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１．本調査の背景と目的 

（１） EBPMについて 

令和元年 6 月に閣議決定示された、成長戦略実行計画において、「疾病・介護予防に資す

る取組を促進するにあたっては、エビデンスに基づく評価を取組に反映していくことが重要

である。このため、データ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等を確認するため、

エビデンスを確認・蓄積するための実証事業を行う。」ことが示された。実証事業を行うにあ

たっては、「統計学的な正確性を確保するため、国が実証事業の対象分野・実証手法等の基本

的な方向性を定めるとともに、その結果を踏まえ、保険者等に対して適切な予防健康事業の

実施を促進する。」とされた。 

その背景には、資源を有効活用し、費用対効果を高める観点から、わが国の政策実行にあ

たって、適切な政策課題を把握した上で、より有効なものを選択することが求められている

と考えられる。こうした点で着目されているのが「エビデンスに基づく政策立案（EBPM：

Evidence Based Policy Making）」である。 

 

図表 EBPM をめぐる諸外国や政府の動き 

• 先行的に進められていた医療分野の EBMの動きが社会政策分野に適用（キャンベル共同

計画）されたこと等を皮切りに、2000年代以降、欧米諸国で広まる。 

• わが国においても、EBPM導入に向けた検討が 2010年代頃から始まり、まずはエビデンス

生成の基盤となるデータ整備に向けた取り組みが検討されるとともに、2018年からは各

省庁に EBPM推進の組織が設置され、データ活用や事業効果検証等への試験的導入等など

が様々に取組まれている。 

• こうした取り組みの成果報告や各省庁の報告書、一般向けの統計に関する書物等によ

り、EBPMで用いる様々な計量分析手法やエビデンスレベル等に関する基礎知識、英米等

で実施されている EBPM推進体制等についての情報が広く提供されている状況にある。 
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（２）エビデンスの質 

政策効果を正確に把握するためには、インプットとなる当該施策が目指す、アウトプット

やアウトカムの指標に関する変化量を把握するとともに、その因果関係を特定していくこと

が重要である。しかし、因果関係を特定するためのデータ収集、分析にあたっては、様々な

バイアス等が発生することが多いことから、それらを考慮することが必要である。 

そのため、先行研究からエビデンスとなる情報を収集し、活用するにあたっては、エビデ

ンスの質的レベルを整理し、その上で解釈、使用することが必要である。 

図表 各種手法のエビデンスの質のレベル 

 

• 「Ⅳ」として位置づけられているのが専門家や実務者の意見であるが、これ

らは因果関係を検討する上で重要な示唆を与えるものではあるが、客観的な

エビデンスに裏付けられたものではない。また、「Ⅲ」に比較試験や相関研

究、症例対照研究が含まれており、「Ⅱｂ」には回帰分析等の非実験的な手

法が含まれている。これらは一定の客観性をもったエビデンスではあるが、

上述のバイアスを回避できていないため、質の高いエビデンスとはされてい

ない。 

• 「Ⅱａ」には準実験的な手法が含まれる。これは「あたかも実験が行われた

ような状況（自然実験）」を利用した分析や、操作変数法等の分析方法が含

まれる。質の高い準実験的な手法を用いた分析は因果関係を特定することが

可能であるため、エビデンスの質は高いとされている。 

• 「Ⅰｂ」にＲＣＴが含まれている。ＲＣＴや準実験的な手法は因果関係を特

定する上では有効な手法であるが、その結果は研究自体の個別的特殊要因を

排除することができないことから、「Ⅰａ」にあるＲＣＴのシステマティッ

ク・レビューやメタアナリシスがエビデンスとして最も質が高いとされる。 

 

  

Ⅰa   システマティックレビュー/メタアナリシス
Evidence obtained from meta-analysis of randomized controlled trials

Ⅰb ランダム化比較試験
Evidence obtained from at least one randomized controlled trials

Ⅱa 非ランダム化比較試験
Evidence obtained from at least one well controlled study without randomization

Ⅱb その他の準実験的研究
Evidence obtained from at least one other type of well designed quasi-experimental
study

Ⅲ 非実験的記述的研究（比較研究，相関研究，症例対照研究など）
Evidence obtained from well designed non-experimental descriptive studies ; such as
comparative studies, correlation studies and case control studies

Ⅳ 専門家委員会や権威者の意見
Evidence obtained from expert committee reports or opinions and/or clinical experience
of respected authorities）

エ
ビ
デ
ン
ス
の
質
が
高
い
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１．文献調査の概要 

文献調査にあったては、以下のテーマを対象に実施した。また、先行研究の目的、実施方

法等を統一的観点からまとめることで、今後の、実証研究の方法を検討する上で活用しやす

い資料を作成することを目指した。 

【テーマ】 

①AI・ICT を利用した予防・健康づくり領域 

②糖尿病性重症化予防領域 

③認知症予防・共生社会領域 

④口腔機能向上・歯周病予防領域 

⑤運動プログラム領域 

⑥女性特有の健康課題領域 

⑦食行動領域 

⑧複数コラボヘルス領域 

 

【文献調査の要約項目】 

・タイトル ・著者名 ・年 ・出展  ・要旨 

・目的  ・研究デザイン ・対象 ・介入内容 ・方法 

・実施体制 ・観察期間 ・対照群の設定  ・評価指標 

・分析方法 ・結果 

 

 

 

２．文献調査の結果 

テーマ別の文献調査結果は、以下の通りであった。 
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・ 制御を毎週フィードバックのみを受けた参加者 

 

〇介入群１（報奨金） 

・ 毎週の歩行目標が達成された場合、20 ドル受け取る参加者 

 

〇介入群２（社会的目標） 

・ 毎週の歩行目標が達成された場合、20 ドル受け取って選択した慈善団体に寄付する参加者 

 

〇介入群３（報奨金と社会的目標の組合せ） 

・ 毎週の歩行目標が達成された場合、20 ドル受け取る、20 ドル受け取って選択した慈善団体に寄

付する、受け取った 20 ドルの一部を選択した慈善団体に寄付する―のいずれかを選択できる参加

者 

 

評価指標 歩行目標の日数の平均割合が 16 週間の介入と 4 週間のフォローアップ期間で達成されること。 

分析方法   介入群と対照群の相対リスクとその 95％信頼区間（CI） 

結 果 

・ ベースライン歩行を調整した後,16 週間の介入期間中に満たされた段階目標日の割合はすべての

介入群と対照群(相対リスク 3.71;95%CI=1.37～10.01)の方が高かった。 

・  4 週 間 の 追 跡 期 間 中 に , ス テ ッ プ 目 標 を 満 た し た 日 の 割 合 は 対 照 区 ( 相 対 リ ス ク

2.91;95%CI=0.62～13.64)と比較して介入群で差はなかった。 

・ 選択,個人の金銭的インセンティブ,またはその二つの組み合わせの慈善事業への寄付を用いたイン

センティブスキームは各歩行の増加レベルの高齢者の初期取込を増加させることができる。 
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① 3 週間でも 1 日平均歩数が 6000 歩以上であれば 1000 円分 

② 1 日平均歩数がベースライン時よりも 1000 歩以上増加すれば 1000 円分 

評価指標 主要評価項目は、平均歩数のベースライン（インセンティブ介入前の３週間）からの増加量 

分析方法 

・ 一次アウトカム（平均値の差）を比較するために、t 検定を適用して、ベースラインからのステップ 4

～6 週間と 7～9 週間のステップ数の平均 1 日増加が介入群と対照群で有意に異なるかどうかを

調べる。 

・ 4～6 週間と 7～9 週間の介入群と対象群の二次アウトカムを比較するために、ロジスティック回帰

モデルを適用して、1000 ステップ以上増加した参加者の割合が有意に異なるかどうか等を調べる。 

・ さらに、性別、年齢、虚弱、身体活動レベル、外出時の交通、教育レベル、仕事、主観的な経済

状況、時間的余裕、痛みと肥満の観点で、歩数の違いをチェックするために、層別分析を実施す

る。 

・ 治療意図の原則を適用するために、アウトカム変数の欠損値の効果を考慮するため、多重代入法

を実施する。 

結 果 

主な結果は、ベースラインでの 1 日の平均歩数（1～3 週間）に対する 1 日の歩数の平均増加

（4～6 週間および 7～9 週間）であった。 

サンプルサイズの計算では、主要な結果の差は 1302 ステップになると想定した。 
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 除外基準 

・ 非ハイリスク 

・ 研究期間外の健診データ 

・ 健診日重複データ（介入群のみ） 

・ 年齢が 39 歳未満又は 76 歳以上 

・ 初年度健診日が個別健診 

・ 健診時、医療機関受診済み 

・ 個別健診のみのデータ 

 対象人数 

○リスク集団別：介入群／対照群 

・ 高血圧群： 5,025 例（6,758 件）／3,648 例（4,833 件） 

・ 糖尿病群： 1,542 例（2,147 件）／1,149 例（1,517 件） 

・ 脂質異常群： 2,066 例（2,861 件）／1,679 例（2,262 件） 

・ 腎臓病群： 911 例（1,221 件）／621 例（845 件） 

 その他 － 

介入内容・方法 

受療行動促進モデルによる保健指導プログラムの実施。 

・ 介入自治体に対しては実施体制整備を行い、また介入群における保健指導技術の均てん化のた

めに、2015 年度は 2 回の中央研修会、地域別研修会（3 会場）を実施。 

・ 介入・対照自治体における対象者に係る研究データ（国保資格取得喪失データ、特定健康診

査データ、レセプトデータ、保健指導の記録等）の収集を行った。 

・ 初回保健指導、継続保健指導①、継続保健指導② のモニタリングを実施した。 

実施体制 
・ 介入群：21 自治体（17 自治体（2014 年度～）＋4 自治体（2015 年度）） 

・ 対照群：22 自治体（17 自治体（2014 年度～）＋5 自治体（2015 年度）） 

観察期間 2014 年度～2015 年度 

対照群の設定 
特定保健指導対象者に対する特定保健指導を中心として、各自治体の基準により選定した対

象者に対して、各々の方法で保健指導を実施。 
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 その他 － 

介入内容・方法 

保険者が DPP と契約を結んだ際、健康診断の結果と医療費請求データに基づき、看護師が選択

基準を満たす患者（疾患の進行と再発のリスクが高い患者）を特定した。 

対象患者がプログラムに登録された後、疾病管理看護師がこれらの患者を指導し、主治医と協力

して継続的なモニタリングを実行、疾患の進行を妨げる効果や QOL への影響、医療費の観点から定

期的に評価した。 

実施体制 保険者と DPP ヘルスパートナーズ、かかりつけ医 

観察期間 2010 年 12 月～2014 年 5 月 

対照群の設定 － 

評価指標 

①主要エンドポイント 

・ 血清クレアチニン（SCr） 

・ eGFR を使用して腎機能と透析を開始した患者数を評価 

②代替エンドポイント 

・ HbA1c／FBG／血中尿素窒素（BUN）／尿酸（UA）／アルブミン（Alb）／ヘモグロビン

（Hb）／カリウム（K）／非 HDL-c／トリグリセリド（TG）／ UP／血圧／BMI 

③心理的指標 

・ 慢性疾患患者の健康行動の自己効力感尺度 

・ QOL 全体を示す WHO-QOL26 の 2 項目 

・ 自己管理活動の頻度（食事と運動の目標行動、血圧、体重、血糖値の自己監視、投薬に関

する医師の指示の遵守） 

・ その他（予定外の受診回数と入院等に係るデータ等） 

分析方法 

各指標の正規分布が確認された後、記述統計量を確認し、当該データを１要因で分類される対

応のある多群の検定である反復測定 1 元配置分散分析またはフリードマン検定で分析した。なお、

統計分析における有意水準は p<0.05 に設定した。 

結 果 

・ 糖尿病および CKD に係る疾患管理プログラムを開発および提供した。 

・ 糖尿病プログラムの被験者は HbA1c と血圧の改善を示し、腎機能も維持した。 

・ CKD プログラムの被験者（糖尿病性腎症を除く）は、介入後に腎機能の変化を示さず、非

HDL-c の改善があった。 

・ 被験者は、症状やデータの変化を検出して対応する能力を獲得し、病気の進行や緊急入院を回

避することができた。これは、医療資源のより適切な使用につながり、将来の医療費の抑制に貢献

する可能性がある。 

・ プログラムの高い完了率は、その実現可能性を実証した。 
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介入内容・方法 

・ILI 群（介入群・生活習慣改善指導） 

：集中的にライフスタイルに介入（体重減少と維持、運動量の増加を目指す介入） 

：1 日あたり 1200～1800kcal のカロリー制限、最低でも週に 175 分の中程度の運動 

：介入期間は、４年間。初年度は集中的介入を実施し、以降３年間は初年度のような介入は実

施しないが、最低でも年に２回は連絡を取り、参加者が減量を達成及び維持できるよう支援を行

う。 

 

・DSE 群（対照群・糖尿病教育・支援） 

：糖尿病サポートと教育を実施 

：食事療法を目的としたグループセッション、運動、および社会的支援の実施 

：糖尿病の管理と社会的サポートの分野で毎年 3 つのセッションが提供される 

実施体制 

公式タイトル：Look AHEAD：Action for Health for Diabetes 

実際の研究開始日：2001 年 6 月 

実際の主な完了日：2012 年 9 月 

調査完了予定日：2020 年 1 月 

 

