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飲酒と健康に関する講演会
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飲酒とそれらに関わる社会医学的な考察（第２報）

イントロダクション
　ただ今紹介いただきました慶応大学の岡村と申します。今日は飲酒とそれに関わる社会学的な考察と
いうことで、これは第二報となっております。３年ぐらい前にここで第一報をやらせていただきまして、
そのときにアルコールハラスメントの問題を一部調査した結果をご報告させていただきました。今日は
その後の進捗と、それから私の専門領域であります循環器系について、飲酒によるハイリスク者という
のはどんなものかということで、特に J カーブ効果みたいな、先ほどもお話がありましたけれども、そ
れが本当に普遍的なものかどうかとか、その辺を含めて少しお話をしたいと考えております。
飲酒習慣に関する指標の動向
　ここにまず示したのはわが国の飲酒習慣というの
がどういうふうに推移しているかということです

（スライド１）。統計というのは合わせるのが難しい
のですけれども、実は線を引いた２カ所というのは、
調査方法が変わっていて、少し問診票とかで聞き方
が変わると頻度が動いてくるのですけど、全体的な
流れを見ていただければ分かりますが、全年齢を合
わせますと、近年は大体横ばいでほぼ変わらないだ
ろうと。ここにあるのは習慣飲酒というか、週３回
以上の飲酒者というのを見ていますけど、年齢別に
見ると、高齢化が進行すると高齢者の方で下がって
きて、あと若い人は飲まなくなってきて、というの
もあるのですけれども、状況としてはそんなに大きな変動はないということになるかと思います。
　飲酒量の国際比較ということになるのですが、消費量の統計というのがよく出てきて、外国の方が高
く出てくることがあるのですけれども、きちんとした個人ベースの栄養調査で飲酒量を比べたデータと
いうのが、このインターマップ研究というものしかおそらくご
ざいません（スライド２）。ここでは日本とアメリカとイギリ
スの男女別の飲酒量を１日当たりのエタノール換算量で示し
ていますけれども、平均値でみるとアメリカとかイギリスと比
べて、日本人男性の飲酒量というのは多いのです。消費量とい
うのは男女計の消費量で出てくるので、東アジアというのは男
女で飲酒習慣というのは異なっていますので、男女合わせた状
態で消費量を出してくると意外と低く見えてしまうのですけ

日本人男性の飲酒量は国際的に多い日本人男性の飲酒量は国際的に多い日本人男性の飲酒量は国際的に多い日本人男性の飲酒量は国際的に多い

男女計の消費量に惑わされないように！
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わが国の習慣飲酒率の推移（習慣飲酒：週3回以上の飲酒）

（%） 習慣飲酒率はほぼ横ばい、あまり変らない
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ども、欧米に住まれたことがあれば分かると思うの
ですけれども、こちらが思っているほどは、向こう
の方はそんなに飲まれないと思います。
　これはわが国におけるリスク要因別の関連死亡者
数というのを示したデータになりますけれども（ス
ライド３）、どういう原因で死亡者数が増えている
かということを示しています。トップは一番上にあ
りますように、喫煙というのがありまして、これは
循環器疾患にもがんにも呼吸器にも、すべて関わる
非常に大きな要因ということになって、これがトッ
プです。次に高血圧がきまして、高血圧はがんとは
関係ないですから、これはほとんど循環器疾患の死
亡となりますが、循環器から見ると、ほかの危険因子はいろいろあっても、とにかく高血圧対策という
のが非常に大事だということはいつもお話しているとおりかと思います。そしてアルコールというのが
実は６番目に位置していまして、過剰死亡数が３万 2,700 人という推計がされています。主に関係して
くるのが、悪性新生物です。それからその他の非感染性疾患と
いうことと、外因。その他というのは、ここに肝臓とかが入っ
てくると思いますけど、外因というのはいわゆる事故とか自殺
とかそちらの関係ということになりますので、アルコールとい
うのはこういうふうに関連する死亡原因から見ても、ランキン
グが上に位置していることになると思います。
　一方、これは急性アルコール中毒による救急搬送件数の推移
を見ているものですが（スライド４）、少し下が切れて申し訳
ないのですが、一番右側が平成 21 年ですから 10 年ぐらいの推
移を出しているものになりますけれども、件数自体は減っています。最近になっても、特に昔と比べて、
未成年とか学生さんに対する飲酒に関する目が厳しくなったということがあって、件数としては減って
いく傾向というのがあるのですけれども、ただ搬送された中での女性の人の比率は増えているというこ
とになるので、比率的には危険飲酒をしている女性が増えているということも表しているのだと思いま
す。
　ほかにもいくつかあって、省略したものがあるのですが、動
向をまとめますと（スライド５）、習慣飲酒者の割合はそんな
に変わっていないだろうということ。それから、男性の飲酒量
は国際的に多い方に入り、アルコール摂取は日本人のリスク要
因別の死亡者数の第６位を占めているということ。また急性ア
ルコール中毒による救急搬送件数は減っていますが女性の割
合は増えている。それから、スライドは省略しましたけれども、
飲酒事故、飲酒による死亡というのはかなり減っているのです
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男性の飲酒量は国際的に多い

アルコール摂取は、日本人のリスク要因別の死亡
者数の第６位である。

急性 中毒による救急搬送件数は減急性アルコール中毒による救急搬送件数は減って
きたが 女性の割合が増加きたが、女性の割合が増加。

飲酒交通事故は厳罰化で減少。飲酒交通事故は厳罰化で減少。

児童虐待防止法施行で児童虐待の背景としてのア
ルコール依存症は減少（10％→5%未満）

総 「 有害 減総 「 有害 減→→20102010年年WHOWHO総会にて「アルコールの有害な使用を減ら総会にて「アルコールの有害な使用を減ら
す世界戦略」採択す世界戦略」採択す世界戦略」採択す世界戦略」採択
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図２．わが国におけるリスク要因別の関連死亡者数－男女計(2007年)
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けれども、これは公衆衛生教育が進んだというよりは、厳罰化というか、法律の改正があるときに不連
続に減っていくという感じが認められますので、厳罰化で減少したのだろうということになります。同
じく児童虐待なんかの統計を見ましても、背景としてのアルコール依存症は、大体 10 パーセントぐら
いあったのが５パーセント未満になっていますけれども、こちらの方もやはり法規制がかなり影響して
いるのではないかと。法律の規制は非常に有効なのですけれども、逆に規制をかけた後で残る人という
のは、かなりの確信犯というか、いくら言っても聞かない人というのが残ってくるので、逆にインター
ベンションが難しい集団が残ってくるということが考えられるので、そういう意味での注意が必要だろ
うと思います。
飲酒関連施策の現状
　先ほど寺原専門官も言われていましたけれども、WHO 総会
でアルコールの有害な使用を減らすという世界戦略というの
が採択されていて、当然日本の方もそれに巻き込まれながらい
ろいろな政策が動いているということになると思います。健康
増進法では国民の健康の増進の相互的な推進を図るための基
本的な方針を定めるということが規定されていまして、その２
項に国民の健康の増進に関する基本的な方向性と目標を定め
るというのが書かれています（スライド６）。これに基づいて
つくられたのが、先ほども説明ありました「健康日本 21」と
いうことになります。現在は第二次として平成 25 年度から平
成 34 年度までに目標値を立てて、国民の健康づくりを進めて
いこうと（スライド７）。一言で言うと、行政の方で音頭をとっ
て進めていくという、行政主導型のポピュレーションアプロー
チという感じのものになるかと思います。
　そこのアルコールの部分というのは、これも繰り返しになり
ますけど抜き出してきたものですが、一番上のところになりま
すけれども（スライド８）、生活習慣病のリスクを高める量を
飲酒している者、これは１日当たり純アルコールで、男性 40
グラムで女性 20 グラムです。疾患によってはあまり男女差な
いものもあるのですけれども、例えば依存症なんかは明らか
に男女差というのが認められますので、数値の違いというの
が出ています。現状の把握というのが、15.3 パーセントと 7.5
パーセント、男女それぞれなっておりますが、それを 13 パー
セント、6.4 パーセントに減らそうと。それから未成年者の飲
酒というのは、これは本来法律違反ということになりますの
で、ないのが当たり前なのですけども、現実はそうはなっていないのでそれを０にしましょうというこ
と。それからあと妊娠中の飲酒はなくしましょうということで、こういう目標設定がなされています。
　これはいろいろなところにも関わってきますけれども、例えばこれは健康日本 21 の循環器疾患の目

健康日本２１（二次）健康日本２１（二次）健康日本２１（二次）健康日本２１（二次）

厚労省は 平成25年度から平成34年度まで「二厚労省は、平成25年度から平成34年度まで「二

十一世紀における第二次国民健康づくり運動（十 世紀における第二次国民健康づくり運動（
健康日本２１（第二次））」を推進する。これは健
康増進法に基づくものであり、行政主導型のポ
ピ レ ション対策であるピュレーション対策である。

