
動脈硬化予防フォーラム
～従業員の健康管理、職場で防ぐ生活習慣病～
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日時：2010年2月16日(火)　13：00～17：00
　　　　　　　　（開場12：30）
会場：　東商ホール
　　　　　（東京都千代田区丸ノ内３－２－２）
主催：　動脈硬化予防啓発センター
後援：　第２８回日本医学会総会、
　　　　東京商工会議所・日本経済新聞社
助成：　公益信託　日本動脈硬化予防研究基金



　　１２：３０～　　　　　　開場　
　　
　　１３：００～１３：０５　ご挨拶　

動脈硬化予防啓発センター　運営委員長（名古屋学芸大学　学長） 　井形　昭弘
　　１３：０５～１３：１０　ご挨拶　
　　　　　　　　　　　　　　　　公益信託　日本動脈硬化予防研究基金　運営委員長

　　　　　　　　　 　　 （国際医療福祉大学大学院　大学院院長・東京大学名誉教授）　 開原　成允
　
【第１部　３つの基調講演】
　テーマ：「知らないと怖い『動脈硬化』～まずは相手を知ろう～」

　　１３：１０～１３：４５　「動脈硬化とは？その怖さを正しく知ろう。」
　 　　東京医科大学　循環器内科　教授　山科　章

　　１３：４５～１４：２０　「栄養摂取と動脈硬化予防」
静岡県立大学　薬学部分子病態学講座　教授　森本　達也

　　１４：２０～１４：５５　「今日から始める簡単エクササイズで動脈硬化予防」
独立行政法人国立健康・栄養研究所　健康増進プログラム

運動ガイドラインプロジェクトリーダー　宮地　元彦

【第２部パネルディスカッション】
　テーマ：「動脈硬化予防　企業はどう取り組むべきか？」
　

　１５：１５　～　１７：００　　　　　（パネリスト）
東京医科大学　循環器内科　教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　山科　章
静岡県立大学　薬学部分子病態学講座　教授 森本　達也

　　　　　　　　　　　　　独立行政法人国立健康・栄養研究所　健康増進プログラム
運動ガイドラインプロジェクトリーダー　宮地　元彦

　尼崎市環境市民局市民サービス室　課長 　 　　　　　　　　　　　 野口　緑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（コーディネーター）

元NHKアナウンサー・十文字学園女子大学客員教授　　　 　　　 好本　惠

プログラム

２





第１部

基調講演

「知らないと怖い『動脈硬化』～まずは相手を知ろう～」

４

１．「動脈硬化とは？その怖さを正しく知ろう。」
　　　山科　　章氏 　〔東京医科大学　循環器内科　教授〕

２．「栄養摂取と動脈硬化予防」
　　　森本　達也氏　〔静岡県立大学　薬学部分子病態学講座　教授〕

３．「今日から始める簡単エクササイズで動脈硬化予防」
　　　宮地　元彦氏 〔独立行政法人国立健康・栄養研究所
　　　　　　　　　 　　 　健康増進プログラム　　　

　　運動ガイドラインプロジェクトリーダー〕



　動脈硬化は、心臓から送り出された血液の通り道である動脈内腔（くう）を覆う内皮に障害が起こ
ることで始まります。障害個所から動脈壁に悪玉のＬＤＬコレステロールなどが入り込んだり、動脈
硬化を防ぐ方向に働く内皮機能が低下する結果、動脈壁に一種の炎症状態が起こり徐々に動脈硬
化の病巣（プラーク）が形成されます。

　やがてプラークの表面が崩れ、そこに血栓ができて動脈内腔が狭くなったり詰まってしまいます。
そこから先の組織や細胞には栄養や酸素が届かなくなるため、さまざまな病気が起こってきます。
例えば日本人の死因の第２位を占める心臓病や第３位の脳卒中にも動脈硬化が大きく影響してい
ます。

　内皮障害のリスクファクターは、糖尿病・高血圧・脂質異常症といった生活習慣病のほか肥満、喫
煙、運動不足、加齢などです。つまり動脈硬化の進行や動脈硬化性の病気を防ぐためには、生活
習慣の改善を通じてリスクを減らし、内皮機能をできるだけ良好な状態に保つことがカギになるわけ
です。

基調講演１
「動脈硬化とは？その怖さを正しく知ろう。」

東京医科大学　循環器内科　教授
山科　章 氏

動脈硬化が進行した大動脈

比較的動脈硬化の軽い大動脈
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広島大学心臓血管生理医学
東 幸仁先生の図より引用

動脈硬化発症から心血管合併症へのプロセス

血管の内側から動脈硬化はおこる



山科　章（やましな　あきら）　東京医科大学　循環器内科　教授

1976年、広島大学医学部医学科卒業。聖路加国際病院研修医、St.Luke‘s-Roosevelt Hospital Center心臓核医
学リサーチフェロー、聖路加国際病院内科医長を経て、99年から東京医科大学循環器内科教授。専門は循環

器病学。医学博士。日本内科学会認定総合内科専門医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本集中治療
医学会認定集中治療専門医、日本核医学会認定専門医の資格をもつ。著書に「専門医がやさしく教える心臓
病」（PHP出版）、「不整脈の診かたと治療」（共著：医学書院）など。

　ちなみに私たちは生活習慣病の患者さん32人

の協力を得て、内皮機能を血流依存性血管拡張
反応（ＦＭＤ）という検査法で測定したことがありま
す。その結果、生活習慣の改善に取り組んでから
６カ月後には内皮機能に大幅な改善が見られ、
動脈硬化の進行が抑えられていることが分かりま
した。