※集中的なライフスタイル介入は 2012 年 9 月に終了した。 

なお、参加者は、介入の長期的な効果・影響を検証するため追跡調査が実施されている。 

観察期間 本研究は、2012 年 9 月 14 日までのデータを対象に分析を実施。 

対照群の設定 

・対象患者は米国臨床センター16 箇所より選定 

・2001 年 8 月 22 日から 2004 年 8 月 30 日までの期間、対象者は ILI 群と DSE 群(1:1)に無

作為に振り分けられた 

評価指標 

・アルブミン値、糸球体濾過率 

・主な結果の測定：重度の心血管疾患の発生率(タイムフレーム:11.4 年) 

・二次的結果測定： 

 ・寿命の変化(タイムフレーム:11 年) 

 ・医療費の変化(タイムフレーム:11 年) 

 ・虚弱化の変化(タイムフレーム:11 年) 

 ・糖尿病性微小血管合併症の変化(タイムフレーム:11 年) 

 ・生活の質の変化(タイムフレーム:11 年) 

分析方法 ・Kaplan-Meier method（生存曲線）、ハザードモデル（多変量解析） 

結 果 

・体重減少による、循環器疾患の予防効果はみられなかった。 

・但し、Look AHEAD トライアルで無作為に割り当てられた 5,145 人の参加者の追跡調査結果か

ら、以下の効果が確認された。 

・中央値である 8 年後（IQR 7・9–9・9）のフォローアップによると、ILI 群の方が、DSE 群よりも

（非常にリスクの高い）慢性腎機能障害の発生率が低くなっていた。 

・DSE グループは、100 人年あたりの発生率は 0.91 であり、ILI グループは 100 人年あたり 0.63

（100 人年あたり 0.27 件の差、ハザード比 0.69、95％ CI 0・55–0・87; p = 0・0016）。 

・これらは、体重減少、HbA1c 値及び収縮期血の低下減少によるものであった。なお、腎機能障害

に関連する有害事象の懸念は確認されなかった。 
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基本情

報、検査

項目等 

・ 平均年齢 

・ 女性 

・ 民族（ニュージーランドヨーロッパ人、マオリ族、

太平洋の島民、その他民族） 

・ 現在の喫煙者 

・ 平均糖尿病歴 

・ 服薬（経口血糖降下薬のみ、インスリンの

み、インスリンと経口血糖降下薬、脂質治療

薬、アンジオテンシン変換酵素阻害剤かアンジ

オテンシンⅡ受容体遮断薬か両方か、他の降

圧薬、アスピリン） 

・ HbA1C（%） 

・ 糖質（mmol/l） 

・ 体重（kg） 

・ BMI 

・ 腹囲（cm） 

・ 収縮期血圧（mmHg） 

・ 拡張期血圧（mmHg） 

・ 総コレステロール（mmol/l） 

・ HDL コレステロール（mmol/l） 

・ LDL コレステロール（mmol/l） 

・ トリグリセリド（mmol/l） 

・ 尿酸値（μmol/l） 

・ 尿中アルブミン/クレアチニン比 

・ エネルギー（kj） 

・ たんぱく質（% TE） 

・ 総脂質（% TE） 

・ 飽和脂肪酸（% TE） 

・ 多価不飽和脂肪酸（% TE） 

・ 炭水化物（% TE） 

・ 食物繊維（g） 

 

 除外基準 
・ 妊娠している場合 

・ 薬物治療の開始または変更が必要と思われる糖尿病以外の重篤な慢性疾患を持つ場合 

 対象人数 

・ 最適化された薬物治療に行っており、肥満、高血圧、脂質異常症等の 70 歳未満の 2 型糖尿病

かつ HbA1c が 7％を超える 93 人の対象者 

（Otago 糖尿病登録簿のデータに基づいて、調査のサンプルサイズを推定。HbA1c で 0.57％の差

を検出するためには、各治療グループに少なくとも 41 人を登録する必要があった。） 

 その他 

エントリー基準を満たしているが、適切な薬物で治療されていない人、または投与量の調整が必要

な人には最適化された治療計画が推奨された。新しい治療レジメンで安定化した後、無作為化の適

格性を再評価し、適切な薬物治療を開始し、ガイドラインに従って調整する必要があった。 

介入内容・方法 

ニュージーランドのダニーデンにあるオタゴ大学人間栄養学部で、6 か月間の無作為化対照試験で

ある LOADD 研究を実施。 

集中的な食事介入は、欧州糖尿病研究協会の糖尿病と栄養研究グループのエビデンスに基づく

ものである。食物繊維摂取の目標は 40g/日、肥満の参加者の場合は体重減少の達成を推奨。各

参加者の推奨総エネルギー摂取量および栄養素分布を、最初の 3 日間の体重の記録、個人の好

み、予算、および社会文化的要因に基づいて、食品、レシピおよび食事に変換した。 

各参加者は、無作為化後最初の 1 か月以内に研究栄養士と 2 回の個別セッションを行い、その

後 5 か月間は毎月のセッションを行った。最初の 2 か月以内のグループ教育セッションと、栄養士が必

要と判断した訪問とその間の電話は、食事のアドバイスを強化し、追加のサポートを提供する機会を

提供した。また、参加者の家族も食育セッションに参加するよう奨励された。 

実施体制 

すべての臨床評価と治療の調整は、糖尿病の専門知識と国内および国際的なガイドラインの開発

に関与したコンサルタント医師として 30 年以上の経験を持つ著者（JM）の 1 人の監督の下で実

施。 

観察期間 2006 年 10 月～2009 年 7 月 

対照群の設定 － 
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評価指標 

○主要評価項目：HbA1c 

○副次評価項目：血糖降下薬（種類と用量）、体重、肥満度指数、腰囲、血圧、空腹時血漿

グルコース、脂質プロファイルの変化。 

（訓練された研究看護師が、標準化された条件下で安静時血圧（3 回）および人体測定（2

回）測定を行い、一晩絶食後に血液サンプルを採取。これらの測定は、2 つの別々の機会（1 週間

以内）に行われ、平均化した。尿クレアチニンは、Jaffé 反応法を使用して Roche Hitachi 911 ア

ナライザーで測定。尿アルブミンは、Tinaquant 免疫比濁分析を使用して Roche Modular アナラ

イザーで分析。） 

分析方法 

ベースラインと 6 か月後に測定を実施。ベースラインで人口統計データを記録し、看護師が病歴、

薬物、および身体活動に関するアンケートを実施、栄養士がベースラインと 6 か月後に 3 日間の計量

食事記録（平日 2 日と週末 1 日）の完了を指示した。 

性別、年齢、およびベースライン測定値を調整した共分散分析を使用して、6 か月での治療間の

違いを比較（有意差検定）した。結果は、介入群、対照群の間の差（95％信頼区間）として表

示した。 

結 果 

年齢、性別、およびベースラインの測定値を調整した後、6 か月での介入群と対照群の HbA1c の

差（-0.4％、95％ 信頼区間 -0.7％～-0.1％）は、統計的に有意に高かった（P=0.007）。

その他、体重の減少（P=0.032）、BMI（P=0.026）およびウエスト周囲（P=0.005）も同

様である。また、介入群における飽和脂肪の減少（P=0.006）およびタンパク質の増加

（P=0.045）は介入群と対照群間の栄養摂取に関する最も顕著な違いがあった。 

集中的な食事のアドバイスは、血糖降下薬の治療が最適化されているにもかかわらず、2 型糖尿

病と HbA1c が不十分な患者の血糖コントロールと身体測定値を大幅に改善する可能性がある。 
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結 果 