スライド７

スライド８

健康増進法健康増進法

第七条 厚生労働大臣は 国民の健康の増進第七条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進

の総合的な推進を図るための基本的な方針（の総合的な推進を図るための基本的な方針（
以下「基本方針」という。）を定めるものとする。

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定める
ものとする。

健康 増進 推進 関する基本的一 国民の健康の増進の推進に関する基本的
な方向な方向

二 国民の健康の増進の目標に関する事項二 国民の健康の増進の目標に関する事項

スライド６
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標設定です（スライド９）。私はこの策定委員に入っ
ておりまして、主にここが考えさせていただいたと
ころになるのですが、循環器疾患対策というのは三
層構造になっていまして、一番下の層に生活習慣と
いうのが入っています。真ん中のところに危険因子、
主に外来診療か何かで診るようなものと考えていた
だけたらいいのですが、そういうものが入っていて、
喫煙をここに入れるか、下に入れるかというのは議
論があるのですが、喫煙はニコチン依存症と考える
ことができるのと、それから最下層の物と比べて、
さらに疾患との関連が強いので、真ん中の層に上げ
ておりますけれども、こういう４つ危険因子の改善
を目指し、最終的に脳血管疾患、脳卒中と虚血性疾患の減少をもたらすという目標設定を立てておりま
す。そして先ほどの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ことで、
どのくらい日本人の平均血圧が下がるかというのを計算しておりまして、このような生活習慣別の目標
の達成によってどれだけ血圧が動き、その結果最終的に脳卒中や虚血性疾患がどれだけ減るかというリ
スク構造を見た上での目標設定になっています。ただ循環器疾患から見ると、後で述べますけれども、
飲酒のリスクは、ほかのものほど大きく見えてきませんので、実際は分野別にがんで見たらどうかとか、
肝臓の病気で見たらどうかというのを、考えなければいけないということになるかと思います。
　こちらもたぶんくり返しになりますけれども、「アルコール健康障害対策基本法」というのがつくら
れております（スライド 10）。まずお酒というのは歴史がかな
り長いものです。たばこというのは、ユーラシア大陸だとコロ
ンブス以降に入ってきたものですけれども、アルコールの場合
は起源というものをさかのぼると、おそらく最初にできたのは
ワインか何かだと思うのですけれども、いつからあるか分から
ないぐらい古くからある。そして生活に豊かさと潤いを与える
ということを断った上で、文化的な関わりもあるということも
断った上なのですが、不適切な飲酒をすると、本人の健康障害
だけではなくて、周りにも影響してくるということを考えてい
こうと記載されています。ですから、アルコール健康障害に対
して理念を定めて対策を推進していこうというのが、基本的な
考え方ということかと思います。
　ここでアルコール健康障害の定義を、法律でどうしているか
というのを見てみますと（スライド 11）、アルコール依存症と
いうのが誰でも目に浮かぶのですけれども、あと未成年の飲酒
の問題も当然ありますし、妊婦の飲酒等で胎内の発育に影響が
出てくることもあります。それから心身の健康障害というのが

アルコ ル健康障害対策基本法アルコール健康障害対策基本法

第一条の要点

酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるもの酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるもの
であり その伝統と文化は国民の生活に深く浸透であり、その伝統と文化は国民の生活に深く浸透
している。

不適切な飲酒は、本人の健康障害だけでなく、家
族 刻な影響 重大な社会 を生 さ族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせ
る危険性が高いる危険性が高い。

アルコール健康障害対策に関して基本理念を定アルコ ル健康障害対策に関して基本理念を定
め、行政の責務を明らかにしてアルコール健康障
害対策を推進する。

スライド 10

基本法におけるアルコール健康障害の定義：

アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者
の飲酒 妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響によの飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響によ
る心身の健康障害る心身の健康障害

アルコール依存症だけに限定しているのではなく、アルコ ル依存症だけに限定しているのではなく、
不適切な飲酒の影響による心身の健康障害という、
幅広い概念

国にアルコール健康障害対策推進基本計画策定を義務付け

都道府県に都道府県アルコール健康障害対策推進計画策定努力義務

スライド 11

循環器疾患の目標設定の考え方循環器疾患の目標設定の考え方
〈循環器疾患の予防〉

脳血管疾患の減少脳血管疾患の減少 虚血性心疾患の減少脳血管疾患の減少
（年齢調整死亡率の減少）

男性15.9％の減少、女性8.3％の減少

脳血管疾患の減少
（年齢調整死亡率の減少）

男性15.9％の減少、女性8.3％の減少

虚血性心疾患の減少
（年齢調整死亡率の減少）

男性13.7％の減少、女性10.4％の減少

〈危険因子の低減〉

男性 の減少、女性 の減少男性 の減少、女性 の減少 男性 の減少、女性 の減少

４つの危険因子の目標を達成した場合

高血圧 脂質異常症 喫煙 糖尿病高血圧
収縮期血圧４mmHg低下 高コレステロール血症者

の割合を25％減少
喫煙率を19.5％から

12％に減少

糖尿病
有病率の増加抑制

４つの生活習慣等の改善を達成した場合

収縮期血圧収縮期血圧
2.3mmHgの低下 1.5mmHgの低下 0.12mmHgの低下

（男性のみ）
0.17mmHgの低下

栄養・食生活
・歩数の増加
運動習慣者 割合

・生活習慣病のリスク
を高める量を飲酒し

降圧剤服用率
10％の増加

・食塩摂取量の減少
野菜 果物摂取量の増加

身体活動・運動 飲 酒

〈生活習慣等の改善〉

・運動習慣者の割合の
増加

を高める量を飲酒して
いる者の割合の減少

10％の増加・野菜・果物摂取量の増加
・肥満者の減少

〈生活習慣等の改善〉

スライド９
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出てきますので、一般的にアルコールというと、どうしても依存症系の方に注意がいってしまうのです
けれども、もっと幅広に考えていきましょうということになると思います。したがって国はアルコール
健康障害対策推進の基本計画の策定が義務に、都道府県は努力義務になっていると思いますけれども、
こういうものをつくって責務を明らかにして進めていこうという構造になっています。
　これはアスクというホームページから引用させていただい
ているものなのですけれども（スライド 12）、基本法の構造
というのがいくつかありますが、害の少ないローリスク飲酒、
有害なハイリスク飲酒、依存症というピラミッド構造がある。
今まではかなりの焦点が、ピラミッドの一番頂上のところに
今まで注がれてきたという側面がおそらくあるのですけれど
も、やはり裾野というのが広くなると、ピラミッドの頂点も
多くなるので、害が少ないと言いながらリスクは０ではない
ので、この害の少ないが大勢いるところにどういうふうに対
処していくかが問われています。特に不適切な飲酒に誘導するような社会的環境であるとか、あとエデュ
ケーションをどうしていくかという問題、その背景として人材育成とか団体の活動支援みたいなものが
あるのですけれども、まずこういうベースのところの支援から考えていかなければいけないということ。
それからあとは真ん中のところは健診とか医療のところになりますが、これは最初からお酒を飲んでい
る人が依存症の治療に行くわけではないので、医療機関としてはまず普通の、例えば内科とかの先生が
診られているわけなので、そこでどういうふうにアルコールの健康問題を早めに見つけて、もしそこで
何かできることがあるのでしたら、できるだけ山の上の方に進んでいかないような対策というのが必要
になってくるでしょう。
アルコールハラスメントについて
　こういう不適切な飲酒習慣に対するリスクの研究班という
のがいくつか行われていまして、平成 23 ～ 24 年に厚生科研で、

「アルコール対策の評価と成人の飲酒行動に関する研究」とい
うことで、これは今、島根大学の教授になられた神田先生が
やっておられた班と、その後、平成 25 年から 27 年に「WHO
の世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総
合的研究事業」で、これは久里浜病院の樋口先生がやられてい
る班があります（スライド 13）。私は神田班に分担研究者とし
て入っておりましたが、この辺の成果を見ながら、不適切な
飲酒習慣のリスクがどんな感じかということを、特にアルコー
ルハラスメントに焦点を当ててお話してみたいと思います。
　最初に全国調査をやる前に、ある市で予備調査を行っていま
す（スライド 14）。これは 2011 年に実施したものなのですけ
れども、背景としてアルコールの直接的な害というのをある程
度把握する方法とかデータは今まであるのですけれども、特に

Ｋ市市民の飲酒行動に
関する調査結果から

(2011年実施）( 年実施）

スライド 14

出典：特定非営利活動法人 アスクホームページhttp://www.ask.or.jp/basic_act_ask53.html

スライド 12

不適切な飲酒習慣 集団に対するリ ク不適切な飲酒習慣 集団に対するリ ク不適切な飲酒習慣の集団に対するリスク不適切な飲酒習慣の集団に対するリスク

平成23～24年度厚生労働科学研究費補助金平成23 24年度厚生労働科学研究費補助金
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 究 究 表者 神 秀幸する研究（研究代表者：神田秀幸）

平成25～27年度 厚生労働科学研究費補助金
世界戦略を踏まえた の有害使用対策にWHO世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に

