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【背景と目的】
　人々の身体活動（PA）を活発にするために、
最近のPAガイドラインには、厚労省のアクティ
ブガイドの＋10（プラステン：今より10分多く
体を動かす）のような低用量のPA増加の奨励が
含まれるようになっています。そこで、低用量
PA推奨を含む簡便なカウンセリングによる１年
間のPA介入の効果および２年間の効果の保持の
可否を検証することを本研究の目的としました。

【方法】
　国立健康・栄養研究所（東京）と岡山県南部健
康づくりセンターが行った「栄養・身体活動の指
導による介入研究（NEXIS）」への協力に同意し
た583人（30〜65歳）の参加者のPA量を活動量
計により経年評価しました。349人の非活動的参
加者（歩数10,000歩/日未満または3.3メッツ時/
日未満）が介入群または対照群にランダムに割り
当てられ、残りの234人の活動的な参加者（活発
群）は追跡測定のみに参加しました。介入は歩数
もしくは中高強度PA（MVPA）量の増加を目的
とした、１年間で５回の簡便なカウンセリングで
構成されました。介入群の１年間の最終目標は、
歩数10,000歩/日以上または介入前より3000歩/
日増やすことで、活動量計で歩数やPA量を自己
観察・記録しました。カウンセリング内容は、家
事や仕事での短時間のPAをちょこちょこ増やす、
歩行速度を上げるなどの推奨事項によって無理な
く段階的に設計されました。PA量といくつかの
栄養、健康項目が、介入期間前、介入終了時（１
年目）、介入終了から１年後（２年目）に測定さ
れました。

【結果】
　介入群の参加者は、歩数を介入前の8415±
1924歩/日から１年後の9493±2575歩/日に

1000歩ほど有意に増加させました。MVPA量は
１年間で0.9メッツ時/日有意に増加しました。３
メッツ以上、４メッツ以上、５メッツ以上の強度
のPAに費やされた時間は、１日あたり11分、６分、
３分それぞれ増加しました。介入群のPA指標の
増加は、介入終了後のさらに１年後も維持されま
した。活発群は、２年間を通して他の２群より高
いPA量を維持しました。全参加者のMVPA量の
１年間の変化と安静時心拍数の変化（r＝−0.22）
との間、およびMVPA量の２年間の変化と腹囲の
変化（r＝−0.08）と最高酸素摂取量（r＝−0.23）
の変化との間には有意な相関が見られました。

【結論】
　健康だが十分に活動的でない人々に対する短時
間のPAの小さな積み重ねを促進する長期的かつ
段階的な介入は、介入期間（１年後）でのPA量
増加ならびに介入期間後１年（２年後）での維持
に効果的です。

【おわりに】
　今回紹介した研究の母体となったNEXISは、多
くの参加者と研究者の協力によって2009年から
実施されてきました。今回はその最初の２年間の
成果の一部を紹介したものです。この他にも多く
の身体活動に関する研究論文がNEXISのデータを
もとに執筆され公表されており、今後も新しい知
見を公表していきたいと考えています。永きにわ
たりNEXISにご協力頂いている参加者ならびに研
究者の皆様に重ねて御礼申し上げます。

【関連研究論文】
Tripette J. et al. Effect of a 1-year intervention comprising brief 
counselling sessions and low-dose physical activity recommen-
dations in Japanese adults, and retention of the effect at 
2 years: a randomized trial. BMC Sports Sci Med Rehabil.  
13（1）: 133. 2021.
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【はじめに】
　健康日本21（第二次）は、2018年９月に中間
評価報告書が公表されました。生活習慣（栄養・
食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び
歯・口腔の健康）に関する22項目について策定
時のベースライン値と直近の実績値を比較した結
果、a（改善している）が13項目、b（変わらない）
が８項目、c（悪化している）が１項目という結
果でした（aには現状のままでは最終評価までに
目標到達が危ぶまれる６項目（a*）が含まれます）。
栄養・食生活の目標項目の設定には私自身も委員
の一人として関わりましたが、中間評価の結果か
ら見えてくるものもありました。ここでは、ヘル
スプロモーションにおける社会生態学的モデル
（McLeroy, et al., 1988）をもとに、健康日本21
（第二次）の生活習慣に関する目標項目を分類し
た研究結果を紹介します。