・4 年目において、介入群（集中的なライフスタイル介入を行う群）の 2,514 人のうち、517 人

（20.6％）において重度の障害が発症し、969 人（38.5％）は機動性が良好であった。 

・対照群（糖尿病支援教育プログラム実施群）に割り当てられた 2502 人では、それぞれ 656 人

（26.2％）と 798 人（31.9％）であった。 

・介入群は、対照群と比較して、運動機能喪失のリスクが 48％減少（オッズ比、0.52、95％信頼

区間、0.44～0.63、P <0.001）。 

・減量とフィットネスの改善（トレッドミル試験で評価）の両方がこの効果の重要なメディエーターであっ

た（両方変数で P <0.001：減量とフィットネスの改善は、肥満状態にある 2 型糖尿病患者の運

動機能の低下を遅らせることに寄与）。 

・介入群において発生した有害事象としては、1 年目にやや高い率で筋骨格系の症状が見られた点

であった。 
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 除外基準 

①１型糖尿病、妊娠糖尿病の者、②透析療法を受けている者、③直近に腎移植の予定がある

者、④がんで治療中、重度の合併症を有する者（優先すべき治療を有する者）、⑤終末期の者、

また、自己管理行動をとることが困難と考えられることから⑥認知機能障害のある者、⑦不安神経

症、うつ病、神経症、心身症、不眠症、ニコチン中毒症以外の精神疾患を有し症状が不安定な者、

⑧対象者の行動に問題があり、プログラム継続が困難であると、主治医と研究者が合意判断した者と

した。 

 対象人数 

２群の比較に必要なサンプル数として、先行研究（高見ら、2008）を参考とし、標準化効果量

（行動変容）＝0.50、両側α＝0.05、β＝0.2 で計算したところ、各群 64 人であった。脱落者の

見積もりを６人程度とし、本研究における対象者数は各群 70 人と設定した。 

 その他 

適格基準を満たした者に対して、研究説明書及び同意書を送付し、電話で説明を行った。年齢

層によってタブレット端末への親和性が異なり結果に影響すると考えたことから、利用率の違いが出る

年齢である 59 歳以下と 60 歳以上（総務省、2014）で層化し、無作為割付を行った。 

介入内容・方法 

１）直接面談群（対照群） 

プログラム開始１ヶ月目から３ヶ月目までは、月１回約１時間の直接面談をプライバシーが保

護できる勤務先または公共施設の個室にて合計３回、加えて約 30 分間の電話指導を２週間ご

とに合計３回実施した。４ヶ月から６ヶ月までは２週間ごとの電話指導を合計６回実施した。 

指導は糖尿病及び CKD 診療ガイドラインに基づいた内容とし、内発的な動機づけを促す成人

型学習を用い、行動変容には認知行動療法の技法を用いた。 

２）遠隔面談群（介入群） 

上記プログラムのうち、３回の直接面談をタブレット端末での指導に置き換えた。その他は対照

群と同じである。タブレット端末は、研究者らが作成したアプリケーションを内蔵したもので、対象者に

郵送し、貸し出した。タブレット端末での指導や電話指導を行う場所は、直接面談群と同じとした。 

実施体制 

■担当看護師（疾病管理看護師）の教育 

担当看護師は、糖尿病腎症患者への教育経験を有する臨床経験３年目以上の看護師とし、

研究者らが開発した疾病管理プログラムの研修を受けてもらい、臨床推論、看護展開における能

力に差異が生じないようにした。チェックリストを作成し、知識や技術などが習得できるまで訓練、遠

隔面談のロールプレイを行った。 

■遠隔指導システムの構築 

画像や音声の双方向性を保つため、対象者側にはタブレット端末（iPad mini；iOS7.1.1）

を用い、看護師側はパーソナルコンピュータ（Windows 7 Professional）を使用した。 

観察期間 両群ともに６ヶ月間のプログラム終了後、６ヶ月間の観察期間を設けた。 

対照群の設定 
プログラム開始１ヶ月目から３ヶ月目までは、直接面談を実施でき、４ヶ月から６ヶ月までは２週

間ごとの電話指導が可能な群とした。 

評価指標 

セルフマネジメント行動について、食事、運動、セルフモニタリング（血圧・体重測定）、薬物療法

（服薬・注射）の４項目に関し、１点から５点の５段階の評価項目を設けた。この評価項目につ

いて対象者に自己評価をしてもらった。副次評価項目として、次の項目を収集した。 

・ その他自己管理指標：喫煙、飲酒、主要評価指標と同様の方法で評価した。 

・ 臨床指標：血圧、体重、BMI、定性尿蛋白を収集。血液検査結果は、空腹時血糖値、

HbA1c（NGSP）、血清クレアチニン値、血液尿素窒素、推定糸球体濾過量、尿酸、non-

HDL コレステロール、中性脂肪（空腹時）を収集した。また、推定糸球体濾過量、non-HDL

コレステロールはそれぞれ計算式により求めた。 

・ 心理的指標（①自己効力感：慢性疾患患者の健康行動に対するセルフエフィカシー尺度を

収集。②QOL（Quality of Life：生活の質）：WHO QOL26 の全体的 QOL を示す２

項目である「健康状態に対する満足度」及び「自分の生活の質の評価」得点を収集しその平均

値を算出。） 
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分析方法 

本研究では、複数の評価指標で２群の介入効果にどのような特徴があるか検討するものであり、

１つの基準として２群間の変化率の差の両側 95％信頼区間が±10％程度以内であれば許容範

囲、すなわち２群の介入効果は同様程度とみなせる範囲として設定した。評価指標は、12 ヶ月間の

変化率（（12 ヶ月後データ－登録時データ）/登録時データ×100）の両群の差について比較分

析し、遠隔面談群が直接面談群に劣らないかを検討した。 

検定するにあたり、項目ごとに従属変数である 12 ヶ月間の変化率の正規性を確認したうえで登録

時のデータを共変量に設定し、各群を独立変数とした共分散分析を行った。 

結 果 

１．対象者の完了率からみた比較 

国が医療保険者に実施を推奨している糖尿病腎症の重症化予防の効果を示すためには、できる

だけ多くの対象者をプログラムに乗せることが重要であるが、遠隔面談を導入しても多忙等の理由から

対象者の同意を得ることが難しく、参加者の同意率は 22％に留まった。対象者が少なく、予定対象

者数を満たせなていない。 

プログラムの完了率は全体で 80％、直接面談群 78.9％、遠隔面談群 81.0％と、対象者数に

違いはあるが、過去に行った介入研究と同程度の完了率を示した。また、遠隔面談群の脱落者数は

直接面談群と変わりなく、むしろ少なかった。 

２．評価指標からの比較 

対象者数が少なく、結論は述べにくいが、行動の変化は両群共に同程度起こっていること、節酒

（頻度）については遠隔面談群により効果が出ていること、糖代謝や血圧の変化率に差が出ていな

いことから、直接面談を実施することが困難な場合は遠隔面談に置き換えることは可能であると考え

る。そして、直接面談の方の効果が高いことを考えると、遠隔面談を行った場合でも、行動変容が起

きにくい場合やタブレット端末の使用に親和性を持てない場合は、直接面談に切り替えるといった方法

も可能であると考える。 
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介入内容・方法 

① ICT を活用した保健指導プログラム（重症化予防） 

参加者は自宅で、血圧、脈拍、血糖値、体重、歩数を測定し（測定間隔は任意）、ICT アプ

リケーションに入力した。測定値は ICT アプリケーション（「ひろしま健康手帳」（ひろしま医療ネット

ワーク：HM ネット））に記録され、自己測定値に応じた自動応答メッセージを受けとった。保健

指導実施者は、記録された値の日々の変動をモニタリングしながら保健指導へと活用した。保健指

導は、原則１回の保健師・看護師による初回面談（１～１時間半程度）と月１回の電話にて

実施された。 

② 多職種ヘルスケアチームによる効果的な保健指導モデル（フィットネス活用の重症化予防） 

保健師・看護師が提供する 6 ヶ月間の糖尿病性腎症重症化予防プログラムに、健康運動指

導士が行うフィットネスへの参加を加え、かかりつけ医と連携し、看護師/保健師とが共同で保健指

導を実施した。 

実施体制 

① ICT を活用した保健指導プログラムの確立と効果検証 

糖尿病性腎症重症化予防を支援する ICT アプリケーション（データの（自動）送信による自

動フィードバックシステム）を「ひろしま医療情報ネットワーク（以下 HM ネット）」事務局（広島県

医師会）と共同開発 

② 多職種連携による保健指導プログラムの確立と効果検証 

多職種（医師、看護師・保健師、管理栄養士、健康運動指導士・理学療法士等） 

観察期間 内臓脂肪減少のための３ヶ月間の保健指導終了後、介入終了 1 年後にフォローアップ調査を実施 

対照群の設定 － 

評価指標 

〇生理学的指標：BMI、脈拍、血圧（収縮期血圧、拡張期血圧）、糖代謝（空腹時血糖値、

HbA1c）、腎機能（eGFR、血清クレアチニン）、脂質（中性脂肪、総コレステロール、HDL コ

レステロール、LDL コレステロール（non-HDL コレステロールを計算） 

〇QOL スコア（多職種プログラムのみ）（EuroQOL-5D-5L） 

〇自己管理行動（多職種プログラムのみ）：血圧測定、体重測定、内服の順守、食べ方（野菜

から食べる）、運動頻度、飲酒頻度、休肝日、喫煙の実施/遵守頻度 

分析方法 
保健指導前、3 ヶ月目、6 ヶ月目（プログラム終了時点）において、評価指標における比較を行

った。 

結 果 

コラボヘルス事業（糖尿病性腎症重症化予防事業）として①ICT を用いたプログラムと②多職種

連携によるプログラム（フィットネス教室の活用）を行った。ICT プログラムはフィットネスプログラムと比

較して、参加（エンゲージメント）、継続実施（活用し続けること）、効果において困難であった。そ

のため、効果も限定的であった。 

１）ICT プログラム 

・ 生理学的指標：BMI（p<0.01）のみ統計的有意に改善した（前半の 3 ヶ月間のみ変

化あり）。ほかは変化が観察されなかった。 

２）多職種プログラム（フィットネスを活用したプログラム） 

・ 生理学的指標：すべての評価指標において改善した。BMI(p<0.001)、収縮期血圧

(p=0.003)、HbA1c(p=0.014)、non-HDL コレステロール(p=0.01)において統計的有

意に低下（改善）した。 

・ QOL は大きく改善した(p=0.031)。 

・ 自己管理行動：血圧測定頻度、体重測定頻度、野菜から食べる、運動頻度において統計

的有意に改善した（すべて、p<0.05）。 
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 除外基準 － 

 対象人数 参加を希望した 108 名のうち、選定基準をクリアした 58 名を対象とした。 

 その他 － 

介入内容・方法 

プログラムは、初回集団指導で、医師による講義と運動指導者によるダンベル体操・ウォーキングの

運動指導を行い、2 回目以降は保健師による個別指導（約 15 分間×6 回、約 2 週間間隔)を行

った。また、最終回前に Q&A 形式の集団指導を 1 回行った。 

個別保健指導では、身体計測と自己記録表とパンフレットを用いて生活習慣改善を検討した。自

己記録表には毎日の体重、歩数、目標成否を記録した。また、写真による食事評価を 1 回行い食

生活の振り返りに役立てた。 

指導方針は、男性が継続しやすい簡易な運動と食事摂取量の減少から始め、次のステップとして

バランス等の栄養指導を徐々に導入した。 

実施体制 
・ 初回集団指導：医師、運動指導者 

・ 2 回目以降：保健師、看護師 

観察期間 内臓脂肪減少のための３ヶ月間の保健指導終了後、介入終了 1 年後にフォローアップ調査を実施 

対照群の設定 
本研究はクロスオーバーデザインであるため、対照群は介入群の保健指導終了後から 3 ヶ月間同

じ内容の保健指導を受けた。 

評価指標 評価指標は、体重、腹囲、BMI、血圧、脂質、血糖などとした。 

分析方法 

開発したプログラムの効果検証は無作為化クロスオーバー試験で行った。またプログラム終了後の長

期的減量維持効果の検討は、プログラム終了１年後時点で、体格・血液検査・自記式質問紙によ

るフォローアップ調査を行った。 

本研究の介入 3 ヶ月後の効果については既に公表済みである。本研究では、クロスオーバーデザイ

ンで介入群に引き続き介入を実施した対照群の評価と、両群の介入終了後 1 年間のフォローアップ

を行って介入効果の持続性を検証した。 

結 果 

本研究で開発した 3 か月間の内臓脂肪減量プログラムは、プログラム終了 1 年後も減量維持効

果が認められた。 

ベースライン時の介入群と対照群の対象者の特性は、それぞれ年齢 44.6 歳 vs. 44.0 歳、体

重 84.6kg vs. 84.0kg、腹囲 97.1cm vs. 97.0cm、BMI 28.1kg/㎡ vs. 27.9kg/㎡で両

群に差異はなかった。3 ヶ月の介入プログラム終了時は、介入群は対照群と比較して体重は-

2.8kg、腹囲は-3.7cm、BMI は-0.9kg/㎡ 有意に減少していた(p<0.001)。また血圧、脂質、

血糖では、有意ではないが減少傾向を示した。 

本研究はクロスオーバーデザインであるため、対照群は介入群の保健指導終了後から 3 ヶ月間同

じ内容の保健指導を受けた。その結果、対照群の体重は、保健指導終了時点で介入群にリバウンド

がないにも関わらず介入群よりむしろ低くなっていた。 

プログラム終了 1 年後のフォローアップ調査には、両群合わせて 53 名(91.4%)が参加した。体重

は、終了時と 1 年後を比較して全体で平均-0.11kg(95%信頼区間:-0.7-0.49kg)とほぼ変わら

なかった。同様に血圧、脂質、血糖もほとんど変化がなくリバウンドを認めなかった。 
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基本情

報、検査

項目等 

・ 性別 

・ コーカサス人 

・ 喫煙状況：なし、過去にあり、現在あり 

・ 配偶者の有無：なし、既婚、離婚、未亡人、

その他 

・ 年齢（歳） 

・ 体重（kg） 

・ BMI（kg/㎡） 

・ 腹囲（cm） 

・ HbA1c（%） 

・ 総コレステロール（mg/dl） 

・ LDL コレステロール（mg/dl） 

・ HDL コレステロール（mg/dl） 

・ トリグリセリド（mg/dl） 

・ 処方薬数/日 

・ 糖尿病薬数/日（％）：インスリン、ビグアナ

イド、スルホニル尿素、チアゾリジンジオン、その

他の糖尿病薬 

・ 体の痛み 

・ 一般的な健康 

・ 健康移行 

・ メンタルヘルス 

・ 身体機能 

・ 役割－感情的 

・ 役割－物理的 

・ 社会機能 

・ 活力 

・ SF-36 スコアの平均 

 除外基準 ・ 妊娠、認知制限、または食事および身体活動の変更を妨げる医学的理由 

 対象人数 

参加者 147 人（症例管理グループ：74 人、通常ケアグループ：73 人） 

→ 分析対象者 118 人（症例管理グループ：55 人、通常ケアグループ：63 人） 

（離脱者の 26 人は、時間（13 人）や割当グループ（6 人）、病気（1 人）、理由なし（9

人）などを理由に撤退していた。） 

 その他 

スクリーニングと募集のプロセスには、SHS データからの適格な参加者の特定、招待状を郵送した後

の参加者による調査担当者との接触、最終的に調査担当者による電話および対面のスクリーニング

が含まれた。 

介入内容・方法 

RD ケースマネージャー1 人が、参加者に対し評価および目標設定、サポートのための電話を行っ

た。 

2 型糖尿病と肥満の人々に対する国が推奨する食事管理に基づき目標が調整された。 

RD は、体重とウエスト周囲長を測定し、検査結果に従って、必要に応じて患者ケアの問題につい

て医師と話し合った。個々のセッションは年間を通して 6 回、合計 4 時間行われた。 

書面による情報を含む介入の直接費用は、1 人あたり 350.00 ドル。 

介入の目標は、適度な体重減少（初期体重の 5％）と食事摂取量、および国の推奨事項を反

映した身体活動である。 

通常のケア参加者は教材をもとに、他の体重管理プログラムや糖尿病ケアプログラムに自由に参加

した。 

実施体制 RD ケースマネージャー1 人 

観察期間 12 か月間 

対照群の設定 通常のケア参加者を対照群とした。 

評価指標 

主な結果の尺度は、体重と胴囲である。 

二次的な測定には、血糖コントロール（HbA1c）、脂質レベル、処方薬の使用、および HRQOL

が含まれる。 

体重、身長、およびウエスト周囲長は、ベースラインおよび 4、6、8、および 12 か月で測定。 

HbA1c は、バージニア大学の研究室で、標準化されたプロトコルを使用してベースラインおよび 4、

8、および 12 か月で、空腹時脂質レベルではベースラインおよび 12 か月で測定。 

ベースライン時、および 6 か月目と 12 か月目に、試験担当者は、薬剤名、処方用量、および参加

者の処方容器から毎日摂取した量を書き起こした。投薬は、糖尿病、心血管系、降圧薬などの適応

症/疾患によって特徴付けられた。その他の薬剤には、疼痛、喘息、および精神医学の薬剤が含まれ

る。薬剤に関しては用量の変化やタイプの変化を評価した。 
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分析方法 