関する総合的研（研究代表者：樋口 進）関する総合的研（研究代表者：樋口 進）

スライド 13
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飲酒がほかの人にどういう影響を与えているかということを
見てみようということです（スライド 15）。喫煙も最初は喫煙
の直接的な害から入って、あとから受動喫煙というのに視点が
移っていきました。アルコールは別に煙が漂って周りに広がる
わけではないので、何となくまだ個人の問題だけと考えられが
ちなのですが、本当にそうかどうかということになりまして、
そちらの方を少し調べてみようということになりました。
　最初に調査方法は書いてあるとおりで（スライド 16）、今日
は学会発表ではないのでサーッと行ってしまいます
けど、住民台帳から調査対象者を無作為抽出しまし
て、大体この手の調査の対象者を一般市民から無作
為抽出すると回収率は半分ぐらいになります。有効
回答者について集計しまして、20 歳から 60 歳以上
までが対象で年齢分布はここに示したとおりです。
　まず過去１年以内に飲酒について指摘された人の
割合です（スライド 17）。この指摘されたというの
はどういうことかというと、家族、友人、医師から
飲酒について心配されたり、減らしたりした方がい
いよと言われたことがある人がどのくらいかという
ことになりますけれども、上が女性で下が男性です
が、女性の 2.6 パーセント、男性の 16.1 パーセント
が他人に指摘されたことがあるとお答えになってい
ます。
　それから今度は、誰かの飲酒により、暴言や暴
力を受けた経験がどういうふうにあるかをみまし
た（スライド 18）。左の方に本人との続柄が父、母、
親戚、配偶者というふうに並んでいますけれども、
父親から暴言、暴力、お酒絡みの暴言、暴力という
のは男女とも結構高いのです。ただ男女差がありま
して、女性の 6.8 パーセントの方が、配偶者から暴言、
暴力をアルコール絡みで受けたことがあるとなって
います。逆に男性で特に高いのは、この部分になり
ますが、職場ということになりまして、同じように飲酒絡みで暴言、暴力を受けるということになって
も、調査対象としている年代にももちろんよるのですけれども、こういうふうに男女差が認められたと
いうことになります。
　それから、からまれたことがあるかどうかということになりますけど、それについてもここに示した
とおりで（スライド 19）、やはり女性だと配偶者が高く、男性だと職場が高いです。ただこの職場とい

背 景背 景

2010年5月WHO総会にて
「アルコールの有害な使用をアルコ ルの有害な使用を

軽減するための世界戦略」が採択軽減するための世界戦略」が採択

アルコ ルの有害な使用の実態→アルコールの有害な使用の実態
を把握する必要があるを把握する必要がある。

アルコールハラスメントに着目。

スライド 15

20-69才の市民 5000人
男女別10才区分別各500人（男女各2500人）を男女別10才区分別各500人（男女各2500人）を
住民台帳より無作為抽出

回答（調査票返信）者 2325人（回収率46 5%）回答（調査票返信）者 2325人（回収率46.5%）

↓ 除外：443人 不十分な回答↓ 除外：443人 不十分な回答

有効回答1892人（有効回答率37.8%）単純集計

性 性内訳 男性865人、女性1027人
回答者の年代区分回答者の年代区分

18.2 22.5 21.7 20.7 16.82

20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60才以上

女性

15.1 16.9 18.5 22.4 27.11男性

図1.回答者の年代
0% 20% 40% 60% 80% 100%

スライド 16

過去1年以内に飲酒について指摘された者は、
女性 2 6% 男性16 1%！女性 2.6%、男性16.1%！

09

ない あるが過去1年間はない 過去1年間にある わからない

94.4 2.1

0.9

女性

2.6

76.0 6.6 16.1男性

1.4

図17.家族・友人・医師らから飲酒について心配や減量を指摘
された頻度

0% 20% 40% 60% 80% 100%

された頻度

スライド 17
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うのは、先ほどと異なりまして、男女とも同じぐら
い、結構女性でも高く出ているということが観察で
きます。それから無理やり飲まされたことがあるか
ということになりますが（スライド 20）、非常に目
立つのが、男性が職場で無理やり飲まされるという
状況です。　その下は、セクシャルハラスメントに
なりますが、これは圧倒的に女性が職場で受けるの
が多いということがありまして、先ほど言いました
ように、東アジアでは男女で飲酒率とか飲酒量とか
かなり異なっていますのでこういう結果が出てきた
のではないかと思いますが、対策の焦点というのが、
現状でも男女でかなりターゲットが違っているので
はないかということが見て取れるということになり
ます。
　予備調査のまとめということになりますけれども

（スライド 21）、女性の被害は父、配偶者を主とす
る問題で、これは家庭に現状では問題がありそうだ
と。男性の被害というのは職場、あと友人、知人と
いうのもそれなりにありますから、主に家庭外が多
いというのが予備調査の結果分かりました。一方、
女性の場合は家庭内の問題ということになるので、
この問題は外に出にくい可能性があるので、ドメス
ティックバイオレンスとよく似ている傾向になりま
す。実際ドメスティックバイオレンスとアルコール
が結構結びついている場合がありますので、相談
窓口がどこにあるかということを、情報として共有
していくことが非常に大事になってくるかと思いま
す。それから男性の場合は、社会の中の問題という
ことになりますので、産業保健との連携となってい
ますが、例えば産業医をやっていると個人の健康相
談に来る人はたくさんいますけど、アルコールハラ
スメントの相談に来る人は今までかつて経験がない
ので、あまり相談窓口の機能をはたせていないとい
うことだと思います。それから世代とか本人の好き
嫌いによって、ある程度アルコールに対する寛容性
がかなり異なっていますので、一番いいのは、全体
としてアルコールに寛容でない社会づくりというこ
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図21.誰かの飲酒によりからまれた経験
（%）

暴力・暴言、からまれの被害は、女性暴力・暴言、からまれの被害は、女性
は家庭内 男性は職場内が多は家庭内 男性は職場内が多は家庭内、男性は職場内が多い！は家庭内、男性は職場内が多い！

スライド 19
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図24.誰かの飲酒によりセクシャルハラスメントを受けた経験
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とになるのですが、酔っていたからといって許されないという
ことをやはりはっきり示していくようにしないといけないの
ではないかと思います。
アルコールハラスメントの全国調査から
　今度は全国調査になりますけれども（スライド 22）、ここで
も特に今度着目した点は、アルコールハラスメントへの被害と
いうことで、特に未成年時の飲酒者からのハラスメント被害、
及び未成年者へのハラスメント加害の実態というのを明らか
にすることで、今度はもっと若いときからどういうふうにハラ
スメントが形成されているかというのを見ていこうというこ
とを着目しました（スライド 23）。こちらは全国から無作為抽
出ということになりますけれども、この場合はアンケートでは
なくて、訪問面接調査を行いまして、有効回答率が 65 パーセ
ントの調査を行ったということになります（スライド 24）。調
査内容は基本属性に加えまして（スライド 25）、アルコールハ
ラスメントとして飲酒にまつわる不快な経験などです。それか
ら被害経験として今まで誰かの飲酒が原因で嫌な思いや困っ
た経験があるかどうか、未成年時の被害経験などです。これは
どういうことかというと、二十歳未満のときに大人の飲酒が原
因で、暴力、暴言、セクハラ、からまれる等の被害を受けたか
どうかということ。それから逆に今度は加害経験ということに
なりますが、飲酒が原因で二十歳未満の子どもに、暴力、暴言
やセクハラとかからんだ経験がありますかという、加害経験を
両方聞いています。
　まず被害の経験率というのを出してみますと（スライド
26）、これはアルハラの男女別の年代被害経験率ということに
なりますが、年齢が上がるほど減ってくる傾向はあるのですけ
れども、これは少なかったのか、忘れたのかという問題点はも
ちろんありますが、男女とも働き盛りの世代に経験率が高い傾
向を認めますが、女性は 20 代のところに別にピークがあると
いう男性とは異なった動きをしています。ですから、アルハラ
のターゲットは、男性は特に壮年期ということになりますけれ
ども、この年代の方はほとんどどこかで働いていることになり
ますので、地域で呼びかけてもなかなかこの層にアプローチすることはできませんから、産業保健とど
う連携するかというのが非常に大事になってくると思います。
　それからこれは未成年時のアルコールハラスメントの被害と加害経験というものをプロットしたもの
で（スライド 27）、上が被害経験です。下は加害、要するに危害を加えたことがあると答えた人の率を

方 法方 法

対象：全国の成人（20歳以上） 計2000人対象：全国の成人（20歳以上） 計2000人
住民基本台帳から無作為に抽出住民基本台帳から無作為に抽出

調査方法：アルコールに関する訪問面接調査法

調査期間：2012年10月-11月調査期間：2012年10月-11月

回答状況：有効回答数1311人（有効回答率65.6％）

スライド 24

着目した点着目した点

アルコールハラスメントの被害、特に未成
年時の飲酒者からのハラスメント被害、お
よび未成年者へのハラスメント加害の実
態を把握し、ハラスメントの観点からアル
コールの有害な使用の低減に資する情
報を得る報を得る。

