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WHO世界戦略に対する我が国の対応

　厚生労働省健康局がん対策・健康増進課の野田と申します。

本日は WHO の世界戦略に対しての日本の対応ということでお

話をさせていただきます。

　世界戦略に関しましては先ほど挨拶でもお話がございました

し、最近では基本法の制定という話も出ております。まさに世

界戦略というもの自体が世界中の法律の前段階のようなもので

すが、それが 2010 年につくられました。今回は、その世界戦

略に対して日本がどのような対策を行ってきたかということを

中心にお話をさせていただきます。

　内容といたしましては WHO 世界戦略と、それに付随した動

きが最近もございますので、まずそのお話をさせていただいた

上で「我が国の対応」というお話で健康日本 21 のお話、更に

2013 年度から開始をしております標準的な保健指導プログラ

ムの中での「ブリーフインターベンションの導入」についても

お話をさせていただきます。

　まず WHO の世界戦略についてご説明をさせていただきま

す。WHO におきましてはアルコール問題に対する取り組みと

して、古くは 1979 年に世界保健総会でアルコール関連問題に

関する WHO プログラムの開発というものの決議がなされて

おりますし、その後も何回か決議が採択された上で、2010 年、

第 63 回の世界保健総会で「アルコールの有害な使用を低減す

るための世界戦略」というものが決議されたということが過去

の流れになっております。

　そもそもアルコールにつきましては、先ほどのお話にもあり

ましたように疾病負荷（DALY）の推計に関しましては 3 番目

という状況になっております。疾病負荷の一番高いものが「低

体重」、その次が「危険な性交」となっておりますので、その

3 番目に「飲酒」が入ってきているということです。死因で言

うとアルコールが大体 8 位ぐらいになっておりますので、いう

なればアルコールについては死因以外の社会的な影響や、その

他もろもろの障害などがかかわってくるという重要な疾患であ
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るということをこの DALY の結果は示しております。

　それらの背景を踏まえて、2010 年第 63 回世界保健総会にお

いて「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」が

採択されました。

　その目的といたしましては 5 つございます。1 つが「アルコー

ルの有害な使用によって引き起こされる健康、社会、経済的な

問題について認識を高め、これらの問題に対する政府のコミッ

トメントを強化する」ということです。ここで重要なのは、や

はり健康のみならず社会や経済的な問題についても言及してい

るということです。そこに認識を置いた上で、その問題に対して政府がどれだけかかわっていくかとい

うことを 1 番目の目標にしていくということでございます。

　2 番目といたしまして「アルコールの害を低減及び予防するための効果的な介入措置について知識基

礎を強化する」ということです。政府のコミットメントを置いた上で、それらの基礎的な基本的な知識

というものを基盤整備していくということが入っております。

　3 番目に「アルコールの有害な使用を予防し、健康状態を改善するよう、加盟国の技術支援を行う」

ということです。各国で生活習慣病対策、アルコール対策につきましてもある程度の差があります。実

際に先進国・途上国・低所得国においては、それぞれ対策の違いが出てまいります。資源、財源もそう

ですし人的資源、そもそもの資源というもの自体も差がありますので、そのような部分も含めましてど

のような対策を行っていけばいいかということを加盟国で技術支援を行っていくということが目的の 3

番目として入っております。

　4 番目としては「関係者間の協力関係を推進し、アルコールの有害な使用を予防するための調和のと

れた行動をとる」ということが入っております。アルコールについては、健康面のみならず社会的な問

題、経済的な問題もございますので関係者間の協力を行っていくということです。医療関係者だけでは

問題は解決できないということもございますので、そのような観点も含めまして調和の取れた行動を関

係者間で行っていくということが重要であるというふうに 4 番目に書かれております。

　5 番目といたしましては、このような 1 ～ 4 番目の対策を行っていく上でもやはりモニタリングをし

ていくということです。対策を行った上で、それが有効であったかどうかを確認して次の対策に進めて

いくということが重要になってまいります。「多様なモニタリングシステムを築き、支援活動や政策策

定のための情報をより効果的に普及させる」ということで、モ

ニタリングのことが 5 番目に目的として書かれております。こ

のような 5 つの目標を基にして、アルコールの世界戦略という

ものが組み立てられております。

　このような目的を達成するためにどのようなことを行ってい

くかということについては、世界戦略の中では「10 の標的領域」

というものが掲げられております。

　具体的にこの領域の 1 番目としては、目的の 1 番目でもあり

ましたけれども「リーダーシップ、啓発とコミットメント」と
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いうことで、包括的な戦略を国や地域で行っていくことが重要