グループ比較は、intention-to-treat メソッドにより分析した。 

反復測定モデルでは、体重、腰囲、HbA1c、および薬物使用の変化に関するグループを比較し

た。 

F テストは、全体的な比較に使用された。 

なお、反復測定モデルでは、REML 推定、非構造化共分散行列、および自由度の Kenward-

Roger 近似を使用した。また、研究から脱落した人や断続的にデータが欠落している人を含む、被験

者に関するすべての利用可能なデータを使用している。 

回帰モデルを使用して、グループ間で 12 か月の HRQOL を比較した。 

反復測定モデルでは、結果のベースライン値が共変量として使用された。 

後続の分析は、追加のベースライン特性に合わせて調整された。 

HbA1c の場合、モデルは年齢、性別、糖尿病の期間、および糖尿病薬の変更により調整した。 

体重と腰囲については、年齢、性別、喫煙についてモデルを調整した。 

これらの共変量の調整は、治療グループの比較結果に影響しなかった。 

生態分析は外部の行動資源の使用に合わせて調整されたが、結果に変化はなかった。 

統計分析は、SAS 統計ソフトウェア（バージョン 8.2、SAS Institute、Cary、NC）を使用して

実行された。 

結 果 

症例管理により、体重減少の増加（P<0.001）、ウエスト周囲長の減少（P<0.001）、

HbA1c レベルの減少（P=0.02）、処方薬の使用減少（P=0.03）、および健康関連品質の改

善がもたらされた。生活の質（P<0.001）と通常のケアとの比較。 

体重減少と胴囲の 12 か月間のグループ差は 3.0kg（95％CI –5.4～–0.6）および–4.2cm

（–6.8～–1.6）。 

HbA1c の差は 4 か月で最大であった（–0.59％、P=0.006）が、12 か月では有意ではなかっ

た（–0.19％、P=0.45）。 

症例管理グループの参加者は、通常のケアで治療された参加者よりも、1 日あたり 0.8 薬物多く、

薬物、主に糖尿病薬物の使用が減った（P=0.03）。 

9 つの QOL ドメインのうち 7 つで、ケース管理グループは通常のケアと比較して改善した

（P<0.05）。 
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介入内容・方法 

・プログラムの内容として、名古屋市緑区では、コミュニティの地域資源を活かすために、区内の民間フ

ィットネス施設（計 3 施設）と連携し、運動を中心としたプログラムを実施。 

・愛知県大府市では、行政の地域支援事業としてプログラムを実施。 

・プログラムによる介入効果を検証するために、介入開始前と終了後に体力検査、認知機能検査、

質問調査、血液検査、脳画像検査、活動量調査を実施。 

実施体制 

（１）認知症予防プログラムの効果検証グループ 

①リーダー名：島田裕之（国立長寿医療研究センター、部長） 

②実施項目：認知機能が低下した高齢者のスクリーニング検査実施、コミュニティ・プログラムの効果

検証、コミュニティに対する波及効果の検証 

（２）認知症予防スタッフ養成グループ 

①リーダー名：鈴木隆雄（国立長寿医療研究センター研究所） 

②実施項目：認知症予防スタッフの養成と勤怠システム開発 

観察期間 平成 2 4 年 10 月～平成 2 7 年 9 月 

対照群の設定 

〇名古屋市緑区 

・平成 25 年度に実施した高齢者機能健診（ 脳とからだの健康チェック 2013 ）を受診した、愛

知県名古屋市緑区在住の 70 歳以上の高齢者 5,257 名から、特定の疾病および歩行機能

の顕著な低下がなく、認知機能に軽度～中程度の低下（MMSE21～24 点）がみられる高齢

者 709 名を対象として選定した。 

・709 名に対して、教室実施の説明会の案内状を発送。教室実施の説明会は合計 6 回開催し、

説明会では、教室の趣旨、内容、倫理的配慮を説明し、402 名から参加同意が得られた。介

入前の評価を実施し、欠席者 43 名、参加の撤回を表明した者 24 名、脳画像（MRI）検

査で異常が見られた者 13 名、運動施設を週 5 日以上利用している者 7 名、健康に問題の

ある者 27 名、介入前の評価にてデータに欠損があった者 8 名を介入の対象から除外し、280

名をコミュニティ・プログラムの最終的な対象者とした。280 名を、介入群介入群（コミュニティ・プロ

グラムを受ける群と対照群（3 回の健康講健康講座座を受ける群：140 名）へランダムに割り

付けた。 

 

〇愛知県大府市 

・行政事業として実施可能な包括的なアプローチの効果検証のため、既存の行政事業下で複合型

プログラム（介護予防教室）を実施した。 

・基本チェックリストまたは国立長寿医療研究センターが実施した認知機能検査を受けた65 歳以上

高齢者のうち、二次予防対象者の 1,802 名に案内状を発送。行政で実施している介護予防事

業での参加者数は少なく、多数の教室参加者を募集することが難しいという現場からの意見によ

り、教室参加する前に教室の趣旨・内容の理解や関心の向上を目的とし、教室参加説明会を４

回実施。教室参加の同意が得られたのは 195 名。教室参加の同意が得られた者のうち、188 名

が事前検査を受け、事前検査後辞退者等を除いた 159 名の対象者を介入群（80 名）と対照

群（79 名）へランダムに割付した。 

評価指標 

＜コミュニティ・プログラムの開発と対象者選定＞ 

・コミュニティ・プログラムの開発に関しては、2 つの対象地域の特徴を考慮したアプローチを行い、ランダ

ム化比較試験によって、効果検証を実施した。 

 

〇名古屋市緑区 

・名古屋市緑区では地域資源を用いたプログラムとするために、区内に所在する 3 つのフィットネス施

設と連携し、 10 ヶ月間 1 回 90 分・週 1 回・計 40 回）、運動を中心としたプログラムを

実施。介入群（プログラムを受けた群）と、対照群（計 3 回の健康講座を受けた群）の事前・

事後検査から、プログラムの効果を検証した。  

・効果検証の主な結果として、認知機能（論理的記憶テスト）の一部の指標に、介入効果が確認

された。脳画像解析の結果、女性においては、白質内の委縮の進行が抑制されていることが確認
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された。持久性体力の向上、睡眠の質の改善、ソーシャルネットワークの強化など、身体・心理・社

会的側面に対しても、介入効果があることが示唆された。血液指標では、有意な介入効果が確認

されなかった。本事業終了後のプログラムの継続性については、行政関係者と各フィットネス施設の

代表者、当センターの 3 者間で検討を行った結果、2 か所のフィットネス施設で継続教室を展開す

ることになった。さらに、名古屋市における介護予防総合事業にフィットネスクラブの参入を促すな

ど、社会実装された。 

 

〇愛知県大府市 

・愛知県大府市では、行政事業として実施可能な包括的なアプローチの効果検証のために、地域支

援事業として既存の行政事業下でコミュニティ・プログラムを実施。ランダム化比較試験によって効

果を検証した結果、日常生活の中でもっとも重要とされる椅子からの立ち上がり動作や歩幅の改

善が確認された。運動の継続 実施に対する自信が高まったことが確認された。認知機能などには

統計的に有意な改善がみられなかった理由として、3 か月といった介入期間の短さが考えられる。 

・事業終了後に対象者による自主グループが発足され、継続的に活動を行っている。自治体の介護

予防事業として実装される予定であり、本事業の成果は継続される予定。 

分析方法 

＜介入研究の効果検証のための検査項目＞ 

〇名古屋市緑区 

・身体測定：体内の電気抵抗値から測定・推測する装置（生体インピーダンス法）を使用して、内

臓脂肪量、筋肉量、体脂肪率などを測定 

・体力測定：握力（筋力）、5 回椅子立ち座りテスト（下肢筋力）、歩行テスト（歩行速

度）、6 分間歩行距離などを測定 

・認知機能検査：タッチパネル式のタブレット端末を使用して、記憶、注意・実行機能、視空間認 

知能力、処理速度などを測定 

質問調査：心理機能（Geriatrics Depression Scale、主観的健康度、QOL）、生活機能 

（IADL スケール）、転倒状況、生活習慣・日常行動、疾患状況、骨折・転倒経験など 

・血液検査：血液マーカーや血中脂質、血糖値など生化学的項目を評価 

・活動量調査：身体活動量計（3 軸加速度計付）を 2 週間装着し、その間の歩数、中強度

以上の身体活動量、座位行動 などを計測 

脳画像検査：MRI を用いて、脳容量、海馬の萎縮度などを評価 

 

〇愛知県大府市 

・体力測定：握力、5 回椅子立ち座りテスト、移動能力、歩行テストなどを測定 

・認知機能検査：タッチパネル式のタブレット端末を使用して、記憶、注意・実行機能、視空間認知

能力、処理速度、全般的認知機能などを測定 

・質問調査：心理機能（Geriatrics Depression Scale、主観的健康度、健康関連 QOL）、 

・生活機能（IAD スケール）、転倒状況、生活習慣・日常行動、疾患状況、骨折・転倒経験など 

・活動量調査：身体活動量計（3 軸加速度計付）を 2 週間装着し、その間の歩数、中強度以

上の身体活動量、座位行動などを計測 
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結 果 

〇コミュニティの波及効果に関する調査 

・本プロジェクトにおける一連の取り組みが当該地域住民全体にどのような効果をもたらすのかを検

証。事前調査として 名古屋市緑区在住の 70 歳以上の方（24 508 名：要介護認定者を

除く）へ郵送による質問紙調査を実施し、16,276 名（回答率 66.4 ％）から回答が得られ

た。 事後調査は 事前調査回答者のうち、死亡転出者 606 名を除く、 15,670 名へ郵送に

よる質問紙調査を再度実施した結果、 11,362 名（ 72.5 ％）から回答が得られた。 

・住民への波及効果を検証した結果、認知症予防に関する認識に対しては波及効果が示唆された

ものの、認知症予防のための行動実践（身体活動、知的活動）に対しては、必ずしも波及効果

が示されなかった。健康面への波及効果に関して、身体状態については、特に高齢者機能健診に

参加しなかった住民で低下が顕著だったものの、住民の社会的関係性や心理状態に対しては、望

ましい波及効果が示唆された。本事業によって、緑区の認知症予防に対する取り組みを肯定的に

評価する住民が増えたことが確認された。認知症予防スタッフが、自宅近隣の住民に及ぼす効果

は明らかにならなかった。 
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対照群の設定 対照群を設定している。 

評価指標 

介入前後（2018 年 9 月、12 月）に以下の評価指標の測定を行った。 

・ 全 般 的 認 知 機 能 の 評 価 ： Japanese version of the Montreal Cognitive 

Assesment(MoCA-J) 

・注意・実行機能：Trial Making Test(TMT)の partA、partB 

・身体機能：聴き手の握力、最大歩行速度、開眼片足立ち、複合的動作能力 

・身体活動量：1 軸加速度計（強度 4 以上の身体活動時間を中高強度身体活動時間として算

出） 

分析方法 ｔ検定、カイ二乗検定、性・年齢・目的変数の初期値を調整変数とした共分散分析 

結 果 

・介入プログラムならびに事後測定を完了した対象者数は、介入群 35 名、対照群 27 名であった。 

・各群における、介入前後の認知機能、身体機能、身体活動量の変化についてみると、介入群にお

いて、認知機能については、注意・実行機能で有意に向上した（P=0.02）。対照群では差がみ

られなかった。 

・介入群では、全ての身体機能の項目において、有意な向上が認められた（握力：P=0.02、歩

行速度：P=0.01、バランス：P=0.01、TUG：P=0.01）。対照群では、いずれの項目にも有

意な差は認められなかった。 
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観察期間 1988 年 10 月から 1992 年 9 月 

対照群の設定 
特定保健指導対象者に対する特定保健指導を中心として、各自治体の基準により選定した対象

者に対して、各々の方法で保健指導を実施。 

評価指標 

1）問診票の内容について 

歯磨き行動や口腔の自覚症状などについて集計した． 

2）歯の状態について 

（1）診察時の状態を 30～39 歳群で集計した． 

（2）経年的な変化については、30～39 歳群を 8 年間追跡し、現在歯、う蝕経験歯、喪失歯

の変化を人単位、歯の単位で集計した．処置内容も記録、集計した．歯の喪失について

は、その原因を把握した。 

3）歯周の状態について 

（1）初診時の状態を 30～34 歳群、35～39 歳群の 2 つに分けて集計した． 

（2）本診療システムの効果を把握するために、 

①CPI コード測定時の出血状況（BOP）の変化を経年的に追跡した． 

②30～34 歳群の 5 年後（35～39 歳群）の CPI を、初診時の 35～39 歳群の CPI との

間で比較を行った． 

③口腔単位の CPI について、30～39 歳群の初診時と 8 年後を比較した． 

④同じく、歯単位の CPI について、30～39 歳群の初診時と 8 年後を比較した． 

分布の差については x2 検定を行い、有意性を検討した． 

分析方法 

歯の状態については歯単位で、健全、未処置、処置完了、喪失の集計を行った。歯周の状況につい

ては歯単位、セクスタント（分画）、口腔の単位で CPI コードを集計した。また BOP については 1

歯 4 点法でプロービング後の出血を確認し、その合計を対象部位数で除し、個人の BOP 点数とし

た． 

なお、う蝕経験歯数、CPI コードのいずれも有意な男女差は認められなかったため、男女を一緒にして

集計した。 

結 果 

○8 年間で新生う蝕が 80 歯認められた。喪失歯は 4 本で、原因は咬合性外傷、歯根破折であっ

た。初診時、48.5％あった BOP は、3 年目以降 20～25％で安定していた。35～39 歳の初診

時 CPI コードを 5 年管理後の同年齢のそれと比較したところ、CPI コード 3、4 を示すものが

61.5％から 19.2％へと減少し、コード 0～2 が 38.5％から 80.7％へと増加していた（p く

0.01）。 

○8 年後の歯周の状態を歯単位で評価したところ、大部分が CPI コード：0 の良好な状態に保たれ

ていた。プログラムからの脱落者は 10％未満であり、来院者からも有用性が理解され、受け入れら

れやすいものであったと考えた。 

○結果は、この 3 カ月ごとの成人を対象とした口腔保健管理プログラムが、良好な歯周状態の保持、

歯の喪失防止に効果的であることを示していた。また、8020 を目標とするかかりつけ歯科医の機能

充実としても有用であることが示唆された。 
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介入内容・方法 