スライド 23

アルコールハラスメントの被害およびアルコールハラスメントの被害および
未成年者に対する被害・加害未成年者に対する被害・加害

にに関する全国調査（神田班関する全国調査（神田班 20122012年）年）

スライド 22

アルコールハラスメント予備調査アルコールハラスメント予備調査
（まとめ）（まとめ）

• 女性の被害：父・配偶者を主とする問題（家庭）女性の被害：父 配偶者を主とする問題（家庭）

男性の被害：職場・友人知人を主とする問題

⇒ アルコール問題の背景が男女で異なる

女性被害 家庭内の問題を相談しづらい 我慢女性被害：家庭内の問題を相談しづらい、我慢

DVとよく似ているDVとよく似ている

男性被害：社会性の中の問題

産業保健との連携、会社への働きかけ

アル ルに寛容でない社会づくりアルコールに寛容でない社会づくり

スライド 21
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示していますけれども、当然同じ年代で見ても意味ないので、
例えば 30 代のところの被害者に加害した人というのは、たぶ
んこの 60 代ぐらいのところになるかもしれないのですけれど
も、ずらして見ていただいたら分かるのですが、何が言いた
いかというと、被害を与えた方はほとんど認識がないという
ことになります。ですから、被害を受けた方はしっかり覚え
ていますし、特に 20 代だともう 15 パーセントぐらい男女と
も被害を受けたという経験があるのですが、20 代の親世代だっ
たらこの辺になるのですけれども、加害意識というのが５パー
セントもないということになりますので、かなり被害と加害の
認識にミスマッチがあるだろうということが認められます。全
体の数値を丸めると、未成年時のアルコールハラスメントの被
害率が男性で 10 パーセント、女性７パーセントくらいなので
すが、加害をした記憶があるのは３パーセントくらいしかない
ということになりますので、とにかく加害者の意識が非常に薄
いのです。酔って本人は親しみを込めてやっているつもりで認
識がないのか、全く覚えていないのか、いろいろな
ことがあるかもしれないのですが、このギャップは
大きな問題です。
　ということで、これは今の全国調査のまとめなの
ですけれども（スライド 28）、アルコールハラスメ
ントの被害は、男性で壮年期、女性で青年期に高頻
度に見られると。先ほど言いましたように対策の
ターゲットが異なることが全国調査でも明らかにさ
れたということと、未成年時の飲酒者からのアル
コールハラスメントの被害と加害の認識にはかい
離があるので、こういうことをしたらアルコールハ
ラスメントだよという啓発をきちんとしておかない
と、本人の感覚で自由気ままに酔ったときにふるま
うことになるのだろうと思います。だから受動喫煙のようなア
ルコールの害ということになるのですが、一緒に席を共にして
いると、飲んでいる人は知らず知らずに害を与えていること
が、かなりの状況としてあることを社会の共通認識にしていく
必要があります。
　それから今度は樋口班の全国調査から引用させてもらった
ものですが（スライド 29）、こちらの方は回答数 4,100 人ぐら
いで規模の大きい調査になりますけれども、これは飲酒が原因

アルコールハラスメント被害経験率

46 2

50.0 男性被害 女性被害（%）

44.6
46.2
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44.4
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33.3 34.635.0

40.0

29.4 28.6

25.2
27.1

25.0

30.0

17 1
20.0

25.0

17.1

9 510.0

15.0

9.5

5.0
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20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-

図.全年齢を通してのアルハラの男女別年代別被害経験率
アルコールハラスメント経験率：男性31％、女性29％。男性は30-50代、女性は20代がピーク。

男性のアルハラ対策のターゲットは壮年期、つまり産業保健の課題である！

スライド 26

まとめまとめ

アルコールハラスメントの被害は、男性で壮年期、
女性で青年期に高頻度女性で青年期に高頻度。

性別でピ クが異なる 対策のタ ゲ トが異なる→性別でピークが異なる。対策のターゲットが異なる

未成年時の飲酒者からのアルコールハラスメントの
被害経験と 未成年者へのアルコ ルを伴う加害経被害経験と、未成年者へのアルコールを伴う加害経
験では乖離がみられた。験では乖離がみられた。

→ 加害意識は少ない→ 加害意識は少ない

非飲酒者が飲酒者から受ける被害が示唆される非飲酒者が飲酒者から受ける被害が示唆される。

受動喫煙のようなアルコールの害受動喫煙のようなアルコールの害受動喫煙のようなアルコ ルの害受動喫煙のようなアルコ ルの害

スライド 28

調査内容調査内容

・基本属性：性別 年代基本属性：性別, 年代

・アルコールハラスメント（飲酒にまつわる不快な経験）アルコ ルハラスメント（飲酒にまつわる不快な経験）

被害経験被害経験

今までに誰かの飲酒が原因で嫌な思いや困った経験がある

未成年時の被害経験

20才未満時に大人の飲酒が原因で 暴力 暴言 セクハラ20才未満時に大人の飲酒が原因で、暴力・暴言、セクハラ、
からまれる等の被害を受けた

未成年者への加害

あなたの飲酒が原因で、20才未満の子供に暴力・暴言、

セクハラ からんだ経験があるかセクハラ、からんだ経験があるか

スライド 25

未成年時のアルコールハラスメント被害および加害経験率
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図未成年時の飲酒者からのアルハラ被害および

0.00.0 0.0 0.0 0.00.0
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図.未成年時の飲酒者からのアルハラ被害および
未成年者へのアルハラ加害の性年代別割合

未成年時のアルコールハラスメント被害率：男性10％、女性7％。未成年時のアル ル ラ ント被害率 男性 、女性 。

未成年者へのアルコールハラスメント加害率：男性3％弱、女性ほとんどない。

加害と被害の乖離 ラの加害意識が薄い加害と被害の乖離＝アルハラの加害意識が薄い

スライド 27
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で困った経験、家族から受けた困った経験を調べたもので、家
族から見ますと、先ほど男女共通で認められておりましたけれ
ども、父親からというのが最も多い（スライド 30）。次いで配
偶者ということで、男女別に見ると、やはり女性が配偶者から
飲酒が原因で困った経験をしたという方が多く認められます。
　それからこれもなかなかすごい設問なのですけれども、生き
方や考え方への影響というのを、家族からどういうふうに受
けたかということで、要するにアルコールハラスメントによっ
て、自分の考え方とか生き方が影響を受けましたかという質問
をしているわけです（スライド 31）。左の方が影響を与えなかっ
たということになるのですが、かなり影響を与えたというとこ
ろ以上で見ても、大体２割ぐらいの方は、家族からのアルコー
ルハラスメントで生き方や考え方に影響を受けたと答えてい
ます。どういうふうに影響を受けたまではなかなか難しいので
すけれども、それでスポイルされる人も反面教師にする人もお
そらく両方いらっしゃると思いますが、とにかく影響はかなり
強いということです。
　それから家族以外で困った経験をしたというのは
どういうことを調べていますが（スライド 32）、や
はり家族以外だと職場が圧倒的に多いです。職場の
次は友人・知人ということになりまして、あと知ら
ない人というのもそれなりの頻度であり、例えば飲
食店とかへ行って、食事とか飲食をしているときに、
隣の人にからまれたとか、道端で酔っている人に何
かされたとか、そんなのがそれなりの頻度であるの
だなというのがわかりました。ただ職場というのが
非常に大事で、あと友人・知人と職場というのがあ
る程度リンクしている場合もありますので、こうい
うもので家族以外から飲酒でハラスメントを受ける
場合があるということになります。
　家族以外から生き方や考え方の影響ということで

（スライド 33）、家族から大きく影響を受けるのは
ある意味当然かなという感じがするのですけど、家
族以外のアルコールハラスメントによって、生き方
や考え方にどれだけ影響を受けたかというデータに
なります。これを見ますと、それでも 10 パーセン
トぐらい、右端のこの部分になりますけど、が影響

樋口班（2013年）の全国調査

象 全 満対象：全国の満20才以上の男女7500人
抽出方法 層化 段無作為抽出法抽出方法：層化二段無作為抽出法

調査法 訪問面接法及び自記式留置き調査調査法：訪問面接法及び自記式留置き調査

調査期間 2013年7月13日 8月11日調査期間：2013年7月13日-8月11日
回答数：4153人（55 4％ 男性1869人 女性2284人）回答数：4153人（55.4％、男性1869人、女性2284人）

スライド 29

飲酒が原因で困った経験（家族から）飲酒が原因で困った経験（家族から）
父 母 配偶者
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計 n=4153 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上代

n=320

代

n=499

代

n=666

代

n=713

代

n=911

代

n=1044

家族 親が も多く 次 偶者 あ家族 親が も多く 次 偶者 あ家族からは、父親が最も多く、次いで配偶者であった。家族からは、父親が最も多く、次いで配偶者であった。

スライド 30

生き方や考え方への影響（家族から）生き方や考え方への影響（家族から）

影響を与えなかった 少し影響を与えた かなり影響を与えた 重大な影響を与えた 無回答

31 6% 41 0% 21 4% 4 5% 1 4%
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計 490 31.6%
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41.0%

38.9%

21.4%

16.7%

4.5%

5.6%

1.4%

0.0%

計 n=490

20代 n=36
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8.0%

1.0%

2.3%

50代 n=101

60代 n=88

29.4% 43.1% 21.6% 2.9% 2.9%70代以上 n=102

家族内のアルハラは、家族内のアルハラは、22割強の家族の生き方等へ影響を割強の家族の生き方等へ影響を
与えている与えている

スライド 31

飲酒が原因で困った経験（家族以外）飲酒が原因で困 た経験（家族以外）
職場 友人・知人 親戚 知らない人 仕事の相手
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家族以外では 職場が最多 次いで友人・知人であった家族以外では 職場が最多 次いで友人・知人であった家族以外では、職場が最多、次いで友人・知人であった。家族以外では、職場が最多、次いで友人・知人であった。
知らない人からの加害も次いでみられた。知らない人からの加害も次いでみられた。