であるということが領域 1 として挙げられております。

　領域 2 といたしましては「保健医療サービスの対応」という

ことで、特に「プライマリケアにおけるスクリーニングやブリー

フインタベーションの支援」ということが掲げられております。

領域の 2 番目に関しましてはなかなか日本の中でも対策が進ん

でいない部分でもございましたが、今年度から標準的な健診・

保健指導プログラムを改定いたしまして対応しているというこ

とを後ほど説明させていただきます。

　3 番目といたしまして「地域社会の行動」ということで、「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していく」ということが述べられております。対策というものは、全ての考え得

る限りの対策が行えればそれだけ効果は上がっていくとは思うのですが、限られた資源、限られた財源

という中でどのように対策を行っていくかということが重要になってまいります。そのような中で費用

対効果が高いという対策を、地域社会の中で行っていくということが領域の 3 番目に掲げられておりま

す。

　領域の 4 番目としては「飲酒運転に関する政策と対策」ということが挙げられています。やはり飲酒

運転という問題につきましては世界的にも問題にはなっておりますので、そのようなドライバーに対し

ての教育、カウンセリングなどの実施を行っていくということが領域の 4 番目に掲げられております。

　領域の 5・6・7 番目に関しましてはアルコールの入手手段というところで、販売の部分についてもこ

の世界戦略では踏み込んだ提案をされております。具体的には「アルコールの流通と販路への適切な制

限」ということが領域 5 に掲げられておりますし、領域 6 では「アルコール飲料のマーケティング」と

いうことも掲げられております。

　領域 7 では、価格設定という部分につきまして「販売最低価格の設定」などについても掲げられてい

るということになっております。実際に領域 7 に関しましては、最近たばこ税と同様な形でアルコール

税についてもいろいろな形で扱っている国もありますので、そのような対策も重要であるということが

この世界戦略の中では掲げられています。

　領域の 8 番目につきましては「飲酒やアルコール中毒に対しての負の影響の軽減」ということで、情

報提供を行っていくということが掲げられております。

　領域の 9 番目に関しましては「違法なアルコールが公衆衛生に与える影響の低減」ということで、密

造酒の問題です。これにつきましては確か先月、アフリカ辺りだと思うのですけれども、こういう密造

酒により命が奪われてしまうという問題も世界的に起こっておりますので、そのような対策も行ってい

くということが重要です。

　9 番目に関しましては領域 7 の価格にも跳ね返ってくる部分もございますので、そのような部分も含

めて低減をしていく上で密造酒などに対して十分に対策を行っていくということが重要であると領域 9

に掲げられております。

　領域 10 に関しましては先ほど目的の 5 番目でも述べさせていただきましたが、やはり「モニタリン

グとサーベイランス」を行っていくということが重要です。そのような定期的なモニタリングを行って
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いくということが、この領域の 10 番目として掲げられております。