1）2001 年度までの任意参加時のプログラム 

 任意参加時のプログラムの主な内容は、歯科医師による口腔内診査および歯科衛生士による保

健指導と口腔内清掃（一部）．一人あたりの所要時間は約 20 分間． 

2）2002 年度からの全員参加時のプログラム 

 全員参加時のプログラムの主な内容は、歯科医師による口腔内診査と歯科衛生士による約 5 分

間のワンポイントの歯科保健指導．事後措置として約 1 か月後に未処置歯の有無と CPI 個人コー

ドの状況から対象者を 3 群（A 群：未処置歯なし、かつ CPI 個人コード 0・1、B 群：未処置歯な

し、かつ CPI 個人コード 2、C 群：未処置歯あり、かつ CPI 個人コード 3・4）に分類し、A 群には電

子メールによる歯科情報の配信、B 群には歯科衛生士による保健指導と口腔内清掃（一部）

（所要時間：約 30 分/人）、C 群には電子メールによる受療勧告を実施． 

実施体制 外部委託の歯科医師、歯科衛生士 

観察期間 1986 年度～2002 年度 

対照群の設定 
1986～2001 年度までの任意参加時のプログラム不参加者 

（02 年に実施した質問紙調査から「全く参加経験がない者」を不参加者群として設定） 

評価指標 喪失歯数、CPI セクスタント数、 保健行動や歯科保健行動 

分析方法 

喪失歯数、CPI セクスタント数、質問紙調査での回答内容について、参加者群と不参加者群の比

較を統計学的分析と並びに多重ロジスティック分析を実施． 

統計学的分析では、分布の検定にはχ2 検定または Fisher の直接確率検定を行い、正規分布に

従う計量値の場合には平均値の差の検定、正規分布に従わない場合には Mann-Whitney の U-

検定を実施．多重ロジスティック回帰分析では参加の有無を目的変数とし、説明変数には口腔内

状態および質問紙調査項目の集計結果から危険率 10%未満の変数を用い、ステップワイズ法によ

りオッズ比と 95%信頼区間を求めた． 

結 果 

一人あたりの未処置歯の比較では、40–59 歳の男性の不参加者群で 0.76 歯/人（中央値：

0.00、75%値：1）、参加者群で 0.46 歯/人（中央値：0.00、75%値：0）で両群に有意

な差が認められた．20–39 歳の男性、40–59 歳の女性では有意な差は認められなかったものの、

不参加者群で一人あたりの未処置歯が多い値を示していた．喪失歯の平均値の比較では、40–

59 歳の男性の不参加者群で 3.17 歯/人（中央値：1.50、75%値：4）、参加者群で 1.96

歯/人（中央値：1.00、75%値：3）で両群に有意な差が認められた．また、他の比較群では有

意な差は認められなかったものの、不参加者群で一人あたりの喪失歯が多い値を示していた． 

 性・年齢階級別の各 CPI コードを有するセクスタント数では、不参加者群でコード 0、1 の割合が

少なく、コード 4 の割合が多い傾向がみられ、20–39 歳の男性、40–59 歳の男性、40–59 歳の女

性では有意な差が認められた． 

 

  





46 

評価指標 

現存の歯数（PT）、地域歯周指数スコア（CPI）、口腔衛生状態、および治療の必要性を歯科

医が診断し記録。 

また、歯周病との関連を調べる指標として、以下が設定された。 

・BMI スコア（<30 kg / m2 または≥30kg / m2 の２群に分類） 

・収縮期血圧（<140 mmHg または≥140mmHg の２群に分類） 

・空腹時血糖値（<110 または≥110mg / dl の２群に分類） 

・HDL-C レベル（<40 mg / dl または≥40mg / dl の２群に分類） 

・喫煙者（非喫煙者または喫煙者の２群に分類） 

・飲酒習慣（日本酒の飲酒量：1 日あたり 3 杯以下または 3 杯以上の２群に分類） 

・塩の使用（少々、平均的、多い、無制限 に分類） 

・口腔衛生状態（良好、普通、不良 に分類） 

分析方法 

ピアソンのカイ 2 乗検定により、CPI コードが 0～2 の群および 3～4 の群と、上記の各評価指標との

関連の有意差を分析した。 

また、ロジスティック回帰分析により、CPI スコアの≥code3 の確率と有意な関連性がある指標を特定

した。 

結 果 

分析の主な結果は以下。 

○40 歳、50 歳、60 歳の男性のうち、それぞれ約 40%、60%、70％が CPI コード 3 以上であっ

た。また、60 歳の男性の 20％以上がコード 4 であった。 

○CPI コード 3 以上の女性の割合は、すべての年齢において、男性よりも 10％以上低かった。 

○年齢、性別、現存の歯数（PT）を調整したロジスティック回帰分析を行い、CPI コード 3 以上の

スコアに有意に関連する要因として、以下が特定された。 

・30 を超える BMI スコア（オッズ比：1.44） 

・140 mmHg 以上の収縮期血圧（オッズ比：1.09） 

・空腹時血糖値が 110 mg / dl 以上（オッズ比：1.17） 

・HDL コレステロールレベルが 40 mg / dl 以下（オッズ比：1.21） 

・喫煙者であること（オッズ比：1.59） 

・1 日 3 杯以上の日本酒を飲むこと（オッズ比：1.09） 

・塩を多く使用すること（オッズ比：1.17） 

・口腔衛生状態が普通または悪いこと（オッズ比：2.27） 

 

結論として、喫煙、口腔衛生状態、および肥満とメタボリックシンドローム MetS に関連する因子が歯

周炎に関連していることが示された。また、これにより、歯磨きに関する健康指導、禁煙の重要性、お

よび肥満の制御が、成人の歯周病の発症を予防するのに効果的であることが示唆された。 
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介入内容・方法 

調査対象者について、健康診断や歯科健診により全身状態、歯周状態を調査。 

歯周状態の調査については各人ごとに 10 本の歯を検査し、最も高い CPI コードを記録した。 

基本健診ではトリグリセリド、HDLコレステロール、空腹時血糖などの定期的な血液検査を実施。また

看護師による血圧測定を実施。メタボリックシンドロームは、2009 年に定められた定義に基づき診断

した（高血圧、高トリグリセリド、低 HDL コレステロール、高空腹時血糖、腹囲の５つが基準因

子）。 

飲酒や喫煙の習慣を含む生活習慣に関しては、看護師が情報を問診で収集。飲酒と喫煙は、飲酒

者/喫煙者であったことがない、以前に飲酒者/喫煙者であった、現在飲酒者/喫煙者である、の３つ

に分けられた。 

実施体制 歯周病検査は 5 人の歯科医師により実施。 

観察期間 2008 年 6 月から 2013 年 9 月（当該期間の健診等受診者が対象） 

対照群の設定 － 

評価指標 
歯周状態は、Community Periodontal Index（CPI）を使用して評価。CPI コード３以上を歯

周病と定義した。 

分析方法 
年齢、喫煙状況、飲酒状況を調整したうえで、男女別にメタボリックシンドロームの有無及びその因子

数と歯周病との関連性を、ロジスティック回帰分析で評価した（P<0.05）。 

結 果 

メタボリックシンドロームの 5 つの因子、HDL コレステロール値が低いことは、男性、女性ともに歯周病

に関連していた（オッズ比= 男性：2.39、女性：1.53; 95％信頼区間 = 男性：1.36–

4.19、女性：1.06–2.19）。さらに、メタボリックシンドロームは、男性と女性の歯周病に関連してい

た（オッズ比 = 男性：1.40、女性：1.42、95％信頼区間 =男性：1.03～1.90、女性：

1.10～1.83）。 

メタボリックシンドロームの因子を 2 つ、3 つ、4 つ有する者は、有さない者と比較して、それぞれ 1.43

倍、1.42 倍、および 1.89 倍、歯周病の有病率が高かった。 

また、性別による分析を行った結果、メタボリックシンドロームの 4 つまたは 5 つの因子を有する者は、

有さない者と比較して高い歯周病の有病率を示した（オッズ比 = 男性：2.27、女性：1.76; 

95％信頼区間 = 男性：1.20–4.28、女性：1.11–2.78）。 

これらの結果から、メタボリックシンドロームおよび低 HDL コレステロールが歯周病に関連していることが

示された。また、2 つ以上のメタボリックシンドロームの因子を有する者は、歯周病の有病率が高かった

ことも明らかとなった。 
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介入内容・方法 
調査研究等により異なる（最終的に選定された調査研究等の方法・研究デザインについては「結果」

欄を参照） 

実施体制 
著者２名により、調査研究等の電子上での検索、収集された調査研究等の質の評価（評価方法

は除外基準の通り）等を実施。 

観察期間 1998 年 7 月～2018 年 6 月の間に公開された調査研究等を対象とした。 

対照群の設定 － 

評価指標 

歯周病の評価指標には、地域歯周疾患指数（CPI）、歯周ポケットの深さ（PD）、アタッチメント

ロス（AL）、骨の損失、臨床的アタッチメントレベル（CAL）、プロービング時の出血（BOP）、歯

肉炎指数（GI）、歯肉炎重症度指数（GSI）、歯肉溝出血指数（SBI）が含まれた。 

分析方法 選定基準および除外基準のとおり 

結 果 

【調査研究等の選定結果】 

○最初のデータベース検索では 716 件の関連する研究が得られ、うち選定基準への該当の有無、研

究の質の評価等により、14 の研究（7 つの横断研究、2 つの症例対照研究、2 つのコホート研

究、3 つのランダム化比較試験（RCT））を選定。 

 

【選定された調査研究等による知見】 

○本レビューで扱われた横断的研究により、歯周病がビタミン C の食事摂取量または血中ビタミン C

レベルと有意に関連していることが実証された。 

○2 つのコホート研究では、ビタミン C と歯周病の長期的な関係が示された。これらの結果は、食事か

ら得られたビタミン C が歯周病の炎症反応を減少させるメカニズムに触れられていた。 

○3 つの RCT 研究のうち 2 つは、ビタミン C 投与によって引き起こされる歯肉状態の改善を示してい

た。ビタミン C は、生体内、特に細胞内レベルで強力な抗酸化効果があり、これは歯肉炎で生成さ

れる酸化ストレスを減少させると考えられている。 

○ビタミン C による歯肉溝出血指数（SBI スコア）の低下は、歯周炎患者では観察されなかった。ま

た、ビタミン C 投与では、ポケットの深さの改善や、生体内での骨再生を引き起こすという報告は無

い。 

○しかしながら、ビタミン C の投与は、レビューされた介入研究で歯周病をある程度改善することが観

察された。この研究でレビューされた論文から得られた知見は、歯周病に関するビタミン C の予防能

力を実証するのに十分であると考えられた。 
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介入内容・方法 

町が実施主体である歯科健診、ブラッシング指導により実施。 

現在歯数、未処置歯数、処置歯数喪失歯数の診査は、人工照明下で歯科用ミラー、探針を用い

てあらかじめキャリブレーション（審査基準の統一・すり合わせ）がなされた歯科医師が対面方式で行

った。10 本の代表歯の歯周ポケットの全周を診査し、最大値をその歯のコードとした。すべての代表歯

のうち最高のスコアを個人の CPI コードとした。 

歯科検診終了後に、参加者の口腔内を歯科医師または歯学部学生が「つまようじ法」により口腔内

の全顎をブラッシングした。ブラッシング指導時間は 10 分から 20 分を要した。 

実施体制 － 

観察期間 1992 年（平成 4 年）～2005 年（平成 17 年） 

対照群の設定 調査対象者の経年変化や受診回数等による比較を実施。 

評価指標 
CPI コード（コード０～２の者を歯周炎なし、３以上の者を歯周炎ありと定義）等 

複数回の受診者の場合は、最終受診時のデータを利用 

分析方法 

○各年度の受診者の年齢と性別の分布、現在歯数、未処置歯数、処置歯数、および CPI 個人コ

ードによる歯周疾患への罹患状況をみた。年齢の平均値や中央値、平均現在歯数、平均未処

置歯数、平均処置歯数、および平均喪失歯数の経年的変化は、ケンドールによるトレンド検定に

よって検討を行った。 

○また、年度ごとの継続受診者の割合と属性、受診回数ごとの CPI 個人コードの分布を分析し、受

診回数と歯周組織の状態との関連性をみた。なお、CPI 個人コードの経年的変化については、喪

失歯や歯を失った者を考慮することなく分析を行った。 

○歯周炎の有無にかかわる因子を明らかにするために、目的変数を歯周炎の有無、説明変数を年

齢、性別、未処置歯数、処置歯数、喪失歯数、受診回数としてロジスティック回帰分析を行った。 

結 果 

【結果】 

○14 年間継続的に行った歯周疾患予防活動に参加した 1,012 名（のべ 2,121 名）を対象に

データをまとめたところ、1 人平均の未処置歯数や喪失歯数が経年的に減少し、CPI 個人コード

が 3 以上の者の割合が減少していた。これらの結果から、本事業の受診者の歯と歯周組織の状

態が経年的に改善していることが明らかになった。 

○健診を 2 回以上受診した者においては、初回から最終回にかけて CPI 個人コードに改善がみら

れ、受診回数の多い者ほど最終回の CPI 個人コードが低い者の割合が高く、CPI 個人コードの改

善率も高く、歯周炎を有するリスクも低かった。 

○これらの結果は、継続的なブラッシング指導を含めた歯周病予防に関する地域保健活動を行うと、

特に継続的に多く参加した者の歯周組織の状況が改善することを示唆している。 

【考察】 

○本研究結果により、1 年間に 1 回の活動でも、継続することで歯周組織の改善がみられることが

示唆された．これらの結果から、物的、人的資源などで制約があり、1 年間で 3 回の事業が実施

困難な場合でも、1 年に 1 回の継続的な介入で成果が得られると考えられる。 

○ただし、1 年間に 1 度の専門家によるブラッシングだけが直接 CPI 個人コードの変化をもたらした

かどうかについては本研究で明らかにすることはできず、不明である。 
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結 果 

