたいと考えています。

健康づくりにどんな貢献ができるか
理事　鈴木　幸雄
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【はじめに】
　患者のエネルギーの必要量を設定する方法とし
て、例えば日本静脈経腸栄養学会では「静脈経腸
栄養ハンドブック」において、基礎代謝量に活動係
数と傷害係数を乗じる方法が紹介されていますが、
（図）あわせて、この方法の問題点が指摘されてい
ます。
　患者における基礎代謝量の推定式としてHarris-
Benedictの式が広く使われていますが、この式は、
基礎代謝量を過大に評価するという見解でほぼ一
致しています。また、活動係数と傷害係数は、患
者のエネルギー必要量に関する資料では、国内外
とも頻繁に登場しますが、その多くの値は1960
年代から1980年代に報告されたものです。その
いくつかについては2000年代以降にも再度、検
討されていますが、それらの検討は十分とは言え
ません。

【対象と方法】
　そこで、栄養ケア・マネジメント研究室では、

（独）国立病院機構高松医療センターとの共同研究
で、ALS（筋委縮性側索硬化症）の患者のエネル
ギー消費量の測定を行いました。今回、１日のエ
ネルギー消費量を測定するために使用した方法
は、二重標識水（Double labeled water：DLW）
法というものです。この方法では、水素と酸素の
安定同位体を含む水を飲んでいただき、尿中への
排泄量を測定します。水を飲んでいただくことと、
尿を採集することをお願いすることで、１～２週
間における１日の平均的なエネルギー消費量を正
確に知ることができます。

【結果】
　10名の方のエネルギー消費量は、１日あたり
平均934kcal、体重あたりでは19.6kcalとなりま

した。臨床の場面では体重維持のためのエネル
ギー必要量として、体重あたり25～30kcalとい
う数字が良く使用されますが、今回の患者では１
日当たり体重あたりのエネルギー量は、その値よ
りも小さいものでした。
　３名については、基礎代謝量も実測しました。
その値は、807kcalでHarris-Benedict式により求
めた値の平均値1085kcalよりも約280kcalも低い
値で食事摂取基準で示されている基礎代謝基準値
による推定値と比べても約200kcal小さい値でし
た。
　１日のエネルギー消費量を基礎代謝量で割った
値をPAL(physical activity level：身体活動レベル)
といいます。今回の患者でPALは1.05～1.23で
した。この値は、図に示した活動係数の「ベッド
上安静」と近い値でした。

【今後の方向性】
　患者の治療過程において、適切な栄養補給は非
常に重要と考えられます。しかし、どのくらいエ
ネルギー量をとることが良いかについても、わか
らない部分が多くあります。健康な方では、個人
のエネルギー摂取量の過不足を体重の変動で確認
ができます。病気のために筋肉量などが変化して
いる場合には、エネルギー摂取量の過不足を体重
のみから判断することは困難です。患者の病態管
理で、どのようなエネルギー摂取量が適切かを評
価する検討を今後もさらに続けたいと考えていま
す。

関連研究論文
Ichihara N, Namba K, Ishikawa-Takata K. et al. Energy re-
quirement assessed by doubly-labeled water method in patients 
with advanced amyotrophic lateral sclerosis managed by tra-
cheotomy positive pressure ventilation. Amyotroph Lateral 
Scler. 13（6）： 544-9, 2012

図　エネルギー必要量の推計 人工呼吸器から、ダグラスバッグへと呼気を採集できるように接続した。
⎛
⎝
日本静脈経腸栄養学会編
コメディカルのための静脈経腸栄養ハンドブックより