　世界戦略は 2010 年にこのような 10 個の領域を掲げられたということになっておりますけれども、更

にその後の動きとして今年の第 66 回世界保健総会で「非感染性疾患の予防管理のための 9 個の自発的

世界目標」というものが設定されました。その中では、アルコールの有害な使用を 10％減らすという

世界的な数値目標も掲げられております。

　この「非感染性疾患の予防管理のための 9 個の自発的世界目標」は、そもそも 2011 年に国連ハイレ

ベル会合、要は首脳レベルが会合を国連で開催されたのですが、その中で非感染性疾患、がん・心筋梗

塞・脳卒中・糖尿病・CPOD などの呼吸器疾患のようないわゆる生活習慣病に対して世界的な取り組

みが必要であるということが各国の首脳レベルで国連において意思統一されました。

　その決定を踏まえてこのような世界目標を設定し、更に行動計画を作り、その実施状況についてモニ

タリングを行っていくということが定められております。

　そのような 2011 年の首脳レベルでの決定を踏まえて、今年の第 66 回世界保健総会では自発的世界目

標と行動計画が策定されました。

　自発的世界目標に関しては最終的なゴールを NCD の早期死亡を 25％減少させるということを目標

に掲げて、それを達成するためにアルコールの有害使用を 10％減少させることが目標とされています。

更に身体活動不足・糖尿病・肥満・高血圧・食塩摂取・たばこという危険因子に対応していくことが定

められています。さらに、このオレンジ色の部分は、社会システム、国内政策の対応としてはいわゆる

「Universal Health Coverage」皆保険制度のような話につながっていくのですけれども、心臓発作と脳

卒中予防の薬剤療法を少なくともその対象者に対して 50％提供していることや、主要な NCD の必須医

薬品と基本技術を 80％利用できるようにするという目標を掲げまして、この 9 個の目標を設定いたし

ました。そして、この 9 個の目標を 2025 年までに世界的に達成していこうということが世界保健総会

において採決されております。

　この大きな流れの一つとして、この「アルコールの有害使用」ということが入ってきております。更

にこれにリンケージを張るようにいたしまして世界行動計画というものも策定されました。

　このアルコール有害使用に関しての行動計画といたしましては、まさに先ほどお示しいたしましたア

ルコール世界戦略に沿った内容を達成していくということが行動計画として掲げられております。これ

も第 66 回の世界保健総会で決定されている事項でございます。

　このように世界的にアルコール対策については、一つは NCD 対策の一環として行っていくというこ

とが今年更に一歩進んできているという状況になっております。

　この世界目標、世界の行動計画に関しましては、今後、国連の場にこの結果が報告されて世界的に対

策を行っていこうということになっていきます。そのようなことも踏まえまして、この行動計画をモニ

タリングしていくための行動計画指針というものも、現在、策定されているという状況になっています。

これはまさに新しい話でございまして、先週の金曜日にジュネーブの加盟国協議が行われまして、その

中で決定された事項でございます。その中でこの行動計画指針に関しましては 1 ～ 6 番までカテゴリー

があるのですけれど、それに沿って行動計画の指標としてモニタリングしていくというものを策定した

という状況になっております。

　アルコールに関しても、適切に、国の状況に応じてアルコールの有害使用を減らすために運用されて
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いる国内施策や戦略、または行動計画を有している国の数を、

WHO を中心としてモニタリングしていくということを行って

いくことになっております。

　これによって各国が NCD の世界行動計画を履行できている

かどうかということを具体的にモニタリングして、その達成状

況を見ていこうということでこの行動計画指標というものが策

定されようとしているのです。

　これにつきましては先週の金曜日に加盟国の協議が行われ

て、実質合意という内容になっております。更に、この結果を

踏まえ来年の第 67 回世界保健総会で議論の議題としてかけら

れて採択をされるという方向になっております。

　このように、アルコールについては、世界戦略というアルコー

ル自身の活動もございますし、それと同時に国連のレベルで対

策を行っていこうとしている NCD の対策の一環としても重要

な柱となっているという状況になっております。そして、これ

が現在進行形で世界的な取り組みが始まろうとしているという

状況になっています。

　このような状況を踏まえて、日本としてはどのような対策を

行っていくかということになっています。まず、日本の対策で

一番大きいものとしては今年度 4 月より開始いたしました健康

日本 21 がございます。

　健康日本 21 に関しては、国民健康づくり運動の一環として

行われているものですが、古くは 1978 年の第 1 次国民健康づ

くりから始まったものであり、健康日本 21 となったのは 2000

年に開始された第 3 次の国民健康づくり運動からとなっていま

す。健康日本 21 というものは、一次予防というものが生活習

慣病の予防のためには重要であるということの認識に立ち、そ

の対策を行っていくということで、数値目標を設定して具体的

にモニタリングをしていくというものになっています。そして、

健康日本 21 の第 1 次が 12 年間を経まして昨年度終了いたしま

したので、それに代わるものとして今年度より第 2 次の健康日

本 21 を開始しております。第 1 次の健康日本 21 では飲酒に関

しての数値目標もありましたが、なかなか結果としては厳しい

状況でございました。

　具体的に、3 つ目標をスライドに示させて頂きました。まず、

大量に飲酒する人の減少という目標を掲げていたという状況で

ございましたが、改善は見られなかったということが最終評価
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で示されております。一方、未成年者の飲酒や知識の普及に関