【方法】
　社会生態学的モデルをもとに、目標項目のレベ
ルを個人、個人間、施設、地域、政策の５つに分
けました。その結果をもとに、目標項目のデータ
ソースを比較するとともに、栄養・食生活の目標
項目について社会生態学的モデルのレベルと中間
評価結果の関連を検討しました。

【研究結果と考察】
　健康日本21（第二次）の目標項目を社会生態
学的モデルのレベル別にみると、22項目中個人
レベルが16項目、個人間・施設・地域レベルが
各２項目であり、政策レベルに分類される目標項
目はありませんでした。健康日本21（第二次）
全体で社会環境に関する目標項目がないわけでは

ありませんが、生活習慣の目標項目に限っては個
人レベルの目標項目が大半で社会環境面の変化を
とらえにくい構成になっていることがわかりまし
た。また、国民健康・栄養調査は健康日本21（第
二次）の重要なデータソースですが個人レベルで
あり、個人間・施設・地域レベルではデータソー
スとして確立されているものなどはみられません
でした。さらに、栄養・食生活に関する目標項目
について社会生態学的レベルと中間評価の関連を
みると、個人・個人間レベルの評価はb、施設レ
ベルの評価はaまたはa*というように異なってい
ることから、個人レベルの目標項目の指標が鋭敏
でない、あるいは施設レベルと個人レベルの目標
項目間でタイムラグがあるなど、目標項目の設定
が適切でない可能性が示されました。

【今後の方向性】
　健康日本21（第二次）では社会環境の改善が
注目されていますが、目標項目の設定では社会生
態学的モデルを活用するなど、個人レベルに偏ら
ないような注意が必要であることが示されまし
た。全体を俯瞰した目標設定のためには、システ
ム・ダイナミクスの因果ループ図を活用すること
も一つの方法です。健康日本21（第二次）の次
期計画に向けて、さらに研究が必要です。

【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:�399-408. 2012.
２．�西　信雄:�健康日本21（第二次）の中間評価からみた生活習
       慣と社会環境に関する目標設定の課題. 日循予防誌. 56: 1-6. 
       2021.
３．�西　信雄:�公衆衛生分野におけるシステム・ダイナミクスの

活用.�システム・ダイナミクス. 19: 17-24. 2021.

表１　栄養・食生活に関する目標項目の社会生態学的レベルおよび中間評価
目標項目 社会生態学的レベル 中間評価

①適正体重を維持している者の増加 個人 b

②適切な量と質の食事をとる者の増加 個人 b

③共食の増加 個人間 b

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加 施設 a

⑤ 利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給
食施設の割合の増加 施設 a*

a：改善している（a*：現状のままでは最終評価までに目標到達が危ぶまれる）、b：変わらない、c：悪化している

健康日本21（第二次）の中間評価からみた
生活習慣に関する目標設定の課題

国際栄養情報センター　西　信雄
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【はじめに】
　2020年、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
の感染が拡大し、国内での感染者数、死亡者数の
増加が勢いを増したことを背景に、４月７日、国内
で初の緊急事態宣言が発出され、同16日には適用
地域が全国に拡大されました。その後、約１ヶ月
半の間、全国民は外出自粛を要請され、国民の生
活は一変しました。日本より少し早く自主隔離措
置を講じた欧米では、不健康な食行動の増加や身
体活動量の低下、体重増加等が報告されていまし
たが、日本人における緊急事態宣言の生活習慣へ
の影響は明らかにされていなかったため、一度目
の緊急事態宣言が解除された後（2020年９月）に
生活状況の変化について調べました。

【対象および方法】
　日本人の性・年齢・地域別人口構成比に基づく
全国の成人１万人を対象とし、インターネットア
ンケート調査を実施しました。調査では、食事、
身体活動、睡眠、体重について、COVID-19流行
前（2020年１月頃）、緊急事態宣言による外出自
粛期間（2020年４月～５月）、宣言解除後（2020
年９月）の状況を尋ねました。

