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生活習慣病とは

三大生活習慣病
生活習慣病の中でも日本人の三大死因である疾病３種

・悪性新生物

・心疾患

・脳血管疾患

「生活習慣が原因で起こる疾患の総称」
食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなど



生活習慣病とは
「生活習慣が原因で起こる疾患の総称」

食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなど

三大生活習慣病
生活習慣病の中でも日本人の三大死因である疾病３種

・悪性新生物

・心疾患

・脳血管疾患 ←



脳血管疾患とは
「脳の血管のトラブルによって脳細胞が障害を受ける病気の総称」

人口動態調査における脳血管疾患の分類一覧

09300 脳血管疾患

09301 くも膜下出血

09302 脳内出血

09303 脳梗塞

09304 その他の脳血管疾患







主な死因別にみた死亡率（人口 10 万対）の年次推移



脳血管疾患は寝たきりの原因１位

特別養護老人ホームへの入所条件・・・ 要介護３以上
寝たきりの場合・・・ほぼ要介護４以上

現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因



人口動態調査

厚生労働省が集計・公表

人口動態把握のための、出生・死亡に関する統計調査

各都道府県の年齢別・死因別死亡数データ（平成３０年）

国民健康・栄養調査

厚生労働省が集計・公表

国民の健康増進のための、栄養摂取・生活習慣に関する統計調査

地域ブロックごとの食品、栄養素摂取量データ（平成３０年）



国民健康栄養調査における

地域ブロック別の都道府県分類
北海道B 北海道
東北B 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東１B 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
関東２B 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 長野県
北陸B 新潟県 富山県 石川県 福井県
東海B 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿１B 京都府 大阪府 兵庫県
近畿２B 滋賀県 奈良県 和歌山県
中国B 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国B 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
北九州B 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県
南九州B 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県