しては、未成年者の飲酒は順調に減ってきているという状況に

あります。また、男性の知識の普及という部分に関してもある

程度改善傾向にあるという状況にあります。ただし、不十分な

部分が多いということで、新しい対策というものを健康日本

21 の第 2 次の中でも行っていかなければならないということ

がこの最終評価の結果だというふうに思います。

　このような状況を踏まえて、まず健康日本 21（第 2 次）に

関しては「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の

割合を減少させる」という目標を掲げさせていただきました。

この目標は平成 34 年度までにそのような人の割合を 13％、女

性を 6.4％にしていくということを掲げております。

　この背景としては、がん・高血圧・脳出血・脂質異常症など

多くの健康問題のリスクが、1 日平均の飲酒量とともに上昇し

ていくということがあり、基本的には飲酒量が低ければ低いほ

どよいということがございます。ただ、一方で脳梗塞、虚血性

心疾患に関して、U-shaped、J-shaped などの直線的ではない

という関係もございます。一方で、女性に関してはアルコール

依存症に至るまでの期間も短いということがございますので、

今回の目標は世界的な動きにも合わせる形で女性の量は 20 グ

ラム、男性の量は 40 グラムと設定した上で、このような生活

習慣病のリスクを高めるという飲酒をしている者の割合を減少

させていくということを大きな目標の一つとして掲げさせて

いただきました。その背景としては先ほどお示しいたしまし

たが、J-shaped の関係が見られるということがあります。そ

して J-shaped の関係も少し男女で差がありまして、男性のほ

うが少し高いところにあり、女性のほうが少し低いところにあ

るという形の J-shaped になっているということがございます。

そのような背景も含めて先ほどお示ししましたような形で、男

女の量としては違う値で目標を掲げさせていただいたというこ

とです。

　2 番目としては引き続き「未成年者の飲酒をなくす」という

ことを数値目標として掲げさせていただいております。未成年

者の飲酒につきましては心身の発達に悪影響を及ぼすというこ

とがございます。将来的なことを考えますと、飲酒開始年齢が

若いほど将来のアルコール依存症のリスクが高まるということ

も研究で分かっております。未成年者の飲酒につきましては事
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件や事故に巻き込まれるリスクを高めるということもあります

ので、法的な部分も含めて未成年者の飲酒をなくすということ

を再度目標として掲げさせていただいております。

　3 つ目の目標といたしまして「妊娠中の飲酒をなくす」とい

うことを目標として掲げさせていただいております。これにつ

きましてはやはり妊娠中の飲酒が胎児性アルコール症候群や発

達障害、発育障害を起こすということはいわれておりますし、

安全域が不明であるということがございます。血中のアルコー

ルが母乳に移行するという問題もございますし、本人の努力だ

けではなく周囲の配慮なども必要だということもございますの

で、やはりこのような「妊娠中の飲酒をなくす」という目標を

掲げることにより、そのような問題がなくなっていくようにと

いうことを目標として掲げております。

　このような状況を踏まえ今年度より「標準的な健診・保健指

導プログラム」の中に「ブリーフインターベンションの導入」

というものを記載として加えさせていただきました。この「標

準的な健診・保健指導」というものはあまりなじみがないかも

しれませんが、よく新聞などで出ているお話としては、いわゆ

るメタボ健診として特定健診・特定保健指導というものが医療

費適正化計画の中で策定、実施をされているというものです。

　そのような特定健診・特定保健指導というものがある中で理

想的な健診というものはどうあるべきというものを掲げて定め

ているのが「標準的な健診・保健指導プログラム」というもの

です。

　その保健指導の中でアルコール使用のスクリーニングという

ものと、更にブリーフインターベンションを行ってはどうで

しょうかということを提案させていただきました。具体的な内

容としては「AUDIT」と呼ばれるスクリーニングを行うとい

うものです。これにつきましては WHO が問題因子を早期に

発見する目的で策定されたもので、世界的にもよく使われてい

るというアンケートの質問紙というものです。更にそれに基づ

きましてブリーフインターベンション、減酒支援を行っていく

ということです。保健指導の場で行うということですので、短

時間でできるというカウンセリングなどを保健指導の中で行っ

てはどうでしょうかということを提案させていただいておりま

す。この AUDIT を使うことによって、具体的に対象者のアル

コール問題の程度を評価して、その問題の程度に合った対策を

b. 
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保健指導における

アルコ ル使用障害スクリ ニング（ＡＵＤＩＴ）と
“オーディット”

アルコール使用障害スクリーニング（ＡＵＤＩＴ）と

その評価結果に基づく

減酒支援（ブリーフインターベンション）の手引き

「危険な飲酒や有害な飲酒に対するスクリーニングおよびブリーフインターベンション」は、 WHOが2011年に
採択した「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ます。

スクリーニング ブリーフインターベンション

Ｑ）アルコール使用障害同定テスト（AUDIT:  Alcohol 
Use Disorders Identification Test）とは？

Ａ）アルコール問題のスクリーニングの一つ。WHO

Ｑ）減酒支援（Brief Intervention）とは？

Ａ） 対象者の特定の行動（この場合は飲酒行動）に変Ａ）アルコ ル問題のスクリ ングの つ。WHO
が問題飲酒を早期に発見する目的で作成したもの
で、世界で最もよく使われています。

化をもたらすことを目的とした短時間のカウンセリング。
海外では活発に用いられています。

【作成】厚労省科学研究費補助金
「わが国における飲酒の実態把握およ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研究」

（研究代表者：樋口進 国立病院機構久里浜医療センター病院長） 16
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行っていくことが可能になります。AUDIT を使う際には健診・