【結果】
　COVID-19流行前と比べて、４月～５月に家で
過ごす時間が長くなった人の割合は32.7%でし
た。在宅時間が長くなった人では、４月～５月（図
の濃い緑）約３割の人で睡眠時間が長くなり、睡
眠時間が６時間未満の短時間睡眠者が減少する良
い影響があった一方で、約半数がCOVID-19流行
前よりも総身体活動量が減り、３～４人に１人が
喫煙量や間食回数、菓子類の摂取量が増えると
いった好ましくない生活変化がありました（図
１）。体重では、在宅時間が長くなった人の半数
以上が増えたり（39.9%）減ったり（14.0%）し
て、それまでの体重を維持することが困難な状況
でした（図２）。９月（薄い緑）には、食・生活
習慣や食品摂取量が好ましくない方向に変化した
人の割合が少し改善していましたが、体重が増え
た人の割合はあまり戻っておらず（35.3%）、体
重が減った人の割合は増えていました（20.8%）。
こうした生活や体重の変化は、年代によって一定
の傾向があり、若年者ほど睡眠時間や飲酒、喫煙、
食事が増減した人の割合が高く、生活習慣の維持
が困難でした。また、若年者ほど体重が減った人
が多く、20歳代の痩せ（BMIが18.5未満の人）
の割合が増えていました。体重が増えた人が最も
多かった年代は30～50歳代、身体活動量が減っ
た人が最も多かった年代は60歳以上の年代でした。

【今後の方向性】
　COVID-19の流行が長期化する中、長い時間を
家で過ごす生活も定着してきました。そのような
中でも健康的な生活が送れるよう、規則正しい生
活習慣につとめ、主食・主菜・副菜をそろえた食
事づくりや、日常の中で体を動かす工夫をするこ
とが求められます。

【関連研究論文】
Chiharu Nishijima et al. Association between Lifestyle Changes 
and at-Home Hours during and after the State of Emergency 
Due to the COVID-19 Pandemic in Japan. Nutrients, 13, 
2698, 2021.

図１　�COVID-19流行前と比べて食・生活習慣、
食品群の摂取量が減った人、増えた人の割
合（家にいる時間が長くなった3272人）
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【はじめに】
　骨格筋は生体内で最大の糖取り込み臓器であ
り、２型糖尿病では骨格筋の糖取り込みが障害さ
れていることがこれまでに報告されています。骨
格筋への糖取り込みはインスリンや運動などに
よって増加するグルコース輸送担体４（GLUT4）
の細胞質から細胞膜への移動(translocation)が重
要であることから、GLUT4の細胞膜へのtranslo-
cationを誘導する薬剤は２型糖尿病の有効な治療
薬になりえる可能性があります。

【対象及び方法】
　本研究では化合物ライブラリーからGLUT4の
細胞膜へのtranslocationを誘導する新規キサンテ
ン誘導体であるDS20060511を同定し、その生
体内での作用やメカニズムについて検討しました。

【研究結果】
　まず骨格筋細胞を用いて100,000以上の化合物
ライブラリーの中から既存の経路とは独立して
GLUT4のtranslocationを誘導するキサンテン化
合物DS20060511を同定しました。
　そこでまずDS20060511を骨格筋細胞に添加
したところ、確かにGLUT4のtranslocationを増加
させるとともにグルコースの細胞内への取り込み
も有意に上昇させました。一方GLUT4を有する
脂肪細胞ではDS20060511によるグルコースの
細胞内への取り込みを認めませんでした。このこ
とからDS20060511は骨格筋特異的に作用する
ことが示唆されました。次にマウスを用いて検討
したところDS20060511は用量依存的に糖負荷
後の血糖値を低下させ、これと一致して骨格筋へ
の糖取り込みも用量依存的に増加しました。更に
血糖降下作用がGLUT4依存的であるかを確認す

るためにGLUT4欠損マウスを用いて同様の検討
を行ったところ、野生型マウスで認めた糖負荷後
の血糖値の低下が、GLUT4欠損マウスでは認め
られませんでした。このことからDS20060511
はGLUT4依存的に血糖値を改善することが明ら
かとなりました。これまでにインスリンシグナル
や運動により活性化されるAMPKを介して
GLUT4のtranslocationが増加することが知られ
ているため、インスリンシグナルやAMPKについ
て検討しましたが、特に変化を認められませんで
した。このことからく新しい機序によりGLUT4
の細胞膜へのtranslocationを増加させ糖取り込み
を促進すると考えられました。次に病態モデルで
も血糖を改善させるかどうか検討したところ、食
事誘導姓の肥満モデルでも骨格筋の糖取り込みを
増加させ血糖値を改善させることが明らかとなり
ました。