⎛
⎝

患者の推定エネルギー必要量の検討
栄養教育研究部／栄養ケア・マネジメント研究室　髙田　和子
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【はじめに】
　国民健康・栄養調査は終戦直後の1946年より毎
年実施され、国民の栄養素や食品の摂取状況につ
いての集計値を提供しています。その結果は、健康
日本21の評価や目標設定に活用されるなど保健医
療行政に貢献している他1）、栄養素・食品摂取面
からみた我が国における循環器疾患の研究に活用
されるなど2）、貴重な財産となっています。例年
の調査では、各都道府県の人口に比例して調査対
象が割り当てられるため、人口の集中する大都市圏
に多く、地方に調査対象が少ないという傾向が続
いていました。昨今では、都会と地方との健康格差
が課題となっているため、平成24年調査では調査
地区数を全国の道府県で等しく10地区、東京都で
は15地区とすることにより、人口の少ない県でも十
分な数の対象者にご協力いただき、地域間比較が
可能な集計値を得ることとしています。この計画に
より、調査対象者数は約１万２千世帯（約３万人）
という例年の約３倍の規模となっています（表）。

【対象と方法】
　平成22年国勢調査における475調査地区（東京
都15地区と各道府県10地区）に居住しておられ
る方（各地区平均50世帯、例年は平均25世帯）
を対象に、平成24年10月25日から12月５日の間
に各調査地区を管轄する保健所が調査を実施しま
した。調査の内容は、①１日分の世帯按分法によ

る栄養調査、②生活習慣調査、③身体状況調査（身
長、体重、血圧測定など）です。栄養調査を適切
に実施するには、保健所栄養士を中心とした調査
員が適切な調査手法を身につける必要がありま
す。拡大調査に対応するため各自治体（都道府県、
政令指定都市など）で調査責任者を選任し、これ
らの方より保健所の調査員の方々に伝達講習を
行っていただく形で、調査手法の標準化を行いま
した。

【結果と今後の方向性】
　各自治体・保健所より調査票を提出いただき、
現在は調査結果の電子データ化、栄養調査結果の
質についての標準化の作業を行なっています。例
年の３倍規模ではありますが、新たな処理システ
ムを導入し例年同様のスケジュールでの集計を目
指しています。平成24年調査では通常規模の調
査で困難であった栄養素・食品群別摂取量等の地
域間比較が可能となり、各自治体の保健医療施策
での活用が期待されます。

関連研究論文
１）�西信雄、奥田奈賀子、健康日本21（第二次）の目標設定に

おける国民健康・栄養調査、保健医療科学.�61（5）,�399-408,�
2012

２）�Nakamura�Y,�et�al.�Fatty�acids� intakes�and�serum� lipid�
profiles:�NIPPON�DATA90�and�the�national�nutrition�moni-
toring.�J�Epidemiol.�20�Suppl�３:�S544-8,�2010

表１　地域ブロックごとの平成22年人口と栄養摂取状況調査対象者数、および平成24年調査地区数
地域ブロック

（カッコ内は都道府県数）
平成22年人口
（単位：千人）a

平成22年栄養摂取状況
調査対象者数（人）b

平成24年
調査地区数

北海道　（1）  5,506   408 10
東北　　（6）  9,335   796 60
関東Ⅰ　（4） 35,618 1,865 45
関東Ⅱ　（5） 10,001   785 50
北陸　　（4）  5,443   467 40
東海　　（4） 15,112 1,100 40
近畿Ⅰ　（3） 17,089 1,189 30
近畿Ⅱ　（3）  3,814   182 30
中国　　（5）  7,563   605 50
四国　　（4）  3,976   262 40
北九州　（4）  8,546   677 40
南九州　（4）  6,051   479 40

総　　数 128,054 8,815 475
a 総務省統計局　　b 平成22年国民健康・栄養調査報告

平成24年国民健康・栄養調査（拡大調査）の実施
栄養疫学研究部／国民健康・栄養調査研究室　奥田奈賀子
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【はじめに】
　健康と大きく関連する体力のひとつに「全身持
久力（最大酸素摂取量）」があります。この全身持
久力は有酸素性の身体活動や運動（歩行、ランニ
ング、水泳、自転車など）を実施することで維持・
向上することがわかっています。私たちはこの全身
持久力と寿命や生活習慣病に関する研究を行って
います。