地域ごとの高齢化を考慮

各都道府県の死亡数データをそのまま用いる場合

⇒高齢者の多い地域では死亡率が高くなり、

地域格差が生じてデータの正確性が失われてしまう



地域ごとの高齢化を考慮

各都道府県の死亡数データをそのまま用いる場合

⇒高齢者の多い地域では死亡率が高くなり、

地域格差が生じてデータの正確性が失われてしまう

⇒年齢調整死亡率を用いる

特定の年度（今回は厚生労働省統計で使用されている1985年）の年

齢別人口を基準人口として、調査年数の年齢別死亡率を用いて計算
を行うことで、年齢構成の違いを考慮する手法



年齢調整死亡率

①まず各年齢階層別の調査年度の死亡率（粗死亡率）を求める

②それを各年齢階層ごとに基準年の人口とかけあわせることで

年齢階層別の調整死亡数を計算する

③その合計値と基準年の総人口とで死亡率を求めることで

年齢調整死亡率を求めることができる



5%以下の有意水準で相関性が認めれた栄養素（全４０項目）

男性

09300 脳血管疾患

09301 くも膜下出血

09302 脳内出血

09303 脳梗塞

09304 その他の脳血管疾患

飽和脂肪酸

n-6系脂肪
酸

動物性たん
ぱく質比率

脂質 うち動
物性

飽和脂肪酸
動物性た
んぱく質
比率

穀類ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ比率

-0.5877 

-0.5886 

-0.5775 -0.7108 -0.6050 

*

0.6581 *

*

* ** *

0.6109 *

なし

女性

09300 脳血管疾患

09301 くも膜下出血

09302 脳内出血

09303 脳梗塞

09304 その他の脳血管疾患

飽和脂肪酸 食物繊維
　食物繊維 う
ち水溶性

　食物繊維 
うち不溶性

ビタミンＥ ビタミンＫ

ナトリウム
ナトリウム 
食塩相当量 
g＊４

ナトリウム食塩
相当量 
g/1,000kcal

動物性たん
ぱく質比率

食物繊維　
うち不溶性

ビタミンＥ ナトリウム

ナトリウム 
食塩相当量 
g＊４

ナトリウム食
塩相当量 
g/1,000kcal

食物繊維
食物繊維　う
ち水溶性

ビタミンＥ

ビタミンＫ ナトリウム
ナトリウム 食
塩相当量 g＊

ナトリウム
食塩相当量 
g/1,000kcal

動物性たん
ぱく質比率

脂質　うち
動物性

飽和脂肪酸 食物繊維

食物繊維　
うち不溶性

ビタミンＥ ビタミンＫ

ナトリウム
食塩相当量 
g/1,000kcal

動物性たん
ぱく質比率

-0.6224 

-0.6793 

-0.6762 

-0.5836 -0.6825 

-0.7369 

*

*

*

*

* **

0.6325 * 0.5892 *

0.5995 0.6230 * 0.6445 *

0.6260 0.6264 * 0.7022 *

0.6028 * 0.5952 * 0.6318 *

0.6329 0.7104 

0.6307 * 0.6612 * 0.5917 *

0.6716 * 0.6030 * 0.6035 *

0.6361 * *

* * 0.6214 *

0.5821 * 0.6019 * 0.6215 *

0.6427 * **

なし



5%以下の有意水準で相関性が認めれた食品群（全１３１項目） 男性

09300 脳血管疾患
　米・加工品 0.6319 * 　　米 0.6274 * 　パン類（菓子パンを除く） ** 　じゃがいも・加工品 *
　　その他のいも・加工品 0.5920 * 　　納豆 0.5934 * 　キャベツ 0.7896 ** 　たまねぎ *
　　はくさい * 　　その他の淡色野菜 0.7696 ** 　バナナ ** 　その他の肉・加工品 0.6092 *
　　植物性油脂 0.6301 * 　　動物性油脂 * 　その他の油脂 * 菓子類 *
　　ケーキ・ペストリー類 ** 調味料・香辛料類 0.6175 * 調味料 0.6184 * 　味噌 0.8052 **
09301 くも膜下出血
　米・加工品 0.5939 * 　　米 0.5952 * 　パン類（菓子パンを除く） * 　たまねぎ *
　　バナナ ** 　　牛肉 * 　植物性油脂 0.6554 * 菓子類 *
　　キャンディー類 * 　　味噌 0.6811 *
09302 脳内出血
　　パン類（菓子パンを除く） ** 　　じゃがいも・加工品 * 　納豆 0.6204 * 　キャベツ 0.8063 **
　　たまねぎ * 　　はくさい * 　その他の淡色野菜 0.8025 ** 　バナナ **
　　りんご 0.6211 * 　　たい、かれい類 * 　魚介（缶詰） 0.6109 * 　鯨肉 *
　　その他の肉・加工品 0.6232 * 　　植物性油脂 0.6731 * 　動物性油脂 * 　その他の油脂 *
菓子類 * 　　ケーキ・ペストリー類 ** 調味料・香辛料類 0.5939 * 調味料 0.5919 *
　　味噌 0.7966 **
09303 脳梗塞
動物性食品 * 　米・加工品 0.7014 * 　米 0.6846 * 　パン類（菓子パンを除く **
　　じゃがいも・加工品 * 　　その他のいも・加工品 0.6843 * その他の野菜 0.5914 * 　キャベツ 0.7567 **
　　その他の淡色野菜 0.7200 ** 　　バナナ ** 　魚肉ハム、ソ－セ－ジ 0.6273 * 　牛肉 *
　　その他の肉・加工品 0.6097 * 乳類 * 牛乳・乳製品 * 　バタ－ *
　　動物性油脂 * 　　その他の油脂 * 菓子類 * 　ケーキ・ペストリー類 **
調味料・香辛料類 0.5968 * 　調味料 0.6020 * 　味噌 0.7580 **
09304 その他の脳血管疾患
　でんぷん・加工品 0.6559 * 　生果 * 　魚介（塩蔵、生干し、乾物 * 　牛肉 0.6316 *
　　マ－ガリン 0.5854 * 　　その他の嗜好飲料 0.6411 * 　ソース 0.6925 *

-0.7800 -0.6257 
-0.5762 

-0.5936 -0.8023
-0.6182 -0.5821 -0.6522 

-0.7791 

-0.6697 -0.6432 
-0.8326 -0.6800 -0.6021 
-0.6192 

-0.7425 -0.5871
-0.5933 -0.7002 -0.7254 

-0.6254 -0.6013 
-0.5888 -0.6270 

-0.5879 -0.7328

-0.6151 -0.8184 
-0.6279 

-0.8387 -0.5765 
-0.5906 -0.5943 -0.6484 

-0.6125 -0.5801 -0.6583 -0.8410 

-0.5940 -0.6222



5%以下の有意水準で相関性が認めれた食品群 女性

　　パン類（菓子パンを除く） 　　納豆 　キャベツ 　はくさい
　　その他の淡色野菜 　　バナナ 　りんご 　たい、かれい類
　　その他の肉・加工品 　　バタ－ 　ケーキ・ペストリー類 調味料・香辛料類
　調味料 　　味噌

　　パン類（菓子パンを除く） 　　じゃがいも・加工品 　その他のいも・加工品 　キャベツ
　　たまねぎ 　　その他の淡色野菜 　バナナ 　たい、かれい類
　　魚介（佃煮） 　　バタ－ 　植物性油脂 　ケーキ・ペストリー類 
調味料・香辛料類 　調味料 　味噌

　　パン類（菓子パンを除く） 
　　納豆 　　納豆 　キャベツ 　はくさい
　　その他の淡色野菜 　　バナナ 　りんご 　たい、かれい類
　鳥肉 　　鶏肉 　その他の肉・加工品 　ケーキ・ペストリー類 
調味料・香辛料類 　調味料 　味噌