保健指導を行っていただく医師・保健師・管理栄養士などの方々

が付いていただいて行うことを考えております。この保健指導

に関しては特定健診・特定保健指導と比較すると義務化されて

いるものではなく、特にこの医師・保健師・管理栄養士などの

健診を実施する人たちのある程度の裁量でお任せをしていると

いう状況はございます。

　一方で、アルコール対策で今まで難しかったところとして、

どのような形で地域、職域でアルコール対策を行ったらいいの

かということが分からないという質問も多数ございましたの

で、そのような質問に答えるという意味も含め国としてこのよ

うな提案をさせていただいたということになっています。

　AUDIT については、まずは 3 つの質問がございます。具体

的にはアルコールを飲む頻度や量、特に多く飲むような日がど

れぐらいあるかということを 1・2・3 番目の質問で答えていた

だきます。

　更に 4 番目以降で飲酒による問題行動などを調べていくとい

うことで「飲み始めると止められなかったことがどれぐらいの

頻度でありますか」「普通だと行えることが飲酒をしていたた

めにできなかったことがどれぐらいの頻度でありますか」とい

う質問や、朝の迎え酒などについても聞いていきます。更に飲

酒後の罪悪感や、飲酒のために前の日の夜の出来事を思い出せ

ないということ、誰かにけがをさせたという他者危害の話や、

誰かに心配されたということ等も聞いています。

　そのような 10 個の点数を得点化して、特に 8 ～ 14 点という

中等度の人たちに対して減酒支援（ブリーフインターベンショ

ン）をしてはどうでしょうかということを今回ご提案させてい

ただいております。

　もちろん、15 点以上の方につきましても何かしらの指導は

必要だというふうに考えておりますけれど、15 点以上の方々

というのは、特に依存症が疑われるという部分もございますの

で、専門の医療機関につなげていただくということが重要だと

考えております。

　AUDIT につきましては先ほど述べているような形でして、

15 点よりも前の段階の 8 ～ 14 点の間でブリーフインターベン

ションを行います。そして 15 点以降につきましては、特に専

門医療機関の治療につなげていくということが重要です。

19
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　実際、この点数の分布は、男性で見ても 15 点以上という人

たちが 5％いるという状況で、中等度のブリーフインターベン

ションに該当するような人に関しては 19％いるということが

樋口先生らの調査によって分かっておりますので、そのような

人たちに対して適切な保健指導、医療につなげていくというこ

とが重要だと考えております。

　まずステップ 1 として普段の飲酒の評価を行うということで

す。具体的には先ほどお示しした AUDIT の質問の 1 ～ 3 番目

で評価を行います。ステップ 2 として、4 番目以降の質問で問

題の評価と整理を行っていくということです。

　ステップ 3 として、評価を踏まえまして保健指導という形で

提案を行っていただきます。具体的には減酒に対しての提案を

して各個人、対象者に対して合うような方法を考えていただい

て自ら記載していただきます。更にその目標に沿って飲酒日記

も付けていただいて、確認をしていくということを行っていた

だきます。

　このような結果を踏まえて、ステップ 4 として、大体目安と

しては 2 ～ 4 週間後ぐらいに支援の 2 回目としてが、できたか

どうかということ、更にできなかった場合にはどのようなこと

を行っていくかということを、日記を見ながらお話をさせてい

ただき、できたことがある場合には褒めていただくということ

がブリーフインターベンションの内容になっております。どう

しても上から言われてしまってもなかなかやる気にならないと

いう部分もございますので、やはり共感するということが重

要です。1 回でうまくいくということはなかなか少ないですの

で、フォローアップ時にうまくいっていないという場合でも何

回でもチャレンジできるということが重要だというふうに思い

ます。そのようなことも含めまして結局、最終的に変わってい

くためにはご自身が変わっていただくということが必要ですの

で、そのような振り返りをしていただくということでこの飲酒

日記を付けるということをやっていただきます。

　その中で自分自身を振り返っていただいて、自分自身の行動

を変えていただきます。その手助けを健診・保健指導をする医

師・保健師・管理栄養士さんたちが行います。更に、その背

景となる社会環境の整備自体を国・市町村・都道府県などが

行っていくということで今回のブリーフインターベンション、

AUDIT というものを保健指導の中で加えていくという仕組み

2003
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をつくらせていただきました。

　このように世界的な動きとしてこの数年間、世界戦略で始

まった大きな動きがございましたし、その後に続く NCD の世

界的な大きな動きもございます。そのような動きに対応して日

本としても健康日本 21、更には健診の場の中でアルコール対

策を行っていきたいと考えております。以上でございます。
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