【対象及び方法】
　研究の方法は「コホート研究」や「追跡研究」
と呼ばれるものです。例えば、全身持久力と「２
型糖尿病」の関係を調査した研究1）では、糖尿病
でない4,747人の男性を対象に体力測定を行い、
その結果で対象者を全身持久力の「低い群」、「や
や低い群」、「やや高い群」、「高い群」の４群にグ
ループ分けした後、全員を14年間追跡し、各グ
ループ別に糖尿病に罹患した人数を比較していま
す（図１）。また、全身持久力と「がん死亡」の
関係を調査した研究2）では、がんに罹患していな
い男性9,039人を16年間追跡して、追跡期間中に
がんで死亡した人数を比較しています（図２）。

【研究結果】
　全身持久力が「低い群」を基準にして、他の群
の相対危険度をみると「２型糖尿病」も「がん死
亡」もいずれも全身持久力が高い群は危険度が低
い傾向にありました。また、すべての死因を含ん

だ「総死亡」や「高血圧」についても同様の傾向
であることを確認しています3,4）。さらに、全身持
久力が維持・向上した人たちは全身持久力が低下
した人たちと比較して「２型糖尿病」に罹患する
危険性が低いことも確認しています5）。
　これらのコホート研究の結果は全身持久力を維
持・向上させる有酸素性の身体活動や運動が寿命
を延ばし、生活習慣病を予防する可能性があるこ
とを示しており、厚生労働省から公表される「身
体活動基準2013」のエビデンス（科学的根拠）
として利用されています。

【今後の方向性】
　最近、健康と関連する体力として筋力や筋量も
注目されています。今後は全身持久力だけでなく
筋力や筋量に関しても調査していく予定です。

関連研究論文
１）�Sawada�SS�et�al.�Cardiorespiratory� fitness�and� the� inci-

dence�of� type�2�diabetes:�Prospective�study�of� Japanese�
men.�Diabetes�Care,�26：2918-2922,�2003

２）�Sawada�SS�et�al.�Cardiorespiratory�fitness�and�cancer�mor-
tality� in� Japanese�men:� a� prospective� study.�Med�Sci�
Sports�Exerc,�35：1546-1550,�2003

３）�Sawada�S�et�al.�Five�year�prospective�study�on�blood�pres-
sure�and�maximal� oxygen�uptake.�Clin�Exp�Pharmacol�
Physio,�20：483-487,�1993

４）�澤田亨�et�al.�日本人男性における有酸素能力と生命予後に関
する縦断的研究.�日本公衆衛生雑誌,�46：113-121,�1999

５）�Sawada�SS�et�al.�Long-term�trends�in�cardiorespiratory�fit-
ness�and�the� incidence�of� type�2�diabetes.�Diabetes�Care.�
33：1353-1357,�2010

図１　全身持久力と２型糖尿病 図２　全身持久力とがん死亡

体力（全身持久力）と寿命や生活習慣病に
関する研究

健康増進研究部／身体活動評価研究室　澤田　亨
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【「日本人の食事摂取基準」とは？】

　健康の維持・増進、生活習慣病の予防のために日本人に摂取してもらいたいエネルギー（カロリー）
や栄養素の量を決めている基準で、「日本人の健康を栄養面から守る」基本になっているものです。
　その具体的な目的は３つあります。
① 栄養素の不足をおこさない。　②　栄養素の過剰症をおこさない。　③　生活習慣病を予防する。
　このうち、①はとても重要です。私たちの体を作るもとになっている、エネルギーや栄養素を不足し
ないように食べることは、生きていくために不可欠だからです。②も、サプリメントやいわゆる健康食
品を摂取する場合には、気をつけなければいけないポイントです。体のために必要な栄養素でも、過剰
に摂取すると様々な健康障害が出てくるからです。食事摂取基準では、これら３つの目的に分けて、そ
れぞれの栄養素の基準値を示しています（図１）。
　これらの基準値は、政府から出される食事指針や食品のラベル、学校給食などに使われていることが
我々の研究から明らかとなりました。まさに縁の下の力持ちとして、日本における食・栄養を支える役
割を果たしています（図２）。

【どうやって作るの？】

A．�今までの食事・栄養と健康に関するさまざまな研究の結果を、世界中から集める（根拠（エビデンス）
の収集）。

B．それぞれの研究結果について、専門家が内容を読み、まとめる作業を行う（系統的レビュー）。
C．AとBの作業をそれぞれの栄養素で行って、上記の①～③の目的別，基準値を決める。 