【今後の方向性】
　DS20060511は、全く新しい機序により骨格
筋のGLUT4の細胞膜へのtranslocationを増加さ
せ、糖取り込みを促進することにより、肥満モデ
ルマウスの耐糖能を改善させることから、これま
でにない新しい２型糖尿病の治療薬になりえる可
能性が示唆されました。

【関連研究論文】
Furuzono S, Kubota T et al.  A xanthene derivative, SD20060511, 
attenuates glucose intolerance by inducing skeletal muscle-spe-
cific GLUT4 translocation in mice. Commun Biol. 20; 4（1）: 994. 
2021.

※�本研究は第一三共株式会社と東京大学糖尿病・
代謝内科との共同研究のもと行った研究です。

新規キサンテン誘導体であるDS20060511は
骨格筋特異的にGLUT4を活性化することにより
耐糖能異常を改善する

臨床栄養研究部　栄養療法研究室　和田　亘弘

新規のキサンテン誘導体DS20060511は肥満マウスの骨格筋の糖取り込みを増加させ血糖値を改善させる
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【はじめに】
　低中所得国においても、子どもの健やかな発育
のためには学童期から健康的な生活習慣を身につ
けることが重要です。やせや過体重・肥満などの
体格の課題に加えて、食生活や身体活動、睡眠時
間等の生活習慣が、心理的発達状況に関連する可
能性が懸念されますが、これらの関連については
まだ十分に明らかになっていません。そこで本研
究では、学童期における行動特性と生活習慣およ
び体格との関連を検討することを目的としました。

【対象と方法】
スリランカ国ガンパハ県13校の小学生（５-10
歳）を対象に調査を実施しました。子どもの行動
特性に関するアンケートを用いて「強さ（向社会
性）」および「困難さ：４つの問題行動（情緒、
行為、多動・不注意、仲間関係）」の５項目に関
する質問について尋ね得点化しました。４つの問
題行動の合計は「総合的な困難さ」として得点が
高い場合には困難さが大きく支援が必要と評価し
ました。生活習慣は、朝食欠食、身体活動、起床
時間、就寝時間について質問紙により測定し、体
格は、身長・体重の計測を行いWHOの成長曲線
により栄養不良の評価をしました。

【結果】
　対象者（508名）のうち、総合的な困難さに支

援が必要な割合は11.2％でした。朝食欠食の割合
は10.8％、中強度の身体活動が１日60分未満の
割合は58.7％、就寝時間が10時以降の割合は
11.4%、また約３人に一人が栄養不良（やせや過
体重・肥満）でした。さらに行動特性と体格との
関連はみられませんでしたが、朝食欠食は行為の
問題行動の高得点と関連し、遅い就寝時間は向社
会的行動の低得点と関連がみられました（下図）。

【今後の方向性】
　本研究により、規則正しい生活習慣は小学生の
問題行動を軽減する可能性が示唆されました。本
研究は横断研究のため因果関係については言及で
きませんが、長引く新型コロナウイルス感染症の
蔓延により、子どもたちの心のケアがますます重
要となっていることも踏まえ、さらなるメカニズ
ムの解明に向けて今後も研究を進めていきたいと
考えています。

【関連研究論文】
1. youthinmind. Strengths and Difficulties Questionnaire. 

https://www.sdqinfo.org/a0.html
2. Shinsugi C, et al. Associations of Emotional Behavior with 

Nu-tritional Status and Lifestyle Habits among 
Schoolchildren Aged 5–10 Years in Sri Lanka.
International Journal of Envi-ronmental Research and 
Public Health . 18（19）: 10332, 2021.