スライド 32
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を受けたということになりますので、例えば職場と
か友人とかでも、それによって、かなりの影響力を
持っているということが示唆されるということにな
ります。
　ここまでがアルコールハラスメントの話で、受動
喫煙はもうすっかり有名になって健康増進法にも
はっきり盛り込まれる状態になっているのですけれ
ども、アルコールの方はまだまだ個人の問題で、あ
と事故とか飲酒運転とか、そういう事故を起こした
りしたときに他人に迷惑がかかるという認識には
なっているかと思いますけれども、そういう重大事
象に至る前の状態で悪影響を及ぼしている可能性があるとい
うことに注意しなければいけないということになります。した
がって単に飲んでいる人にどうこうしなさいではなくて、社会
的な飲酒への寛容度をどこまで認めるかという社会的な認識
の変容、それから家庭や職場では困っている人をどうやって発
見して、どこに通報したら相談できるのかということを明ら
かにするのが対策として必要です。特に職場はかなり泣き寝入
りになっているか、何となく慣習だからそのままになっている
ケースもあるのではないかということが考えられますので、そ
こへの働きかけも重要なポイントになるのではないかという
のが、公衆衛生の立場からは考えるところであります。
飲酒による生活習慣病の人口寄与危険割合について
　それから今度は話が変わりますけれども、飲酒習慣と個人の
健康のことで、先ほど相対リスクで、お酒を飲むとどのくらい
リスクが上っていくかというのを示されていたと思いますけ
れども、集団への寄与ということで、飲むことによってどれだ
け病気の患者さんが増えるかということを考えてみたいと思
います（スライド 34）。悪性新生物、がんと脳・心血管疾患に
関する影響を人口寄与危険割合というやり方でレビューしていますので、最初にそれを少しご紹介させ
ていただきたいと思います（スライド 35）。
　通常、個人がどのくらい病気になりやすいかというのは、相対危険度というので表しまして、あなた
は何倍なりやすいですという話をするわけです。ところが社会全体でそういう人が何人出てくるかとい
うのは、病気の頻度や曝露リスクの有病率が影響します。かなりリスクが高い人でも少数であればそん
なに患者は発症しませんし、発症率の低い病気ならなおさらです。逆に軽いリスクを持っていてもそん
な人が大勢いると、たくさん患者さんが出てくることになります。
　そこで人口寄与危険割合という算出法がありまして、それを用いて疾患別に飲酒によってどのくらい

飲酒習慣と飲酒習慣と個人の健康個人の健康飲酒習慣と飲酒習慣と個人の健康個人の健康
集団 の寄与を考える集団 の寄与を考える--集団への寄与を考える集団への寄与を考える--

樋口班（2013年）の文献レビュ から樋口班（2013年）の文献レビューから

スライド 34

悪性新生物および脳 心血管疾患悪性新生物および脳 心血管疾患悪性新生物および脳・心血管疾患悪性新生物および脳・心血管疾患
に対する影響を推計に対する影響を推計に対する影響を推計に対する影響を推計

コホート研究からハザード比（相対危険コホ ト研究からハザ ド比（相対危険
度=個人のリスク）を算出。

さらに人口寄与危険割合（集団全体のリ
スク）を算出。

エンドポイントは発症（疾患別）と総死亡
としたとした。

スライド 35

生き方や考え方への影響（家族以外）生き方や考え方への影響（家族以外）
影響を与えなか た 少し影響を与えた かなり影響を与えた 重大な影響を与えた 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

影響を与えなかった 少し影響を与えた かなり影響を与えた 重大な影響を与えた 無回答
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5.1%50代 n=156

60代 169 63.3%
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25 2%

8.3%

4 1%
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4 1%

2.4%60代 n=169

70代以上 n=147 66.0% 25.2% 4.1% 4.1%70代以上 n 147

家族以外のアルハラでも、家族以外のアルハラでも、11割程度の回答者の割程度の回答者の家族以外のアルハラでも、家族以外のアルハラでも、11割程度の回答者の割程度の回答者の
生き方等へ影響を与えている生き方等へ影響を与えている

スライド 33
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病気が増えているかということを推計できます。計算の詳細は
疫学の講義ではないので飛ばしますが、単純に計算する方法と
多変量調整をしたときのハザード比を使って計算するときと
か、いろいろな方法がありまして、ここで示しているのはロッ
クフィルが提唱した方法で、多変量調整したハザード比を使っ
たときの人口寄与危険割合を出す方法です（スライド 36）。
　具体的に見ないと分かりにくいので、ここでは主に国立がん
研究センターと国立循環器病研究センターのデータをまとめ
てみました（スライド 37）。少し見えにくくて申し訳ないので
すが、これは胃がんがどのくらい飲酒によって増えるかとい
うことを出したときなのですが、この棒の高さというのは、先
ほどの相対危険度（ハザード比）なので、例えば週３日未満飲
酒の人の発症率を１としたときに何倍になるかということで
す（スライド 38）。これは飲酒による個人の病気のなりやすさ
です。またこの棒の面積は大ざっぱに言うと患者さんの数だと
思ってください。ですから、要するに１のところより上に飛び
出している黒く塗った部分の面積の合計が、週３日未満飲酒以
上飲むことによって、余分に胃がんになった人の人
数だと考えてください。
　胃がんのデータで見ると、お酒飲むから胃がんが
大きく増えるかというと、まずハザード比というか
高さがそんなに上がっていないです。ここの黒い所
の色というのも、そんなに面積が大きくないので、
合わせても大体５パーセントぐらいです。むしろな
ぜか知りませんけど、160 グラムぐらいのところで
すけれども、１日１合未満のところですがここはむ
しろ胃がんの発症リスクがマイナスになっています
ので、このマイナスとプラスを足すと、ほぼイーブ
ンということになり、全体として見たら、飲酒習慣によって胃がんになる方の人数はあまり増えていま
せん。
　ところがこれは疾患によってかなり変わります。最初に胃がんの例を示しましたが、例えば大腸がん
だとこういうふうになります（スライド 39）。大腸がんと飲酒の関係というのは、これは昔から言われ
ていることになりますが、まず棒の高さというのが飲まない人と比べて明らかに高いです。例えば飲ま
ない人を１にしますと、１日４合以上飲んでいる人というのは 3.5 倍ぐらい大腸がんになりやすいわけ
です。それから黒で示した面積の合計も結構大きく、お酒によって増えたと考えられる大腸がんの患者
数というのは、0.6 ＋３＋ 7.9 ＋ 10.7 ＋ 5.0 ＋ 4.6 で 31.8％となりますので、胃がんと比べたら一目瞭然
ですが、大腸がんについては、飲酒量が増えることによって、病気になる人の数、大腸がんになる人の

Japan Public Health Center-based Prospective (JPHC) Study
吹田研究

国立がん研究センター、国立循環器病研究センターの
コホート研究の成果をまとめた。

スライド 37
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図. 飲酒量と胃がん発症のハザード比と人口寄与危険割合図. 飲酒量と胃がん発症のハザ ド比と人口寄与危険割合

％：人口寄与危険割合 （Sasazuki S et al. Int J Cancer 101: 560-6, 2002）

スライド 38

コホート研究から人口寄与危険割合を算出

PAF, Population Attributable Fraction

人口寄与危険割合(PAF)＝

(相対危険度 - １） 1
曝露群の発症者数× ×

(相対危険度) (全発症者数)曝露群の発症者数× ×

相対危険度
過剰発症過剰発症

1 01.0

非曝露群の 曝露群の
疾病発症者数 疾病発症者数 Rockhill B, et al. Am J Public Health 1998

スライド 36
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数が増えていると考えられます。これでざっと見ま
すと、本当はいろいろ交絡要因があるのでこんなに
単純な話ではないのですが、すべての大腸がん患者
さんの 30 パーセントぐらいはお酒が原因で発症し
ている可能性があることになります。大腸がんにつ
いてはアルコールがかなり影響しているということ
が分かります。こういうのを疾患別に出すと、ある
疾患の患者さんの数を減らしたいときに、お酒の対
策をしたらどれくらいその病気が減っていくかとい
うことが推測できます。
　今度は肝臓がんです（スライド 40）。肝臓がんは
お酒を飲んでいたら悪いように思えるのですけど、
この図を見て気を付けていただきたいのは、飲まな
いところで結構リスクが高いことです。もちろん飲
む人は飲む量が増えるとリスクが上がってきますけ
れども、飲まないところでリスクが上がって見える
のはここういう調査をするときの注意点なのです。
ここで示した調査はどのようにするかというと、例
えば今ここにおられる方に、現在飲んでいる飲酒量
を聞きます。そしてこれから 10 年間あなたを追跡
してがんになるかどうかをみていくわけです。その
際、今はがんがないという仮定するわけですけれど
も、実際は今調査した時点で、例えば肝臓が悪いか
らお酒をやめなさいと言われて禁酒した人が混じっ
ている可能性もあります。要するに調査時点で、す
でに肝臓が悪いとか、何か重病で調子が悪くて１滴
も飲まなくなっている人がこの非飲酒のところに混
じっていたりすると、ここのリスクが上ってしまう
のです。だから動物実験と何が違うかというと、人
間の研究というのは、調査したときからしかスター
トできませんので、それ以前の体験の影響を大きく
受けます。ですから、ものにもよるのですけれども、
特にお酒の場合は禁酒者をどう扱うかとか、それからアルコールと関係なく、例えばもともと肝炎のウ
イルスを持っている人は最初から飲まないようにしているかもしれないということはなどいろいろあり
ますので、飲まない＝健康ではない場合があります。
　だからこれを見て、飲まなくても肝臓がんのリスクは高いのかと思われると非常に困るわけで、特に
肝臓がんの場合は、要因としては C 型とか B 型の肝炎のウイルスというのが非常に効いていますので、
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図. 飲酒量と直腸を含む大腸がん発症のハザード比と人口寄与危険割合