18 人が脱落したため、合計 130 人（グループ A:35 人、グループ B：32 人、グループ C：34 人、 

グループ D：29 人）での比較を実施。 

グループ A と C はグループ D と比較した際、グループ A とグループ C はそれぞれ有意に低いプラーク歯

数スコア並びに歯肉指数スコアを提示。グループ B とグループ D、グループ A と C の間、それぞれでは

有意な差なし。 

また、20 歳以上の被験者は 10 歳代の被験者より、プラーク歯数スコア並びに、歯肉指数スコアは有

意に高く、男性よりも女性の方が歯肉指数が高かった。 

 

  







57 

結 果 

3 年間の間に「定期健診のみ」で歯科受診をしている群とそれ以外の群で歯の喪失状況を比較す

ると、3 年間継続して定期健診で受診していたものでは、88.0％の者に歯の喪失はなかったのに対し

て、それ以外のものでは 68.9%であった。すなわち、定期健診が口腔の健康の維持と歯の喪失予防

につながることを示している。 

主観的な健康状態が悪い人ほど、歯肉出血のある歯数の平均値が多かった。年齢、現在歯数、

治療中の疾患を調整した固定効果分析によっても、歯肉出血のある歯数が多いほど、主観的な健

康状態が悪いという統計学的に有意な関連が認められた。この結果は、歯肉の健康状態が全身の

健康状態に関連していることを示唆している。 
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分析方法 選定基準および除外基準のとおり 

結 果 

【調査研究等の選定結果】 

○35 件の RCT（3929 人のランダム化成人参加者）の研究が得られた。参加者をブラインド化す

ることは不可能であったため、パフォーマンスのバイアスリスクが高かった。バイアスのリスクが低い研究

は２つだけであった。多くの参加者はベースライン時に低レベル歯肉炎を有していた。 

○フロス（15 研究）、歯間ブラシ（2 研究）、木製の洗浄スティック（2 研究）、ゴム/エラストマー

洗浄スティック（2 研究）、口腔洗浄器（5 研究）が歯磨き単体もしくは歯磨きとの併用で評価

された。 

○フロスについては４つの器具と比較された：歯間ブラシ（9 研究）、木製の洗浄スティック（3 研

究）、ゴム／エラストマー洗浄スティック（9 研究）および口腔洗浄器（2 研究）。 

○その他の比較は、歯間ブラシにとゴム/エラストマーの洗浄スティックであった（3 研究）。 

 

【選定された調査研究等による知見】 

○虫歯を評価したものはなく、ほとんどが歯周炎についても評価をしていなかった。歯肉炎は、指標

（最も一般的には、Löe-Silness、0～3 の尺度）および出血部位の割合によって測定された。プ

ラークは指数で測定され、ほとんどの場合 Quigley-Hein（0～5）で測定された。 

○歯磨き単体との比較 

歯磨きに加えてフロスが 3 か月または 6 か月で歯肉炎（歯肉炎指数（GI）で測定）を減少させ

ることは、低いレベルのエビデンスであった（1 か月で測定した場合（SMD-0.58、95％信頼区間

-1.12～-0.04；8 件の研究、585 人の参加者））。出血部位とプラークの割合に関する結果

は一貫していなかった（非常に低いエビデンスレベル） 

非常に低いエビデンスレベルではあるが、歯間ブラシと歯磨きを併用すると、出血部位に明確な差は

なかったが（MD-0.05、95％信頼区間-0.13～0.03;1 研究、31 参加者）、１か月で歯肉

炎（GI で測定）が減少する可能性があることが示唆された（MD-0.53、95％信頼区間-0.83

～-0.23;1 研究、62 参加者）。低いエビデンスレベルではあるが、歯間ブラシが歯磨き単独よりも

歯垢を減らす可能性を示唆している（SMD-1.07、95％信頼区間-1.51～-0.63;2 研究、93

人の参加者）。 

非常に低いエビデンスレベルではあるが、歯磨きに加えての木製の洗浄スティックの使用では、3 ヶ月

で出血部位を減少させる可能性がある（MD-0.25、95％信頼区間-0.37～-0.13;1 研究、

24 人の参加者）が、プラーク減少しない（MD-0.03、95％信頼区間-0.13～0.07）。 

非常に低いエビデンスレベルではあるが、ゴム/エラストマーの歯間洗浄スティックと歯磨きを使用する

と、１か月でプラークを減らすことができると示唆された（MD-0.22、95％信頼区間-0.41 から-

0.03）が、これは歯肉炎には当てはまらなかった（GIMD-0.01、95％信頼区間）-0.19～

0.21;1 研究、12 人の参加者;出血 MD0.07、95％信頼区間-0.15～0.01;1 研究、30 人

の参加者）。 

非常に低いエビデンスレベルではあるが、口腔洗浄器が 1 か月で歯肉炎歯数で測定される歯肉炎

を軽減することが示唆された（SMD-0.48、95％信頼区間-0.89～-0.06；4 研究、380 人の

参加者）、ただし 3 か月または 6 か月ではその傾向は見られなかった。 

低いエビデンスではあるが、口腔洗浄器は 1 か月（MD-0.00、95％信頼区間-0.07～0.06；

2 研究、126 参加者）、または３か月では出血部位、または 1 か月（SMD-0.16、95％信頼

区間-0.41～0.10；3 研究、235 人の参加者）、または 3 ヵ月または 6 ヵ月でプラークを減少さ

せることはなかった。 

○器具間の比較 

歯間ブラシは 1、3 ヵ月でフロス以上に歯肉炎を減少させることは低いエビデンスレベルではあるが、

示唆された。しかし、ポケットの深さをプロービングすることによって測定された歯周炎に対する差は示

されなかった。プラークのエビデンスは一貫していなかった。 

非常に低いエビデンスレベルではあるが、歯間ブラシもしくはフロスの使用と口腔洗浄スティックの使

用では、器具間に違いは見られなかった。 
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・ 当該科目は、1 年次在籍者の 95% 以上が受講する「ほぼ必修的な科目」である。 

○両群共通のプログラムは、下記の通り。 

・ 第 1 回、7 回、14 回：講義（1 回と 14 回はライフスタイル調査を実施） 

・ 第 2 回、13 回：健康関連体力の測定 

・ 第 3～6 回、8～12 回：選択した種目（卓球・バドミントン・テニス・バレーボール・バスケットボー

ルのいずれか）のスポーツ活動 

○身体活動増強プログラムは、下記のようなもので構成されている。 

・ 身体活動増強のための行動変容ワークシート 

・ アクティブ・ホームワーク（日常生活における身体活動に関する目標設定およびそのモニタリング)， 

実施体制 
・ 介入群：497 名 

・ 非介入群：496 名 

観察期間 
9 月～翌年 1 月 

年度は明記されていないが、2006 年度もしくは 2007 年度頃と考えられる。 

対照群の設定 非介入群には共通プログラムのみを実施。 

評価指標 

下記の指標について、「受講前と受講後との比較」「受講後における介入群と非介入群との比較」を

実施。 

 

○心理的変数 

・ 運動セルフ・エフィカシー（点） 

・ 運動実践の恩恵（点） 

・ 運動実践の負担（点） 

・ 運動の意志決定バランス（点） 

 

○行動的変数―活動強度別の身体活動量 

・ 中等度以上の強度の身体活動（運動・スポーツ）量（点） 

・ 比較的低い強度の身体活動（日常活動性）量（点） 

 

○行動的変数―身体活動領域別の実施頻度 

・ 日常身体活動の頻度（日／週） 

・ 有酸素運動の頻度（日／週） 

・ 柔軟運動の頻度（日／週） 

・ 筋トレの頻度（日／週） 

・ 持続的スポーツの頻度（日／週） 

・ 断続的スポーツの頻度（日／週） 

 

○生理的変数 

・ SST 走行距離（m） 

・ 長座体前屈（cm） 

・ 30 秒間上体おこし（回） 

・ 体脂肪率（%） 

分析方法 

・ 各測定指標の得点について、1 要因にのみ対応のある 2 要因分散分析を行った。交互作用の

有意な場合は各要因（群・時間）の水準ごとの主効果（単純主効果）の検定を、交互作用の

有意でない場合は各要因の主効果の有意性を検討した。 

・ 検定における有意水準は 5% 未満とした。 
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結 果 

○心理的変数への効果 

・ 運動セルフ・エフィカシー（異なる状況や障害におかれても逆戻りすることなく運動を継続して行うこ

とができる見込み感）は、受講後の点数が、非介入群よりも介入群において有意に高かった。 

・ 運動実践の恩恵は、介入群のみ、受講の前後で有意にスコアが高まった。 

 

○行動的変数への効果 

・ 中等度以上の強度の身体活動（運動・スポーツ）量と、 比較的低い強度の身体活動（日常

活動性）量は、いずれも、受講後の点数が非介入群よりも介入群において有意に高く、また介入

群のみ受講の前後で有意にスコアが高まった。 

・ 日常身体活動および健康関連エクササイズ（有酸素運動・柔軟運動・筋トレ）の実施頻度で

は、すべての身体活動の実施頻度において、受講後の点数が非介入群よりも介入群において有

意に高く、また介入群のみ受講の前後で有意にスコアが高まった。 

 

○生理的変数への効果 

・ 介入群・非介入群ともに、受講の前後で SST（シャトルスタミナテスト、10m 間隔に立てた相対す

る棒の間を 3 分間に何回往復できるかを調べる）走行距離が有意に減少した。 

・ 筋持久力の指標である 30 秒間上体おこしにおいては、受講後の点数が非介入群よりも介入群

において有意に高く、また両群について受講の前後で有意にスコアが高まった。 
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・知識提供型プログラムは、医師、健康運動指導士、栄養士が、疾病予防や健康的な食事と身体

活動についての講義および実習を行った後、体力測定と 20 分間のグループワークを行い、対象者が

楽しく正しい知識を学べるよう工夫 

実施体制 
神奈川県横浜市磯子区磯子福祉保健センターの平成 17 年度保健事業「健康プランニングセミナ

ー」として実施 

観察期間 2005 年 11 月から 2006 年 2 月まで介入、介入前後で効果測定 

対照群の設定 
無作為割付された対象者に、知識と情報の提供を重視した、従来の地域保健事業に準じたプログラ

ムを提供 

評価指標 

① 身体活動量 

○歩数計による１日の歩数 

○余暇身体活動量（身体活動についての簡易質問紙 JALS-PAQ による「運動」「余暇」の消

費エネルギーの合計/体重余剰身体活動） 

② 運動の自己効力感 

○運動セルフ・エフィカシー尺度（岡浩一朗（2003）：中年者における運動行動の変容段

階と運動セルフ・エフィカシーの関係） 

③ 食事調査 

○総摂取エネルギー量、脂質摂取量、野菜摂取量（簡易型自記式食事歴質問票 BDHQ に

よる食事調査結果より算出） 

分析方法 

・ベースラインにおける行動変容群と知識提供群の特性を対応のない t 検定およびχ2 検定で比較 

・両群のプログラム前後の身体活動量と栄養摂取量の変化を繰り返しのある二元配置分散分析で

検討し、更に，両群のプログラム前後の変化量の差を算出し，95% 信頼区間（95%CI）を算

出するとともに対応のない t 検定を実施 

・解析には，StatView ver. 5.0（SAS Institute Inc.）統計解析ソフトを用い，統計学的有

意水準は危険率 5% 未満 

結 果 

① 身体活動量の変化 

・行動変容群の 1 日の平均歩数は，9014 歩から 9378 歩へと増加したのに対して，は 9807 

歩から 8727 歩へと減少した。両群間の歩数の変化量の差は 1445 歩（95%CI; 273－

2617）であり，両群の変化量には有意差が認められた。 

・余暇身体活動量についても，行動変容群では増加し知識提供群では減少したが，両群間の変

化量の差は 0.61kcal/kg/day（95%CI; －0.11－1.34）であり，統計学的有意水準には

達しなかった。 

・運動セルフ・エフィカシー尺度については，主効果および変化量の群間差ともに有意差は認められな

かった。 

② 栄養摂取量の変化 

・脂質摂取量は両群で減少し，野菜摂取量は両群で増加した。二元配置分散分析の結果，脂

質摂取量（P=0.03）と野菜摂取量（P=0.01）には時期に有意な主効果が認められたが，

両群間の変化量には有意差は認められなかった。 

・総摂取エネルギー量については，主効果および変化量の群間差ともに有意差は認められなかった。 

③ 余暇身体活動量と運動セルフ・エフィカシー尺度のン変化量の相関 

・介入前後の余暇身体活動量の変化量と運動セルフ・エフィカシー尺度の変化量の相関関係を検

討した。その結果，行動変容群において両変数間に有意な正の相関関係（ r=0.35, 

P=0.02）が認められた。一方，知識提供群においては，両者の相関関係は認められなかった

（r=0.04, P=0.78）。 
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評価指標 
対象の感情状態、ストレス対処行動については、治療開始前と 10 回終了後の POMS、CISS を行