　　パン類（菓子パンを除く） 　　バナナ 　りんご 肉類
　鳥肉 　　鶏肉 　その他の肉・加工品 　バタ－
　　りんご 　　味噌

　その他の穀類・加工品 　　そば・加工品 でんぷん・加工品 　魚介（缶詰）
　　魚介（

09300 脳血管疾患
** 0.5876 * 0.6246 * *

0.6460 * ** 0.6517 * *
0.7365 ** * * 0.5775 *
0.5762 * 0.7187 **

09301 くも膜下出血
** * 0.7148 ** 0.7403 **
* 0.6315 * ** *
* * 0.6251 * **

0.6728 * 0.6721 * 0.7593 **
09302 脳内出血

**
0.6665 * 0.6665 * 0.6190 * *
0.7006 * * 0.7248 ** *

* * 0.7649 ** *
0.5964 * 0.5920 * 0.7446 **

09303 脳梗塞
** * 0.6590 * *
* * 0.7258 ** *

0.6590 * 0.6018 *
09304 その他の脳血管疾患

* * 0.7515 ** *
0.7322 ** 0.6485 * 0.7035 * 0.7516 **練り製品） 　　牛乳 　マ－ガリン 　その他の油脂

-0.7839 -0.5805 
-0.7438 -0.6576 
-0.6326 -0.6428

-0.7626 -0.6103
-0.6278 -0.8804 -0.6497 
-0.6411 -0.6450 -0.7133 

-0.7721 
-0.6774 

-0.6574 -0.6937 
-0.6040 -0.6041 -0.5788 

-0.7580 -0.6961 -0.6021 
-0.5890 -0.5874 -0.6274 

-0.6774 -0.6656 -0.6326 



5%以下の有意水準で
正の相関性が認められた栄養素

５％以下

H30 脳血管疾患

栄養素 男

n-6系脂肪酸 １回

穀類ｴﾈﾙｷﾞｰ比率

炭水化物

エネルギー

５％以下

H30 脳血管疾患

栄養素 女

ナトリウム食塩相当量 g/1,000kcal ４回

ビタミンＥ

ビタミンＫ ３回

食物繊維

食物繊維うち不溶性

ナトリウム

ナトリウム食塩相当量 g＊４

食物繊維うち水溶性 ２回



5%以下の有意水準で
負の相関性が認められた栄養素

５％以下

H30 脳血管疾患

栄養素 男

動物性たんぱく質比率 ２回

飽和脂肪酸

５％以下

H30 脳血管疾患

栄養素 女

動物性たんぱく質比率 ３回

飽和脂肪酸 ２回



5%以下の有意水準で
正の相関性が認められた食品群

正 ５％以下

H30 脳血管疾患

食品群 男

味噌 ４回

米 ３回

米・加工品

その他の淡色野菜

調味料・香辛料類

キャベツ

植物性油脂

調味料

その他の肉・加工品

納豆 ２回

りんご

その他のいも・加工品

正 ５％以下

H30 脳血管疾患

食品群 女

味噌 ４回

キャベツ ３回

その他の淡色野菜

その他の肉・加工品

調味料・香辛料類

調味料

りんご

納豆 ２回



5%以下の有意水準で
負の相関性が認められた食品群

負 ５％以下

H30 脳血管疾患

食品群 男

パン類（菓子パンを除く） ４回

バナナ

菓子類

じゃがいも・加工品 ３回

たまねぎ

その他の油脂

ケーキ・ペストリー類

動物性油脂

牛肉 ２回

はくさい

負 ５％以下

H30 脳血管疾患

食品群 女

パン類（菓子パンを除く） ４回

バナナ

ケーキ・ペストリー類

バタ－ ３回

たい、かれい類

鶏肉 ２回

鳥肉

はくさい



分析結果

栄養素での相関性

正の相関が複数回認められたのは女性のみ

負の相関では、動物性たんぱく質比率、飽和脂肪酸の項目が男女で
複数回認められた

食品群での相関性

正の相関、負の相関ともに複数回認められるものがあった

男女ともに共通で認められたのは以下の通り
正の相関⇒味噌、キャベツ、その他の淡色野菜（キャベツ・きゅうり・大根・たまねぎ・はくさい以外
の淡色野菜）など

負の相関⇒パン類（菓子パンを除く）、バナナ、ケーキ・ペストリー類、 はくさい



まとめ

脳血管疾患においては

食品群での結果から考えるに

和食の食事よりも、洋食の食事の方が死亡率が低くみられる。

生活習慣病予防の観点では、コレステロールの摂取を抑えると
良いといわれているが、脳血管疾患においては動物性たんぱく
や飽和脂肪酸の摂取が死亡率を抑制する傾向が見られた。



類似の研究結果

最近の研究では、ベジタリアンの方が脳血管疾患の罹患率が高いというコーホート
研究がある。

”Going Vegetarian Good for Your Heart, But May Up Stroke Risk” ,HealthDay News,2019-9-5

伝統的な日本型食生活が西洋型の食生活で補完されたことによって、脳血管疾患
の死亡率が低下した。

”Why has Japan become the world’s most long-lived country: insights
from a food and nutrition perspective” ,European Journal of Clinical Nutrition,2020-7-13

今回の我々の研究結果はこの２つの論文と同じような結果となった。
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