％：人口寄与危険割合 （Mizoue T et al. Am J Epi 167: 1397-1406, 2008）

スライド 39
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図. 飲酒量と肝がん発症のハザード比と人口寄与危険割合図 飲酒 肝がん発症 寄与危険割合

％：人口寄与危険割合 （Shimazu T et al. Int J Cancer 130: 2645-53, 2012）

スライド 40
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図.飲酒量と脳卒中発症のハザード比と人口寄与危険割合図.飲酒量と脳卒中発症のハザ ド比と人口寄与危険割合

％：人口寄与危険割合 （Higashiyama A et al. Stroke 42: 1764-67, 2011）

スライド 41
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肝炎でお酒を止めたような人が非飲酒群に紛れると
この人達の肝臓がんリスクは高くなるわけです。コ
ホート研究は前向き調査で、教科書的には因果の逆
転がないことになっているのですが、人間の集団で
やると因果の逆転を考えなければならない場合がよ
くあります。普通に飲酒していた方がやめる理由と
して一番多いのは病気になったからやめるという方
が多いので、禁酒した人と最初から飲まない人を同
じようには扱えないということは少しご注意いただ
きたいと思います。
　それから今度循環器の方になりますが、まず脳卒
中を示します（スライド 41）。先ほど言いましたよ
うに、脳卒中には出血するタイプと血管が詰まるタ
イプがあり、出血するタイプは基本的には飲む量が
増えると、どんどんリスクは上ってきますし、詰ま
るタイプは、よく循環器の病気は少し飲んだ方がリ
スクは下がるといわれるのですけれども、脳梗塞の
場合も少し下がる傾向があります。ただまとめます
と、基本的に脳卒中についてはわずかずつですけど、
リスクが上ってくるということになりまして、合計
すると飲酒で 15 パーセントぐらい脳卒中の患者さ
んが増えているという計算になるかと思います。循
環器系の病気というのは、頭と心臓に来るのが一番多くて怖いのですけど、ぜひ知っておいていただき
たいのは、脳卒中とか頭に来るのと心臓に来るのは少し様相が違うということです。これは冠動脈疾患
という、いわゆる心筋梗塞とか狭心症のリスクを見たものですが（スライド 42）、飲酒群は全部マイナ
スに出ています。これは１日日本酒換算３合以上のグループというのを無理につくると、少し上に上っ
てくるのですけれども、有意差がないのでここに示していません。心臓については、飲酒量で見るとこ
ういう J シェープをすることがあります。適量飲酒がいいとか、かえって病気が少ないと言い出したの
は、もともと欧米のデータから来ているのですけれども、向こうは脳卒中よりも心筋梗塞の方が多いの
で目立つわけです。　循環器疾患の病型というのは日本と欧米諸国で差があって、日本人では脳卒中の
方が心筋梗塞よりも多いのですけれども、向こうは心筋梗塞の方が脳卒中よりも多いので、向こうでい
い習慣といわれていても、そのまま持って来たらこっちでは全然当てはまらないときがあるので、循環
器系でも脳を見ているのか、心臓を見ているのかによって、少し様相が違うことがあることにご注意い
ただければと思います。
　これは総死亡ということになりますが（スライド 43）、総死亡は週エタノール 300 グラム、１日にす
ると２合量弱ぐらいですけど、それを越えたところからリスクは上ってきて、結局それ以上の飲酒で
10 パーセントぐらい死亡者数が増えているだろうという推計になります。あと中間層のところはマイ
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図.飲酒量と冠動脈疾患のハザード比と人口寄与危険割合

％ 人口寄与危険割合 （ Hi hi A t l St k 42 1764 67 2011 ）％：人口寄与危険割合 （ Higashiyama A et al. Stroke 42: 1764-67, 2011 ）

スライド 42
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図.飲酒量別総死亡のハザード比と人口寄与危険割合

％：人口寄与危険割合 （Marugame T et al. American Journal of Epidemiology 
165: 1039-1046, 2007）

スライド 43
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ナスになっているところがありますが、特に循環器系、脳梗塞
と心筋梗塞で少し下がるところがありますので、それを全部足
すと微々たるのものですがマイナスになります。そしてがんは
飲むほど上がりますので、まとめるとこんなところになるかな
というのが、実際のところではないかと思います。ですから、
アルコールと病気の関係というのは非常に難しくて、少なくと
も、例えば心筋梗塞になりたくないということだけであれば、
普通に飲んでいても大丈夫となるのですけれども、すべての病
気、つまり自分が何の病気になるかは選べないので、すべての
死因を見たときにはリスクが上がって来る量というのが、１日
男性で 40 グラム以上、女性 20 グラム以上ということになるわけです。それぐらいの量に抑えておかな
いと、総合的に何かのリスクが上ってくる危険性があるということです。
　まとめなのですけれども（スライド 44）、総死亡については、日本酒換算で毎日２合以上飲むと死亡
率が上っていきます。がんの中で胃がんにはほとんど影響してなくて、大腸がんは量反応的な上昇で飲
めば飲むほどリスクが増える。それから肝臓がんは飲酒量が多いと人口寄与危険度も増すのですけれど
も、非飲酒者の寄与危険度も非常に高くなるのですが、それは先ほど言ったように、最初から肝臓が悪
い人が飲んでいないとか、肝炎のウイルスを持っている人は飲まないようにしているとかの因果の逆転
が関与しているだろうということです。脳・心血管疾患については、脳卒中については、J カーブ効果
はほとんど認めません。脳梗塞では少し認めるのですけれども、まとめますと基本的には飲んでいたら、
いいね、ということにはならない。ただ心筋梗塞については、
飲酒量によって発症率が低いという現象が認められるという
ことになるので、血管がつまる方の病気に対しては、若干予防
的な効果があるのかなということは、否定できないところでは
ないかというのがまとめになります。
循環器疾患リスクを上昇させるハイリスク飲酒者とは
　これらを見ると結局どうすればいいのか皆迷うと思います。
私は前の仕事が国立循環器病研究センターの検診部長だった
ので、診療したときに飲んでいる人にどう言おうか非常に悩み
ました。やっぱり飲みたい人もいるし、絶対やめさせたい人も
いるし、特に循環器疾患の立場になるので疾患によってはリ
スクが下がる人もいるので、本当に減らした方がいい人と、少
しゆるくしてもいい人をもう少しさびわけしたいなと考えて、
いくつかの検討をしました。一つが一般的な健診項目でお酒と
明らかに関連する検査指標というのが３つあります（スライド
46）。すべて特定健診の項目に入っているので、誰でも皆さん
お手元にデータがあるはずなのですけれども、まずγ -GTP と
いう肝臓の酵素がありますが、これはお酒を飲むと高くなるの

考慮すべき飲酒と関連が強い考慮すべき飲酒と関連が強い
他 重要な危険他の重要な危険因子

γ-GTP（既報）γ-GTP（既報）

高血圧（既報）高血圧（既報）

ＨＤＬ レステロ ルＨＤＬコレステロール

スライド 46

飲酒と冠動脈疾患の関連飲酒と冠動脈疾患の関連飲酒と冠動脈疾患の関連飲酒と冠動脈疾患の関連
イリスク者を見 けるには？イリスク者を見 けるには？ハイリスク者を見つけるには？ハイリスク者を見つけるには？