い比較検討した。 

分析方法 統計処理は student-t 検定を行った。 

結 果 

①摂食障害患者では健常女性と比較して、抑うつ、怒り、混乱の感情が強く、ストレス対処行動とし

ては回避優先対処が少なく、情緒優先対処をとりやすいことがうかがわれた。 

②集団精神療法、個人認知療法的介入の前後で抑うつなどの感情が減じ、ストレス対処行動も情

緒的に反応することが減じたことがうかがわれた。これはあくまでも短期介入の変化であり、変化が持続

すると安易に考えられないが、短期介入の変化を本人が自覚することで、治療意欲が高まり、中断し

がちな摂食障害の治療を継続する一助となる可能性が考えられた。 
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結 果 

栄養教育と食環境介入を組み合わせた 6 か月間のプログラムでは，勤労者の体重コントロールにお

いて 1 年後もその効果は持続し，臨床検査値を改善させる可能性が高いことが確認された。 

栄養教育に，食環境介入という施設全体の働きかけを組み合わせることで，より効果的に展開が図

られ効果がみられたと考えられた。 
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開始時に参加者全員に個別面接を行い、本研究で作成した生活習慣等に関するアンケートおよび

健診結果に基づき指導し、生活習慣の改善目標を立ててもらった。 

また、ウェブサイトの利用方法を説明し使用マニュアルを配布した。開始時および 12 週間後、24 週

間後には、全員に身体計測（体重、腹囲）、血圧測定、血液検査（検査項目は表 2）および生

活習慣等に関するアンケートを受けてもらった。 

 

【介入群のみ】 

ウェブサイトの情報ページ、日記、掲示板を利用してもらった。開始時の面接から 12 週間、保健師が

個別に計 4 回（開始から 1 回目は 1 週問後、2 回目は 3 週間後、3 回目は 6 週間後、4 回目

は 9 週間後）、日記の記載内容を参考に簡単な保健指導・助言をウェブ上に送付した、また、日記

への入力が 2 週間ないときには継続を促す励ましのメールを送った。 

実施体制 

面接指導と日記内容への個別指導・助言の送付は、日ごろから社員の健康管理を行っている N 事

業所の保健師 1 人（保健師経験年数 13 年）が行った、介入の一貫性を保つため保健指導マニ

ュアルを作成し、実施前・中・後に研究者と保健師で保健指導の方法について確認を行った。また、

対象者同士の情報交換による保健指導への影響を最小にするため。参加者の匿名化、ほかの参加

者に関する発言をしない、研究の説明や個別面接は個別にセッティングする、等を行った 

観察期間 2010 年 4 月 7 日～11 月 6 日 

対照群の設定 

【対照群 A】 

介入群と同様にウェブサイトの情報ページ、日記、掲示板を利用してもらったが、個別指導・助言は送

付しなかった。掲示板は介入群と対照群 A で別に設定した。 

【対照群 B】 

ウェブサイトの情報ページのみを提供した。 

評価指標 

保健指導の有効性を検討するため、開始時、12 週間後、24 週間後に以下の評価指標についてデ

ータを収集した。 

〇対象者の健康状態 

身体計測（体重、腹囲）、血圧測定、血液検査 

〇生活習慣 

生活習慣病に関連の深い行動について、食事 14 項目、減塩 5 項目、身体活動 4 項目、睡眠

4 項目、節酒 3 項目の実施の有無や具体的な量を選択肢式で回答。 

また、喫煙の有無とファガストロームのニコチン依存度 6 項目についても選択肢式で回答。 

〇健康習慣に対する自己効力感 

5 つの健康習慣に対する自己効力感尺度を用いて評価。 

尺度は、栄養バランス 10 項目、運動 7 項目、睡眠 6 項目、節酒 8 項目、禁煙 8 項目からな

り、各項目について「自信がある」3 点。「まあまあ自信がある」2 点、「あまり自信がない」1 点。「自

信がない」0 点、の 4 件法で回答するもの。5 つの尺度ごとに項目の点数を合計し得点化した。 

〇ウェブサイトの利用状況 

ログイン回数日記の記入日数携帯電話からの日記記入の有無、掲示板の書込み数。 

分析方法 

健康状態（検査値）、生活習慣および自己効力感尺度について、介入群、対照群 A、対照群 B

の 3 群ごとに開始時から 12 週間後、24 週間後の変化を分析した。健康状態（検査値）および

自己効力感尺度得点の変化は Friedman 検定により分析した。 

保健指導期間中のウェブサイトへのログイン回数日記の記入日数・記入率については、対象者個々

に 1～12 週聞、13～24 週間にわけて算出した。日記の記入率は、高頻度利用者（70％以上：

週 5 日以上）、中頻度利用者（30～69％；週 2～4 日）、低頻度利用者（30％未満：週

2 日未満〉の 3 つに分類し、介入群と対照群 A の頻度をカイ二乗検定により分析した。掲示板の書

き込み数は、介入群と対照群 A の各掲示板の書き込み者と数を算出した。 
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結 果 

〇対象者の健康状態 

介入群：体重、BMI、LDL 一コレステロール、ALT が有意に減少し、それ以外の 10 検査項目が減

少傾向を示した。 

対照群 A：HbAlc が有意に増加していた。有意に減少した検査項目はなかったが、体重、BMI、最

高血圧、最低血圧、HDL 一コレステロール、LDL 一コレステロール、中性脂肪の 7 項目が減少傾向

を示していた。 

対照群 B：LDL 一コレステロールが有意に減少し、HbAlc が有意に増加していた。最高血圧、中性

脂肪の 2 項目が減少傾向を、HDL 一コレステロールが増加傾向を示していた。 

 

〇生活習慣 

好ましい生活習慣を行っている者が増えたのは、それぞれ以下の項目であった。禁煙に取り組んだ者

は 3 群ともおらず、ニコチン依存度の変化もなかった。 

介入群： 

食事 3 項目、減塩 2 項目、身体活動 3 項目、睡眠 1 項目、節酒 1 項目、禁煙 0 項目。 

対照群 A： 

食事 7 項目、減塩 3 項目、身体活動 4 項目、睡眠 1 項目、節酒 2 項目、禁煙 0 項目。 

対照群 B： 

食事 10 項目、減塩 2 項目、身体活動 1 項目、睡眠 1 項目、節酒 0 項目、禁煙 0 項目。 

 

〇健康習慣に対する自己効力感 

介入群：栄養バランス、身体活動、節酒の SE 尺度得点が上昇傾向を示したが、いずれも有意差

はなかった。 

対照群 A：栄養バランス、身体活動、睡眠、節酒の SE 尺度得点が上昇傾向を示したが、いずれも

有意差はなかった。 

対照群 B：栄養バランスの SE 尺度得点が有意に上昇し、睡眠の SE 尺度得点が上昇傾向を示し

たが有意差はなかった。 

※介入群・対照群 B では喫煙者が各 1 人であったため、禁煙の SE 尺度得点の検定は行わなかっ

た。 

〇ウェブサイトの利用状況 

介入群と対照群 A の日記の記入頻度に差はみられなかった。携掲示板への書込み数は、介入群の

掲示板で計5回（11；2回、15；1回、保健師；1回〉、対照群Aの掲示板で計13回（A1；

3 回、A5；6 回、保健師；4 回）であった。 
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タイトル 

尿中食塩排泄量セルフモニタリングを取り入れた地域における減塩教育の有用性 

Usefulness of regional education program for dietary salt reduction:Self-

monitoring of urinary salt excretion 

著者名 安武健一郎 、山口生子 、澤野香代子、坂井浩子、宮井康家、尼寺はつみ、土橋卓也 

年 2011 年 

出 典 保健医療科学 2011 Vol.60 No.4 p.332－338 

要 旨 

【方法】減塩教室 と家庭で の 2 週間の食塩排泄量のセルフモニタリングを行った上で、減塩の意識

に関するアンケート調査を実施した。 

【結果】血圧値は介入終了時において有意に低値であった。食塩排泄量は有意に減少した。しかし、

観察期間時である 12 ヶ月後には変動幅を除き再び増加傾向となった。介入終了時の収縮期血

圧と体重、BMI、変動幅、拡張期血圧と身長、体重、変動幅の間には有意な正相関を認め、重回

帰分析の結果、収縮期血圧は体重（P<0.05）、拡張期血圧（P<0.05）は変動幅のみが説

明変数として回帰された。アンケート結果では、セルフモニタリングにより食塩排泄量が改善した群にお

いて、減塩意識や食行動の改善が示唆された。 

【結論】我々が提案する減塩教育法の継続は、高血圧症予防・治療のための新たな介入手段として

有用である可能性が示唆された。 

目 的 
本研究の目的は、夜間尿の食塩排泄量から推定した 24 時間尿中食塩排泄量（食塩排泄

量）推定値のセルフモニタリングを取り入れた減塩教育の有用性について検討することである。 

研究デザイン 前後比較試験 

対 象   

  
属性（年齢・

性別など） 
研究協力の同意を得た佐賀県在住の健常者ボランティア。 

  選定基準 身体的、精神的、社会的な困難や支障が日常生活になく、自己選択および自己決定ができる者。 

  除外基準 

1）治療中の慢性的な病気を有する者 

2）医師による治療や薬物処方を受けている者 

3）年齢が 20 歳未満、または 70 歳以上の者 

  対象人数 47 名（男性 16 名、女性 31 名） 

  その他 － 

介入内容・方法 

〇減塩教育 

減塩教室を 2、 4、 6 ヶ月後に計 3 回実施し、対象者が参加しやすいよう昼の部と夕方の部

の 2 回に分けて各回 60-90 分の時間で構成した。全 3 回で実施内容は、集団栄養指導、

個別減塩教育、調理実習、減塩弁当の試食、グループディスカッション、減塩教育資料の展示、

食育 SAT システムを用いた体験型食教育であった。 

※個別減塩教育は以下の流れで実施された。 

ア）対象者によるセルフモニタリングの記録から食塩摂取量の実際を管理栄養士と対象者の双方

が理解する。 

イ）対象者は食塩排泄量の記録を元に自己の食生活を振り返り、改善すべき食行動がないかを

考える。 

ウ）管理栄養士は、対象者のモチベーションを高め対象者自身が減塩に直結する具体的なプラン

を決定できるよう助言する。 

〇家庭での減塩モニタによる食塩排泄量セルフモニタリングと測定値の記録 

介入開始時、全 3 回の減塩教室開催時、9 ヶ月後の介入終了時、12 ヶ月後の観察期間時

において、その翌日から連続 2 週間実施した。減塩モニタは、8 時間分の夜間尿を専用容器に

蓄尿し測定することで 24 時間分の食塩排泄量を推定する機器である。 
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実施体制 記載なし 