図　子どもの行動特性と生活習慣との関連
性別、年齢、兄弟の数、学校のタイプ、体格、身体活動、起床時間、朝食欠食または就寝時間で調整

脚注１：�「行為の問題行動」は、「カッとなったり、かんしゃくをおこしたりすることがよくある」等の行為に関する
５つの質問について、「あてはまる」「まああてはまる」「あてはまらない」の３件法で回答してもらい、その
合計得点を算出します。得点が高いほど困難さが大きいことを意味します。

脚注２：�「向社会的行動」は、「自分からすすんでよく他人を手伝う（親・先生・子どもたちなど）」等の社会行動に関
する５つの質問について、同様に回答してもらい合計得点を算出します。向社会的行動のみ評価方法が異なり、
得点が高いほど強みが大きいことを意味するため、向社会的行動が低得点の場合には向社会性に注意を要し
ます。

スリランカ小学生における行動特性と生活習慣
および体格との関連

栄養疫学・食育研究部　食育研究室　新杉　知沙
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【はじめに】
　肥満や過体重の人に対する従来の減量支援方法
は、エネルギー消費量と摂取量の相対的なバラン
スを念頭にその指導が行われてきました。しかし
ながら、近年の研究では、概日時計が行動、生理、
分子レベルでエネルギー調節と関連していること
が明らかになり、食事のタイミングそのものが体
重調節に重要な役割を果たす可能性が示されてい
ます。そこで、３か月間の減量支援プログラムを
行い、減量中の食事タイミングが体重の減少程度
と関連するかについて検討しました。

【方法】
　成人男女97名（男性51名女性46名、年齢 48
±８歳、BMI 25.4±3.7 kg/m2）を対象に、12週
間にわたる減量支援プログラムを実施しました。
減量開始前に、現体重から－５%の減量目標の設
定、－100 kcalをベースとした食事の代替方法、
身体活動量増加（＋1,000歩/日以上）を促すた
めの講義を行いました。介入前および介入後のそ
れぞれ３週間にわたって、体重（早朝空腹時）や
身体活動量、習慣的な食事摂取量を測定し、同時
に食事摂取時刻や入床・起床時刻を調査しました。

【研究結果】
　12週間の減量支援プログラムの実施により、
体重は、－3.0±2.7%（平均±標準偏差）減少し
ました。体重変化率と最初の食事時刻との間に正
の相関関係が認められました（男性：r＝0.321，
p＝0.022、 女 性：r＝0.360，p＝0.014）。 体 重

変化率とその他の食事のタイミング（最後の食事
時刻、食事の中間時刻（最初の食事から最後の食
事までの中間時刻）、起床から最初の食事までの
間隔時間、最後の食事から入床までの間隔時間、
絶食時間）に相関関係は認められませんでした。
最初の食事時刻が早い群（Early群：AM 6:48±
0:21）と遅い群（Late群：AM 8:11±1:05）に
分けた場合、それぞれの体重減少率は、Early群
が－3.8±2.7%、Late群が－2.2±2.5%で、Early
群において有意に大きい結果となりました。本研
究の結果から、体重減少には最初の食事時刻が関
係しており、減量時に高い減量効果を得られる可
能性が示唆されました。

【今後の方向性】
　食事のタイミングだけでなく、いつ、どのよう
な食事を摂取しているのかといった食事内容や食
事量の検討も併せて行う必要があります。さらに、
性差や生活習慣など、参加者の特性による因子を
含め検討することが必要です。

【関連研究論文】
1. Hatanaka et al. An earlier first meal timing associates 

with weight loss effectiveness in a 12-week weight loss 
support pro-gram. Nutrients. 14(2): 249, 2022 .

2. Arble, D.M. et al. Circadian timing of food intake 
contributes to weight gain. Obesity. 17(11): 2100-2102, 
2009. 

3. Thomas, E.A. et al. Later meal and sleep timing predicts 
higher percent body fat. Nutrients. 13(1): 73, 2020.

4. Lopez-Minguez, J. et al. Timing of breakfast, lunch, and 
dinner. Effects on obesity and metabolic risk. Nutrients. 
11(11): 2624, 2019.