スライド 45

人口寄与危険割合のまとめ人口寄与危険割合のまとめ

総死亡：日本酒換算毎日約2合以上は影響する
悪性新生物：
胃がん：影響はわずか胃がん：影響はわずか
大腸がん：量・反応的な上昇

がん肝がん：飲酒量が多くなると人口寄与危険度も増す。しかし非
飲酒者の人口寄与危険が最大飲酒者の人 寄与危険が最大
→因果の逆転や肝炎ウィルスの影響が考えられる

脳・心血管疾患：脳 心血管疾患：
脳卒中の発症：Jカーブ効果を認めない
脳梗塞 著 な が認める（脳梗塞では顕著ではないが認める）

冠動脈疾患の発症：飲酒群において発症率が低い（PAF冠動脈疾患の発症：飲酒群において発症率が低い（PAF
はマイナスになる）

虚血性心疾患や脳梗塞に対する予防的な効果は否定できない→虚血性心疾患や脳梗塞に対する予防的な効果は否定できない

スライド 44
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は皆さんご存知ですね。γ -GTP はお酒を飲む人の方が高いですね。それから血圧なのですが、血圧は
飲んでいる人の方が高くなります。特に 24 時間血圧で見ると、お酒飲んで酔っ払っているときはむし
ろ血圧は低いのですけれども、夜寝ていて、起きる直前のモーニングサージというのが非常に高く、さ
らに翌日の昼間はずっと血圧が高くこれが夕方近くまで続きます。明け方の血圧が非常に高くて、そこ
でパッと目が覚めたりする人もいるのですが、運が悪いとそこで血管がポンといってしまう人もいるの
です。特に２合以上飲んだ場合にこの傾向が顕著です。高血圧学会のガイドラインでも多量飲酒は明ら
かに高血圧のリスクとされています。
　もう一つは HDL コレステロールで、これはいわゆる善玉コレステロールということになるですが、
HDL は昔から言われていますけれども、飲む方が高いのです。しかし HDL を増やすために飲みましょ
うという指導は血圧との関連もあって普通しません。一般の講演会でお酒を飲むと HDL 増えるのです
よと言うと、じゃあ、私低いので今日から飲みますと言って、ある宴会で今まで全く飲む習慣がないの
に、突然飲んで倒れて、そのまま病院に運ばれた人がいました。そういう使い方は普通しないのですが、
お酒を飲むと HDL が上るのは事実です。だからこの３つとい
うのは明らかにアルコールの影響を受けるのです。しかし昔か
らの素朴な疑問として同じ飲酒量でγ -GTP の高い人と低い人
はどっちが危ないのかというのがあり、診察でもよく聞かれま
す。それではどっちが本当に危ないのか文献で調べてみたら誰
もやっていないので、実際にやってみようということで検討し
ました。
　まずγ -GTP の話をします（スライド 47）。結論を先に言っ
てしまいますけど（スライド 48）、冠動脈疾患の発症リスク、
冠動脈疾患というのは心筋梗塞と狭心症ですけれども、その発
症リスクはγ -GTP にかかわらず、お酒を飲んでいる方が低く
なります。一方、γ -GTP が高いグループは少量の飲酒でも脳
梗塞の発症リスクが高くなっていました。これを図で示しまし
た（スライド 49）。一番左端の Never と書いてある所はお酒を
飲まない人でここの発症率を１とします。なおこの研究では禁
酒者は除外しています。黒い棒が冠動脈疾患で、少し灰色の棒
が脳梗塞です。ここの Never の発症率を１とし、こちらのグ
ループはγ -GTP が低いグループで、こちらは高いグループで
す。両者の区分は 32IU で、これは中央値でここがこの集団の
ど真ん中だったということです。これは男性のデータですけれ
ども、黒い棒を見ていただけたら分かりますが、冠動脈疾患は、
Never、Light、Moderate, Heavy、大体これが１合未満、２合
未満、２合以上ぐらいのレベルだと思うのですけれども、γ
-GTP の低いグループで見るとお酒を飲むと冠動脈疾患のリス
クは減る。それからγ -GTP が高いグループでも黒い棒はそん

考慮すべき他の重要な危険因子考慮すべき他の重要な危険因子

γγ GTPGTPγγ--GTPGTP

高血圧高血圧

ＨＤＬ レステロ ルＨＤＬコレステロール

スライド 47

γ-ＧＴＰ 飲酒と脳・心血管疾患γ-ＧＴＰ、飲酒と脳 心血管疾患

冠動脈疾患の発症リスクは、γ-ＧＴＰ値にかかγ
わらず飲酒群のほうが低い傾向を示した。

γ-ＧＴＰ高値群では、少量の飲酒でも脳梗塞
症 がの発症リスクが上昇していた。

Higashiyama A, Okamura T, et al. Stroke 2011;42:1764-67.
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なに高くなくて、やはり飲んでいるところで少し低く出るということになるので、心臓については、γ
-GTP が高かろうと低かろうと、少し飲んでいる方がリスクは低めに出るのです。
　ところが脳梗塞はγ -GTP が低いところはそんなにリスクは上らないのですが、γ -GTP が高めでお
酒を飲んでいる人とリスクが非常に高く出ます。ですから、脳梗塞から見ると、γ -GTP が高い飲酒者
というのは非常にリスクが高いということになり、やはりγ -GTP が上っている人の方がよくないので
す。γ -GTP というのは単なるマーカーではなくて、何か炎症
の指標とか、体の酸化が更新しているとか、何らかのマーカー
的な役割を果たしていますので、γ -GTP が上るタイプの方が
やはりリスクとしては高いのです。しかも心臓だけだったらあ
まり差はないのですけれども、実際に脳梗塞になる人の方が多
いですから、γ -GTP の高い飲酒者というのは注意が必要だと
いうことが分かりました。逆にγ -GTP がそんなに跳ね上がっ
ていない人は、まあ飲酒についてはあまり厳しく言わなくても
いいかなということが判断できるということになります。
　それから今度は高血圧です（スライド 50）。血圧が高い人と
低い人でお酒の飲み方が違うと脳・心血管疾患のリスクはどう
なるかということですが、これもありそうで実はだれもやって
いなかったテーマです。これもまとめなのですけれども（スラ
イド 51）、やはり冠動脈疾患、心筋梗塞については飲酒量と U
型かむしろリスクが下がるような関係が認められるのですけれ
ども、脳梗塞では、血圧が高いと、飲む量が多くなるほど悪く
なっていました。それから当然ですが飲んでも飲まなくても高
血圧があると高血圧がない人よりは圧倒的にリスクが高いとい
う結果でした。
　冠動脈疾患はこのように飲まなくて高血圧のない人を１とす
ると、高血圧がない人の冠動脈疾患リスクは U 型で中等量飲む
群で低めにでるのです（スライド 52）。ところが血圧が高くて
かつ飲まない人というのは、非常にリスクが高くて、飲まなく
て高血圧のない人と比べて 2.5 倍ぐらいになります。血圧が高
い群は全体としてリスクが高いのですけども、お酒の量との関
係を見ると、高血圧群でも U 型か逆 J 型かみたいな感じになっ
ていました。
　一方脳梗塞の方になると（スライド 53）、まず高血圧がない
グループはあんまり飲酒との関係が出てこないということと、
血圧が高いグループだとヘビードリンカーで血圧が高い人とい
うのは非常に脳梗塞の発症率が高いとことがわかります。いず
れにしても脳卒中、脳梗塞のリスクというのはまず高血圧その

高血圧、飲酒量と冠動脈疾患の発症：吹田研究高血圧、飲酒量と冠動脈疾患の発症：吹田研究
(participants without medication for hypertension)
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Higashiyama A, Okamura T, et al. Hypertens Res, in press.

HR: HR after adjusting for age, BMI, presence of dyslipidemia and diabetes, and smoking.
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高血圧、飲酒量と脳梗塞の発症：吹田研究高血圧、飲酒量と脳梗塞の発症：吹田研究
(participants without medication for hypertension)
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スライド 53

高血圧、飲酒と脳・心血管疾患高血圧、飲酒と脳・心血管疾患

冠動脈疾患は、高血圧の有無にかかわらず
飲酒量とＵ字型の関連を認める飲酒量とＵ字型の関連を認める。

脳梗塞は 高血圧群では飲酒量が多くなる脳梗塞は、高血圧群では飲酒量が多くなる
ほど発症リスクが高いほど発症リスクが高い。

いずれも飲酒量にかかわらず高血圧群は非いずれも飲酒量にかかわらず高血圧群は非
高血圧群よりが発症リスクが高い。高血圧群よりが発症リスクが高い。

Higashiyama A, Okamura T, et al. Hypertens Res 2013; 36: 58-64.

スライド 51

考慮すべき他の重要な危険因子考慮すべき他の重要な危険因子
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ものが非常に強く関係してくるので、血圧が高い方がたくさん
飲んでいるというのは、特によくないサインだと考えたらいい
です。
　最後に HDL の話をしておきますけど（スライド 54）、これ
だけまだ論文公表できておりません。やり方はほぼ一緒なので
飛ばしますけれども（スライド 55）、結果を先に示すとこんな
感じです（スライド 56）。まず HDL の低いグループと高いグ
ループ、カットオフ値は中央値の 48mg/dl です。そしてそれ
ぞれの群を飲酒量で分けます。そして低 HDL かつ非飲酒を１
とした時の各循環器疾患の死亡率を示しました。左端が冠動脈
疾患（心筋梗塞）、真ん中が脳卒中、右端が両方合わせたもの
です。ここにありますように、飲まない人で HDL 量が低いと
ころを１とすると、実はここが一番冠動脈疾患の発症リスク
が高くて、あとは HDL が低いグループだと飲んでいると下が
るし、HDL が高いグループだと、飲んでいても飲まなくても
リスクが低いという感じになっていました。脳卒中のほうにつ
いて、ここもまだ解析途上で、脳出血と脳梗塞を分けられてい
ないのですが、あまりお酒も HDL も脳卒中との関
連がクリアに出てこないような関係になっていまし
た。冠動脈疾患と脳卒中を合わせるとここに示した
とおりで、一番悪いのは HDL が低くてお酒を飲ん
でいない群で、特に HDL コレステロールが低い１
～２合ぐらいの予防効果がやや目立つという結果に
なっていました。まとめとしては（スライド 57）、
お酒飲んでいないグループでは HDL が低い人に比
べて HDL が高いことが冠動脈疾患の予防因子なり、
お酒を飲んでいる人では、HDL にかかわらずリス
クが低くなる。それから脳卒中では飲酒や HDL の
予防効果はあまり認めないということになります。
今まで見てきたものは普通に健診であるような項目です。高血
圧とかγ -GTP とか HDL とか、そういうものを組み合わせる
ことによって、飲酒の影響がどう変わるのかを循環器疾患の予
防から見たことになります。
　なんでバラバラに検討したのだと言われるのですけれども、
人数の関係で３つを組み合わせて検討するというのは不可能
なので、本当にどの組み合わせが一番いいかということになる
ともう少しサイズの大きい研究で行わないと無理なのです。