【「日本人の食事摂取基準」（2015年版）に向けた改定作業が始まります！】

　厚生労働省では、５年ごとに食事摂取基準を改定しています。これは、世界中で栄養に関する研究が進
んでいるため、なるべく新しい研究成果をもとに基準値をつくるためです。今年は、その改定が始まりま
す！次の改定に向けて我々の研究室では、どの栄養素のエビデンスが必要なのか明らかにすること、世界
中のエビデンスを正しく基準値に反映させること、つくられた基準値の活用を進めることに力を入れて研
究を進めています。新しい基準値は、2014年の春頃に公表される予定です。

縁の下の力持ち “食事摂取基準”
栄養疫学研究部／食事摂取基準研究室 　笠岡（坪山）宜代

図１　食事摂取基準はこんな疑問に答えてくれます。

ビタミンのサプリメ
ントは、飲めば飲む
ほど健康になるの？

生活習慣病にならな
いためには、どんな
食事がいいの？

いつものコンビ
ニ食で、栄養は
たりてるの？

図２　食事摂取基準はこんなところに使われています！

国の指針
・食生活指針
・食事バランスガイド等

給食の提供
学校給食や病院、事業所等で、
集団に応じた栄養素の提供量を
決めたり、提供した食事摂取量
を評価するために
使われています。

食品の表示
一日に必要な栄養素量＊の
表示等に使われています。

例

コップ○杯で一日分の
カルシウムが摂れます

＊栄養素等表示基準値（日本人の食事摂取基準を
　基に設定した食品に表示する際に使う基準値）

食事の評価
・不足（欠乏症の回避）
・摂りすぎ
・生活習慣病の予防

その他：東日本大震災
栄養参照量の発出、避難所における
食事提供の評価に使用されました。
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【ロコモティブシンドロームとは】

　ロコモティブシンドローム（ロコモ）は、2007年に日本整形外科学会から、高齢社会の現代日本に
おいて運動器（locomotive organs；筋肉・骨・関節・神経など）に起こる問題を広く認識してもらう
ために提唱された言葉です1）。その定義は、運動器の障害によって、介護・介助が必要な状態になって
いたり、そのリスクが高くなっている状態をいいます。

【日本におけるロコモの現状】

　2011年の日本人の平均寿命は、男性79.44歳、女性85.90歳であり、男性はほぼ５人に１人が、女性
は４人に１人が高齢者となります。高齢になると、人の様々な器官や組織において“加齢”という現象
が見られます。運動器である筋肉は細く弱くなり、骨や軟骨は折れやすく変形が起こり、歩行や様々な
活動に支障をきたすこととなります。日本において要支援・要介護者となる原因は、脳血管疾患（脳卒中）
が21.5％、認知症が15.3%であり上位を占めていますが、その他、関節疾患10.9%、骨折・転倒10.2%
であり、約５人に１人が運動器の障害が原因となっています。また病気やけが等による自覚症状をみる
と、男性における有訴者率の１位は腰痛であり、女性においても２位となっています。その他、手足の
関節が痛む有訴者も多いことが報告されています。このように、運動器における障害は、現代日本にお
いて火急に取り組むべき課題となっているのです。

【ロコモと健康との関連】

　ロコモになると、どのような不都合が生じるのでしょうか。例えば、膝や股関節に関節症を有する人では、
有さない人と比較して、様々な疾患で死亡するリスクが約1.55倍高くなることが報告されています2）。また、
筋力や歩行スピードについても、これらの能力が低い人は、能力が高い人と比較して死亡のリスク3）や、
骨折、認知低下のリスク4）が高くなることが報告されております。さらに、我々のグループにおいて、ロ
コモの一要素であるサルコペニアがメタボリックシンドロームと共在している人は、それぞれを単独に有
する人よりも動脈硬化度が高いことが示されました5）（図）。つまり、ロコモにならないよう予防すること
が非常に重要です。これらロコモを予防するための一つの戦略として、運動や身体活動を行うことが有効
です。ロコモのチェックや予防方法については、https://locomo-joa.jp/で分かりやすく解説されています。