観察期間 
平成 21 年 12 月から平成 22 年 12 月（介入期間 ; 研究開始から 9 ヶ月間、観察期

間 ; 介入終了後から 3 ヶ月間） 

対照群の設定 なし 

評価指標 

〇家庭でセルフモニタリングした食塩排泄量 

食塩排泄量の解析項目は、各月の 2 週間平均食塩排泄量のほか、日々の食塩摂取変動の

評価項目として最小値、最大値、変動幅を用いた。変動幅の定義は、最大値と最小値の差とし

た。 

〇食塩摂取に関する意識、摂取量の主観的変化 

9 ヶ月後の介入終了時に、減塩の意識に関するアンケートを実施し、介入前後における食塩摂

取量と食品の食塩含有量に対する意識の変化、付加調味料、漬物・梅干し、汁物、外食（惣

菜）、麺類の摂取頻度の主観的変化を調査した。 

分析方法 

データは平均値±標準偏差で示した。統計解析は、対応のある 2 群間比較で Paired-t 検定、

ベースライン時と多群間の比較には Dunnett 検定、目的変数と説明変数が質的変数の場合には

χ2 検定、相関関係は、Pearson の積率相関係数、重回帰分析はステップワイズ法を用い、

P<0.05 を有意な変化とした。 

結 果 

介入前後の血圧値は、収縮期血圧 [ 介入開始時：125.4 ± 15.8mmHg vs。介入終了

時 : 122.1 ± 16.3mmHg、P<0。05]、拡張期血圧 [ 介入開始時 : 77.2 ± 12.1 

mmHg vs。介入終了時 : 70.9 ± 12.2mmHg、P<0.01] であり、介入終了時において有

意に低値であった。 

介入前後の食塩排泄量は、2 週間平均食塩排泄量 [ 介入開始時 : 8.28 ± 1.33g vs。介

入終了時 : 7。49 ± 1.20g、P<0.05]、最大値 [ 介入開始時 :10.85 ± 1.85g vs。 介

入終了時：9.55 ± 1.80g、P<0.01]、変動幅 [ 介入開始時 : 5。15 ± 1.99g vs。 介

入終了時：3.91 ± 1.65g、P<0.01] と有意に減少した。しかし、観察期間時である 12 ヶ月

後には変動幅を除き再び増加傾向となった。 

介入終了時の収縮期血圧と体重、BMI、変動幅、拡張期血圧と身長、体重、変動幅の間には有

意な正相関を認め、重回帰分析の結果、収縮期血圧は体重（P<0.05）、拡張期血圧

（P<0.05）は変動幅のみが説明変数として回帰された。 

アンケート結果では、セルフモニタリングにより食塩排泄量が改善した群において、減塩意識や食行動

の改善が示唆された。 
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対照群の設定 

①健常者 

②治療の初期介入として 10 回のシリーズで実施。個人認知療法群は週 1 回 30 分で行った。個人

認知療法は食行動だけでなく家族を含めた対人関係にも焦点を当てて行った。 

評価指標 

睡眠に関して、アテネ不眠尺度(、ピッツバーグ睡眠質問票(、エプワース眠気尺度(で評価を行った。 

職場活性度は、ワーク・エンゲイジメント日本語短縮版を用いて評価した。ワーク・エンゲイジメントは、

仕事に誇り（やりがい）を感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て活き活きとしている状態を示

し、9 項目の質問から構成され、「活力」「熱意」「没頭」の 3 尺度に分類される。 

プレゼンティーズムは、労働機能障害 WorkFunctioningImpairmentScale:WFun3,4 を用いて

評価した。WFun は簡易な 7 つの質問で構成され、健康問題による労働機能障害の程度を評価す

るために産業医科大学公衆衛生学で開発された質問票である。WFun は 7～35 点で評価し、点

数が高値であるほど労働機能障害（プレゼンティーズム）が大きいことを示す。 

睡眠の状態を脳波で評価するため、簡易脳波測定計スリープウエルを用いて測定を行った。 

分析方法 
統計処理には、SPSS を用いた。介入前後の連続変数の比較には、Wilcoxon の符号付順位和検

定を用いた。危険率 5%未満をもって統計的有意とした。 

結 果 

主観的および客観的評価のいずれにおいても、介入群と対照群とでの有意な差を認めなかった。睡

眠の改善のためには、個別指導を行うのみでは行動変容およびその効果を得ることが難しい可能性が

ある。 
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分析方法 

介入前後の連続変数の比較には、Wilcoxon の符号付順位和検定を用いた。2 群間の連続変数

の比較には MannWhitney の U 検定、名義変数の比較にはカイ二乗検定を使用した。介入前後

の 2 群間の交互作用の比較には、時間×群の対応のある二元配置の分散分析を用いた。連続変

数間の関係性については、Pearson の単相関を用いた。ま 

た、危険率 5%未満をもって統計的有意とした。 

結 果 

ホワイトカラーならびにブルーカラーの労働者が昼休みに職場単位で運動を行うことは、職場活性度を

高め、プレゼンティーズムの改善に有効であることが明らかとなった。アクティブレストによる職場活性度、

プレゼンティーズム改善効果の差異には、対象者特性や職種、運動介入方法などの要因が影響して

いると考えられるため、今後、さらに他職種による検討や介入方法の工夫が必要と考えられる。 
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第Ⅲ章 外部有識者に対するヒアリング調査 
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１．実施方法 

疾病・介護予防に関する実証事業等の先行研究に関わる研究者、計量経済学・統計学等に

関する専門的知見を有する研究者を対象にヒアリング調査を実施した。 

対象者は、以下の通りであった。 

 

図表 ヒアリング調査の対象 

辻  哲夫 氏 （東京大学 高齢社会総合研究機構 特任教授） 

星野 崇宏 氏 （慶応義塾大学 経済学部 教授） 

磯  博康 氏 （大阪大学大学院医学系研究科 教授） 

由田 克士 氏 （大阪市立大学大学院生活科学部 教授） 

市橋 則明 氏 （京都大学大学院医学研究科 教授） 

池添 冬芽 氏 （京都大学大学院医学研究科 准教授） 

建内 宏重 氏 （京都大学大学院医学研究科 特定准教授） 

三浦 克之 氏 （滋賀医科大学 教授） 

 

 

 

２．実施結果 

各有識者のヒアリング調査の結果は、以下の通りであった。 
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３．エビデンスの蓄積にあたって 

・第４段階における重症化予防を生活習慣病の重症化予防と要介護度の重症化予防の両面からト

ータルに実現する介入判断や支援手法を確立していくためには、総合医の存在が、より重要に

なっていくであろう。例えば、腎疾患の高齢者においては、塩分摂取量のコントロールが基本

となる。一方、高齢者の介護の重症化予防を実現し、生活の質を確保する観点からは、しっか

りと食事を摂り続けることを実現することが重要であり、少々味が濃くともそちらを優先させ

ることも必要があると考える。こうした観点から、総合的に判断ができる総合医の出現が期待

される。 

・但し、これらを判断する場合のエビデンスや判断の材料は、病気治療が優先される入院患者か

ら得ることは難しい。むしろ、在宅医療、在宅介護を受けながら生活を続けている高齢者に着

目し、本人の意思決定も加味して実践した生活のデータを蓄積していくことが求められる。つ

まり、医療面の処方と生活面の処方の両方のバランスをとる判断とその効果を検証することが

求められていると考える。 

・一方、第１段階、第２段階の予防に関しては、平成 31年 4月に経済産業省から出された「ヘ

ルスケアサービスガイドライン等のあり方」に基づいて、エビデンスに基づいたヘルスケアサ

ービスを提供することは、非常に意義のある取組みだと考える。その目的を達成するために

は、長年、アカデミアの領域で蓄積してきた研究成果を整理することだけに留まることなく、

前述のフレイルに関して述べたような新たな観点からテーマを設定し、実証研究を行っていく

ことが必要であると考える。 

・今後、大幅に増加する死亡者数は、85歳以上の高齢者によって占められることが推計されてい

る。このデータは、医療需要や医療の在り方が大きく変わっていく必要性と併せて早期からの

介護予防政策を国家的な課題として取り組まねばならないことを示唆している。本事業を通じ

て、新しいエビデンスの構築のあり方を示すことができるかが、重要な取組み課題であると考

える。新たなエビデンスと新しいサービスの創生を提案して欲しい。 

 

４．ヘルスケア産業の振興にあたって 

・一般的に、高齢者は、加齢に応じて、社会性が低下し、フレイルが進行し、要介護状態になっ

たり、多くの合併症を持ちながら、死に至る。平均寿命は延び続けているが、現段階では、将

来も 100歳の壁を打破することは、必ずしも容易ではないと思われる。しかし、フレイルで心

身の機能が低下するカーブをできるだけ遅らせることはまだ可能であると考える。 

・そのためには、生活習慣病でいえば、第１段階の予防、すなわち、元気なうちからの産業、消

費構造の改革、例えば、子供に関しては早期から生活習慣病になりにくい低カロリーの食品摂

取の習慣が身につくように、そうでない食品を凌駕するような一般消費市場での環境づくりを

進めることは重要な取組みであるといえる。フレイル予防についても同じことが当てはまる。

つまり、公的保険外で提供されるヘルスケア産業が担う役割は、非常に重要であることも確認

しておきたい。具体的には、今日の市場社会においては、いわゆるゼロ次、一次予防の領域

は、保険外サービス、民間セクターが果たす役割は大きいと考える。 

以上 
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・介入研究事業を運営する上でのいくつかの難所があり、それを乗り越える方法、工夫が必要で

ある。例えば、個人情報等のデータ取得においては、依頼事項や作業内容、手順などについて

緻密な手順書を用意した上で、事業に付随する窓口対応やサービスが良く、必要に応じて現地

へ赴くフットワークの良い民間企業へ委託することが望まれる。また、複数の介入自治体に対

し、介入方法の標準化に関するサポートを同時期に行う研究班内の体制整備も重要である。 

・事業評価のためのデータ収集にあたっては調査項目を必要最小限に抑え、デジタル化が可能な

ものにし、自由記載も必要最小限に押さえることが望ましい。 

・大学等の研究機関とデータ収集・管理機関（大学等の研究機関もしくは民間企業）が協働で、

事業の進捗管理・データ管理を、適時、適切に行うことが望まれる。 

・介入自治体のスタッフには、介入プログラムの実行に集中できる人的・資金面での支援を整備

する必要がある。 

・例として３年間の研究期間とすると、研究開始の 1年目は、自治体における介入等の手順書作

成とその妥当性、実現性の確認に時間を要し、介入の本格的な実施とデータ収集・管理は２年

目から 3年目の中旬くらいまで、解析結果の提示は 3年目の下旬となることが多いと想定され

る。 

 

以上 
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＜アウトカムの測定・評価＞ 

・アウトカムとして何を測定すべきであるかは、何を予防したいのかにもよる。たとえば下肢の

運動機能をとってみても、様々な尺度がある。 

・筋力などの運動機能は、多くは機械を用いての測定となるが、機械にはさまざまな種類がある

ので、それによる結果の差が生じる可能性がある。また、経験のない測定者が、信頼性の低い

結果を出すこともあるので、誰が測定を担当するかも重要である。 

以上 
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第Ⅳ章 研究会等の運営 
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第Ⅴ章 考 察 
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本調査を通じて得られた情報を基に、今後予定されている疾病・介護予防分野における実

証事業の進め方について、以下の観点から検討課題を整理した。 

 

 

１．目的の整理 

疾病・介護予防分野を対象とした実証事業を行うにあたっては、その結果をどのような政

策立案、政策形成の根拠として用いるのか、その使用目的をテーマ別に整理し、明確化して

おくことが必要である。例えば、1)全国で類似事業を実施する場合の事業目標として活用す

ること、2)いくつかのプログラム（介入方法）の中から費用対効果の高いものを選ぶこと、

3)国民に対して望ましいと考えられる行動を普及していくための根拠とすること等が考え

られる。 

実証事業は、1)理想的な環境下での有効性の検証、2)より一般的な環境下での有効性の検

証、3)費用対効果の検証、4)実現可能性の検証等があり、そのいずれを選定するかは、テー

マによって異なると考えられる。そのため実証事業のテーマを設定し、そのテーマ毎に、ど

のような実証データが必要であるのかを明確化することが必要である。 

 

【テーマ（例）】 

 

・特定健診・保健指導のアクセシビリティ向上

策の実証事業 

・がん検診のアクセシビリティ向上策の実証事

業 

・AI・ICTを活用した予防・健康づくりの効果

実証事業 

・重症化予防プログラムの効果検証事業 

・個人インセンティブの効果検証事業 ・AI・ICTを活用した介護予防ツール等の効果・

普及実証事業 

・健康増進施設における標準的な運動プログ

ラム検証のための実証事業 

・女性特有の健康課題に関するスクリーニング

及び介入方法検証のための実証事業 

・食行動の変容に向けた尿検査及び食環境整

備に係る実証事業 

・歯周病予防に関する実証事業 

・認知症予防プログラムの効果検証事業 ・認知症共生社会に向けた製品・サービスの効

果検証事業 

・複数コラボヘルスを連携させた健康経営の

効果検証事業 
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２．研究計画の検討 

実証事業の実施方法、検証手法・評価方法等に関する研究計画は、十分に時間をかけて検

討、評価、調整することが必要である。研究計画の作成に先んじて、先行研究の調査・まと

めを行い、その結果を研究計画に反映していくことが求められる。 

研究計画には、研究デザイン（RCT、症例観察研究、大規模データ分析等）、対象地域、対

象者数、介入プログラムの内容、実施方法・実施体制、費用徴収等の在り方、期間、評価指

標等を明確に示し、目的に即した計画であるかについて、有識者等から、計画自体の評価、

指導を受けることが必要である。 

 

 

３．対象地域等について 

【対象地域・対象者数】 

事業の対象地域は、目的に応じて、地域の選定、対象者数を決定する必要がある。実証事

業は、対象者の協力なくしては実現しない。そのため、実現可能な対象地域、規模にならざ

るを得ないことを前提としつつも、実施予定対象地域、対象者数が、母集団のデータを代表

しうるか否か、その乖離点を予め明確にしておくことが重要である。その際、事後的に実施

結果を統計的に補正する等の方法も想定しながら、検討することが必要である。 

 

【既存事業の影響】 

多くの自治体において疾病・介護予防に関わる公的事業が、多数実施されている。そのた

め、新たに実施する実証事業の効果と、既存事業等の効果が混在して、データ化される可能

性が高い。こうした点に配慮し、対象地域、対象者、対象者数を選定する必要がある。 

 

【中断者数の予測】 

疾病・介護予防を目的に参加する対象者であるという特性を考慮すると、事業実施過程に

おいて多くの中断者（例：転居、発病、入院等）が発生することが想定される。予め、中断

者数を予測しておくとともに、事業を継続できる基準（もしくは除外基準）を設定しておく

ことが必要である。 
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４．倫理審査・同意取得等に関わる手続きの遵守 

実証の開始にあたっては、住民への説明、同意取得（撤回の自由に関する説明を含む）に

関する手続きを遵守しなければならない。また、研究計画に対する倫理審査を受け、評価を

受けることが不可欠となる。 

 

５．情報管理の在り方について 

実証事業で取り扱う情報については、個人情報保護の観点から、収集可能な情報、取集す

べきではない情報、匿名化等の対処をすべき情報等を規定しておくことが必要である。また、

収集したデータの管理方法等についても指定し、その実行状況を監査することが必要である。 

 

６．進捗評価・データ管理体制について 

実証事業の実施団体が、研究計画に沿って実施する過程において、その進捗状況を把握し、

直面している課題への対応方法等をアドバイスする支援機能も求められる。また、収集され

たデータを、一元的に管理・評価する仕組みについても検討が必要であると考えられる。 

 

７．評価委員会の設置 

各テーマの目的に沿った研究計画、実施体制が整備されているか否かを評価し、より適正

なあり方をアドバイスする評価委員会の機能が求められる。こうした機能を整備することに

より、様々な課題について、実施団体だけの判断だけでなく、学術的・客観的な判断に基づ

いて、対応方策を検討しながら、事業を進めることが可能となる。 
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