考慮すべき他の重要な危険因子考慮すべき他の重要な危険因子

γγ--GTPGTP

高血圧高血圧

ＨＤＬコレステロール

スライド 54

方法方法

吹田研究の対象者で 脳・心血管疾患の既往がある者吹田研究の対象者で、脳 心血管疾患の既往がある者、
過去に飲酒していた者、本研究に必要な調査項目に欠
損値 ある者を除外 た男性 名を約 年間追跡損値のある者を除外した男性2,455名を約12年間追跡
した。した。
ベースライン調査のHDL-C値の中央値（48mg/dL）と飲
酒状況で対象者を 群に分け 非飲酒か 低HDL C酒状況で対象者を４群に分け、非飲酒かつ低HDL-C
（HDL-C<48mg/dL）群に対する、他群の冠動脈疾患、（HDL C 48mg/dL）群に対する、他群の冠動脈疾患、
脳卒中、冠動脈疾患＋脳卒中発症のハザード比をCox
比例 ザ ドモデルで算出した比例ハザードモデルで算出した。

調整因子調整因子
Model1: 年齢
Model2: Model1 + 収縮期血圧、高血圧治療、糖尿病の有無

喫煙状況 C値Model3: Model2 + 喫煙状況、BMI、LDL-C値

スライド 55

飲酒量・HDL-C値と脳・心血管疾患発症リスク飲酒量 HDL C値と脳 心血管疾患発症リスク

（非飲酒者かつHDL<48mg/dL群を対照群とした調整ハザード比（Model 3）
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スライド 56

飲酒とHDL-Cのまとめ

１ 非飲酒者では HDL-C低値群に比べ HDL-C． 、 、

値が高いことが、虚血性心疾患の予防因子であっ
た。飲酒者では、HDL-C値にかかわらず、非飲酒
者かつHDL C群低値群に比べ有意に虚血性心疾-
患のリスクが低かった。
２．脳卒中では、飲酒やHDL-C高値の予防効果を
認めなかった。

In Preparation: 東山 綾、岡村 智教、他．第47回日本動脈硬化
学会学術集会にて発表

スライド 57
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　ですから単なる飲む、飲まないではなくて、高血圧があって飲んでいるとか、HDL が低くて飲んで
いるとか、γ -GTP が上っているとか、そういうことによって適量飲酒というのが変わってくるという
ことになるのではないかと思います。今後、特定保健指導とアルコール指導を組み合わせてやるときに
は、こういうデータが役に立つのではないかと考えています。
適正飲酒を目指して
　最後になりますけれども、循環器の方でもそうですし、先
ほどのハラスメントの方でもそうなのですけども、どうやっ
て適正飲酒を普及するのかというのが、今後の大きな課題に
なってくると思います（スライド 58）。これは少し昔にやった
仕事なのですけれども、多量飲酒者の指導をするとお酒の種
類に逃げる方が時々いるのです。かなり多量に飲んでいるの
で、飲み過ぎですと言ったら、次会ったときに、「先生、私ね、
お酒やめたんです」って言われて、「ああ、そうですか、頑張
りましたね」と言ったら、「お酒をやめて、最近は焼酎にしま
したわ」、と言われて、ガクッと来たことがあるのですけれど
も、要するに種類を変えて逃げる人がいます。だから、ワイン
が健康にいいと言うとワインにいってしまう、焼酎がヘルシー
だと焼酎にいってしまうとかあるわけです。
　それぞれつくられている方の立場があるのですけど、エタ
ノールを別にするとどんなアルコール飲料にもそれぞれいい
ところがあります。日本酒は日本酒のいいところ、ウイスキー
にはウイスキーの、焼酎には焼酎のいいとことがあります。だ
から特に何が優れているということはないだろうと思っています。これは何をしたかというと（スライ
ド 59）、これは大体 5,000 人ぐらいのデータを解析したのですけれども、お酒の種類によって血圧のレ
ベルが違うかどうかを見たものです。だからビール、日本酒、焼酎、ウイスキー、その他となっていて、
発泡酒はビールのところに入れています。事のきっかけはある会社で診療していたら今みたいな人がい
て、どうも講演で焼酎は健康にいいからビールをやめてどんどん焼酎にしようと言った先生がいて、そ
れを守って？喜んで飲んでいるわけです。だから本当に焼酎は健康なのかと思って調べたのです。これ
はどういうふうにしているかというと、まずその人の飲酒量を全部調べて、全部エタノールに換算しま
す。そして取っているアルコールの３分の２以上が一つの種類から来ているとそのグループに分類する
ことにしました。これがいいのかどうか分かりませんけれども、ほかにやりようがないのでそうしまし
た。すなわちビール群というのは、飲んでいるエタノールの３分の２以上がビールからきている人たち
です。そういうふうに分類していて、どこにも分類できない人は「その他」に入ります。左の A は単
純に年齢だけ調整して血圧の値を見たものです。これ見ると有意差ありとなっていますが、焼酎が高く
てワインが低く出ていますね。じゃワインがよくて、焼酎が悪いのかという話になるのですが、右側の
B は何かというと、エタノールそのものの摂取量と肥満度、塩分とカリウムの摂取量をさらに調整した
ものです。するとほとんど差が消えました。棒グラフを見ても分かりますけれども、左と比べたら明ら

お酒の種類を変えたら大丈夫？お酒 種類を変 大丈夫

アルコール摂取量、BMI、

一見すると差
がありそう

アル ル摂取量、 、
塩分、カリウム摂取量を調
整すると差は消える

有意差あり 有意差なし

A B

がありそう

124

H
g
)

有意差あり 有意差なし

120

値
（

m
m
H

116

縮
期

血
圧

値

116

収
縮

112

ビ
ー
ル

日
本
酒

焼
酎

ス
キ
ー

ワ
イ
ン

そ
の
他

ビ
ー
ル

日
本
酒

焼
酎

ス
キ
ー

ワ
イ
ン

そ
の
他

ビ 日
本

ウ
ィ
ス ワ そ ビ 日

本

ウ
ィ
ス ワ そ

Okamura T, et al. J Hum Hypertens 2004; 18: 9-16.

スライド 59

どうやって適正飲酒を普及するのか？どうやって適正飲酒を普及するのか？

スライド 58
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かで、ほとんど差がないですね。したがって種類の差よりもエタノールそのものの量と、肥満度と塩、
これも結構効くのです。例えばワイン飲みながら塩辛食べる人なんかいないのですね。塩辛や漬物食べ
る人は、日本酒か焼酎を飲んでいるのです。だから単純に種類で評価するのは危険です。動物実験だっ
たら１つのお酒で同じ餌ということが可能ですが、人間だと様々な食べ物とセットになっているわけで
す。
　それからワイン群は、これで見たら有意差はなくなったけど、血圧は低そうに見えるのですが、実は
コレステロールの値は、このグループが一番高いのです。調べると、卵とかバターとかチーズとかを食
べている人がこのグループは一番多いのです。だから、人間の場合はアルコールの種類うんぬんよりも、
まず食事などの生活習慣の情報というのが非常に大事になってくるのです。しかしいずれにせよまずエ
タノールの量、何が一番効くかというと、エタノールの量が一番効きますので、まず純エタノールの量
をちゃんとコントロールしてもらうというのが一番大事です。
　それからあとこれは先ほどの神田班でやったやつ
なのですが（スライド 60）、たばこでもよくあるの
ですけど、一缶何円になったらお酒やめますかとい
う質問をしているのです。そうすると、大体ビール
１缶 200 円が 500 円になったらやめるという方が全
体の 16 パーセントぐらい見られました。本当に上っ
ていないからどうとでも答えられるというのはある
のですが、どんなになってもやめないという方も、
一定の数がおられました。
　そして禁酒する可能性のある理由ということです
が（スライド 61）、禁煙と禁酒はかなり違います。
禁煙はやはりやめる理由としては、自分の健康のた
めなど前向き思考でやめる方が結構多いのです。し
かし禁酒はどちらかといえば、やめる理由というの
が良くない心身情況ということになり、図に示した
ように病気にかかるとか、体を壊してドクタース
トップがかかっているのが禁酒理由として多くなっ
てきます。だから先ほども述べましたが単純に禁酒
した人をフォローアップすると、禁酒した人の死亡
率が一番高く出てしまうのです。たばこでそんなこ
とは普通ないです。禁酒の理由が一番上の病気にか
かるというのは論外なので、できれば日常診療で医
師から節酒を指摘してほしいですね。少し減らせとずっと言われ続けると、たぶんかなりの人には馬耳
東風でも、母数が大きいのでそれなりに反応する人もいると思います。
　それからもちろんアルコールの価格を上げるという方向もあるのですが、先ほど言いましたように、
法的に強制的にやると、最後はダイハードな、頑固な人だけ残ってしまうので、逆に個々の事例の重症
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図63飲酒者1634人における禁酒する缶ビール350mlの値段の
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図63.飲酒者1634人における禁酒する缶ビ ル350mlの値段の
状況

禁酒する缶ビール350mlの価格（現在200円）
最多回答 「わからない最多回答：「わからない」
回答者の16％：「500円」回答者の16％：「500円」

どんな価格でも「やめない」という回答も見られた
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飲酒と健康に関する講演会

化とか、犯罪の重大化を招く危険性があるということになりま
す。ですから子どもの時から節酒とか、タバコだと防煙教育で
たばこを吸いださないように子どもに教育することもあるの
ですけれども、お酒についても、どういう飲み方が適切かとい
う情報は若いうちから教育した方がいいでしょう。特にハラス
メントから見たときに、加害意識が非常に薄いので、飲まない
人から見たら、こういうことも嫌なのですよということをしっ
かり示していく必要があるのではないかと思います。以上で
す。
　本講演かなりの部分を島根大学の神田秀幸教授に多くのデータをいただいておりますのでここで御礼
を申し上げたいと思います（スライド 62）。どうもご清聴ありがとうございました。
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