ロコモティブシンドロームとは？
健康増進研究部／運動ガイドライン研究室　村上晴香・宮地元彦

関連研究論文
１）�Nakamura�K.�A�“super-aged”�society�and�the�“locomotive�syndrome”.�J�Orthop�Sci.�2008,�13：1-2.
２）�Nüesch�E�et�al.�All�cause�and�disease�specific�mortality�in�patients�with�knee�or�hip�osteoarthritis:�population�based�cohort�study.�

BMJ,�342：d1165,�2011
３）�Cooper�R�et�al.�Objectively�measured�physical�capability�levels�and�mortality:�systematic�review�and�meta-analysis.�BMJ,�341：

c4467,�2010
４）�Cooper�R�et�al.�Objective�measures�of�physical�capability�and�subsequent�health:�a�systematic�review.�Age�Ageing.�40（1）：14-23,�

2011
５）�Sanada�K,�Iemitsu�M,�Murakami�H�et�al.�Adverse�effects�of�coexistence�of�sarcopenia�and�metabolic�syndrome�in�Japanese�wom-
en.�Eur�J�Clin�Nutr.�66（10）：1093-8,�2012

図　メタボリックシンドロームとロコモティブシンドローム（サルコペニア）の共在の悪影響
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　去る２月16日（土）、当研究所主催の第14回一
般公開セミナーが開催されました。今回は、「健
康づくりは社会とともに」をテーマとして、健康
づくりにおける社会環境の重要性を再確認する機
会とすることを目的としました。
　徳留信寛理事長の挨拶、千村浩研究企画評価主
幹による当研究所の紹介の後、あいち健康の森健
康科学総合センター長の津下一代先生に「健康日
本21（第２次）とこれからの健康づくり」と題
する基調講演をしていただきました。津下先生に
は、平成24年７月に公表された健康日本21（第
２次）の策定専門委員会の委員長代理や、特定健
診・保健指導事業の評価に関する厚生労働科学研
究班の研究代表者を務められたご経験をもとに、
健康寿命を伸ばすポイントや社会環境の整備につ
いて豊富なデータをもとにわかりやすくご講演い
ただきました。
　次に、所内の研究者からの講演1として、最近
の若い女性のやせの問題について、瀧本秀美栄養
教育研究部長が「キレイと健康は両立しない!?若
い女性の食生活の何が問題か」という題で講演し
ました。瀧本先生のお話は産婦人科の医師として
の立場から、女性の美しさや健康は、しっかりと
した食生活の積み重ねから生まれてくるもので、
それが美しく健康な次世代の育成へとつながると

いうことを強調するものでした。休憩の後、私が
講演２として「これからの日本人の減塩大作戦！」
と題する講演を行いました。日本人の食塩摂取量
は減少傾向にあるものの、今後健康日本21（第
２次）の目標である１日８g、さらにWHO（世界
保健機関）が掲げる１日５gという目標を達成す
るには、①国民（消費者）の啓発、②わかりやす
い栄養成分表示、③加工食品中の食塩含有量の低
減に社会全体で取り組む必要があることを説明し
ました。講演３は宮地元彦健康増進研究部長によ
る「これからどうなる？みんなの歩数。はじめの
一歩を踏み出そう！」というお話で、身体活動・
運動の面から健康寿命を伸ばす方法や新しい「健
康づくりのための身体活動基準・指針2013」に
ついて紹介しました。
　コーディネーターの田中茂穂基礎栄養研究部長
の司会のもとフロアの方々も参加した総合討論で
は、若い女性のやせと喫煙の問題や減塩の話題を
中心に意見交換が行われました。最後に鈴木幸雄
理事が閉会の挨拶を述べ、終了いたしました。
　当日は、乾燥した外気の冷たい一日でしたが、
会場のよみうりホールに500名以上の方々にお越
しいただきました。ここに、あらためて皆様にお
礼申し上げます。

写真１　津下一代先生の基調講演 写真２　会場内の様子

第14回一般公開セミナー
「健康づくりは社会とともに」のご報告

国際産学連携センター長　西　信雄
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