図　最初の食事時刻が早い群（Early群）と遅い群（Late群）の体重減少率

12週間の減量支援プログラムにおける減量効果と
食事のタイミングとの関連性

栄養・代謝研究部　エネルギー代謝研究室　畠中　真奈
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　去る2021年12月７日（火）と８日（水）に東
京栄養サミット2021が開催されました。栄養サ
ミットは英国の主導で開始された栄養改善に向け
た国際的取り組みであり、2012年のロンドンオ
リンピック・パラリンピックにあわせて2013年
にロンドンで、また2016年にはブラジル・リオ
デジャネイロで開催され、今回が３回目でした。
これまでの栄養サミットは飢餓と低栄養が中心的
課題でしたが、今回は過栄養も含めた「栄養不良
の二重不可」も対象として、これらの解決に向け
て持続可能な開発目標（SDGs）の推進も議論す
ることとなりました。
　当初は東京オリンピック・パラリンピックにあ
わせて2020年12月に開催の予定でしたが、新型
コロナウイルス感染症の流行のため、オリンピッ
ク・パラリンピックとともに2021年に延期とな
りました。感染拡大防止のため、一部の関係者の
み会場で出席し、海外の演者はオンラインで講演
等を行うハイブリッド形式での開催となりまし
た。岸田文雄内閣総理大臣や林芳正外務大臣の挨
拶があったハイレベルセッションやテーマ別セッ
ションとは別に、政府主催イベントとして厚生労
働省や農林水産省によるセッションが開催されま
した。1920年に設立された当研究所の百周年記
念式典を本サミットにあわせて盛大に開催するこ
とはかないませんでしたが、当研究所からも厚生
労働省セッション等に参加しましたので、以下に
報告します。
　12月７日（火）午後のWHO⻄太平洋地域事務
局・国立健康・栄養研究所・厚生労働省共催イベ
ント“Futures in the Balance: Addressing Child-
hood Obesity Today, to Protect the Health of
Future Generations（子どもの肥満：次世代の健
康を守るために）”では、瀧本秀美部長（栄養疫学・

食育研究部）が“Inspiring future generations of 
healthy eaters: Sharing the Japanese experi-
ence”と題して講演を行いました。佐伯矩初代
所長も提案されていた学校給食を含め、日本が取
り組んできた母子栄養の施策をわかりやすく紹介
するものでした。
　８日（水）午前の厚生労働省主催イベント“Ja-
pan’s Nutrition Policy（日本の栄養政策）”では
当研究所を代表して津金昌一郎所長が登壇され、
“Nutrition Policy in Japan: the role of ‘the Na-
tional Institute of Health and Nutrition’ for sus-
tainable healthy diet”と題して、持続可能で健
康的な食事に向けた国立健康・栄養研究所の役割
について講演しました。国民健康・栄養調査への
長年の貢献など、当研究所が栄養、身体活動、食
品の研究により日本の栄養改善に果たしてきた役
割を紹介するとともに、2030年までに日本の
“food-based dietary guideline for SDGs（持 続
可能な開発目標のための食品をもとにした食事ガ
イドライン）”を作成することを、本サミットで
のコミットメントとして登録したことを発表しま
した。また、８日（水）午後の国際的な減塩の推
進に関するWHO・厚生労働省共催イベントでは、
武見ゆかり監事（女子栄養大学大学院研究科長）
が講演され、総合討論にも参加されました。
　当研究所として、さらに公式サイドイベントと
して当研究所の活動を紹介する動画を瀧本秀美部
長、千葉剛部長（食品保健機能研究部）、宮地元
彦部長（身体活動研究部）と私の４名で作成し、
当研究所のホームページで公開しました。また、
本サミットに向けて作成された「誰一人取り残さ
ない日本の栄養政策～持続可能な社会の実現のた
めに～」のパンフレットや動画には、当研究所か
らも有識者会議の委員として貢献しました。この
ような全所的な貢献との関連は不明ですが、ラン
セットに掲載された林外務大臣による本サミット
の紹介記事で、当センターの池田奈由室長（国際
保健統計研究室）と笠岡（坪山）宜代室長（国際
災害栄養研究室）がそれぞれ筆頭著者の論文が引
用されましたことを最後に紹介しまして、東京栄
養サミット2021の報告といたします。

【関連文献】
１．�厚生労働省健康局健康課栄養指導室.�誰一人取り残さない日

本の栄養政策～持続可能な社会の実現のために～,�2021　
https://www.mhlw.go.jp/nutrition_policy/global/
pdfs/leave_no_one_behind_jp.pdf

２．�Hayashi�Y.�Tokyo�Nutrition� for�Growth�Summit�2021:�an�
opportunity�to�accelerate�the�efforts�towards�achieving�the�
SDGs.�Lancet.�398:�2128-2120. 2021.

図　東京栄養サミット2021の公式ロゴ

東京栄養サミットへの国立健康・栄養研究所の貢献
国際栄養情報センター　西　信雄
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