　ところで、予防医療戦略には高リスクアプローチ
とすべての人が対象の集団アプローチがありま
す。特定健診でひっかかった人に保健指導をした
り、病院で治療をするのは前者です。しかし、それ
以外の人を放ったままにしていいわけはありませ
ん。今は健康に見えても、生活習慣に問題があ
れば将来は病気になる可能性が高まるからです。

　従って、繰り返しになりますが、動脈硬化性の病
気を予防するには、すべての人に動脈硬化を正
しく知ってもらい、生活習慣の改善に努めてもらう
こと。例えば国民全体の平均収縮期血圧（最高血
圧）がわずか１ｍｍHg下がるだけで脳卒中による

死亡は日本全体で毎年５０００人減るとみられて
います。企業や市町村には、ぜひそのけん引役
を務めてほしいと考えています。

動脈硬化と生活習慣改善

1. 生活習慣改善は動脈硬化疾患予防の基本

2. 喫煙者には禁煙指導

3. 食生活の是正と総摂取カロリーや脂肪摂取量

を適正に保つ

4. 個々の状況に応じて適度な身体活動（運動）

5. 体重を適正に保つ

2007年動脈硬化学会ガイドラインより引用改変

身体活動増加（運動）の効果

1. 内皮機能の改善

2. 血清脂質（ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ）の改善

3. 血圧の低下

4. 糖代謝の改善

5. 血液を固まりにくくする

歩数の増加；9,013→10,577歩/日（開始時→半年後）
肥満指数 ＢＭＩ；24.9→23.7（32名、半年）

32名のデータ（6ヵ月後）

23名1Kg以上減量

1.3kg減（13名）１万歩以下

4.4kg減（19名）1万歩以上

21.7食/月魚食

1,181km全歩行距離

10,577歩/日平均歩数

- 3.2Kg （68.4→65.2kg）体重

中性脂肪； 134.2 → 87.9 
ＬＤＬ－C 121.6→116.8
γＧＴＰ 48.6→38.1
血糖値； 94.9→95.4
腹囲； 88.0→82.2
収縮期血圧； 118.3→116.1

32名のデータ（6ヵ月後）

7.396ヶ月

6.353ヶ月

5.02前

血管内皮機能 FMD(%)

６



日本人の平均寿命は男性が79歳、女性が86歳になりました。厚生労働省は、30年後に男女ともさらに６歳

ほど延びると推測しています。ただ大切なことは単に長生きするのではなく健康寿命をいかに延ばすかで、
そのために重要なのは科学的根拠に基づいた健康的な食生活です。

　その点、伝統的な和食は脂肪の摂取量が少ない一方、米を中心とする炭水化物、魚、豆腐や納豆などの
大豆製品、抗酸化物質が豊富な緑茶の摂取が多いことが特徴です。こうした食事には動脈硬化の進行を抑
える効果があり、これが日本人の長寿を支える原因の一つになっています。

　また日本でも長寿者が特に多いのは沖縄県です。人口10万人当たりの１００歳以上の高齢者は67人で、

全国平均の２倍以上にもなります。これは動物性たんぱく質、特に豚肉の摂取量が多く、食塩の摂取量は日
本で一番少ないなど、日本の伝統食の短所を補っているからと考えられます。

基調講演２
「栄養摂取と動脈硬化予防」

静岡県立大学　薬学部分子病態学講座　教授
森本　達也 氏

日本人の食事

日本人の長寿の秘密
動脈硬化の進行を防ぐには理想に近い食習慣
1.脂肪摂取量が飛び抜けて少ない

2.米飯を中心とした炭水化物の摂取が多い

3.魚の摂取が多い

4.豆腐や納豆、味噌などの大豆製品の摂取が多い

5.カテキンやビタミンＣなどの抗酸化物質が多く含ま
れる緑茶の摂取は、動脈硬化や癌を防ぐ

７



　ただし、いくら健康的な食事でも食べ過ぎは禁物です。摂取エネルギー量が多すぎると内臓脂肪がたまってメタ
ボリックシンドロームになり、動脈硬化を基盤とする心臓病や脳卒中になる可能性が高まるからです。昔から腹八
分といわれますが、私は腹七分ぐらいにとどめた方がいいと考えています。

　具体的に何をどのぐらい食べるのがいいのかは、農林水産省と厚労省のホームページに出ている「食事バラン
スガイド」が参考になります。ポイントをまとめると①主食のご飯と主菜、野菜・海草などの副菜を１、２品そろえる
②肉より魚、揚げ物・いため物より煮物・蒸し物を選ぶ③小腹がすいたら菓子より牛乳や乳製品、果物を食べる④
お酒は量を決めて控えめに――などに集約できます。
　　　　（農林水産省／食事バランスガイド：　http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_about/guide.html　）

５～７

５～６

食事バランスガイド

農林水産省・厚生労働省：「食事バランスガイド」より

上から順番に、十
分摂取が望まれ
る料理区分が並
べられている。

８
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http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_about/guide.html


森本　達也（もりもと　たつや）　静岡県立大学　薬学部分子病態学講座　教授

1992年京都大学医学部卒業。93年京都大学医学部附属病院にて研修。2000年京都大学医学博士。00年～04
年米国ダナファーバー癌研究所・ハーバード大学医学校留学。04年生産開発科学研究所心血管分子細胞生
物学研究室・主任研究員。07年国立病院機構京都医療センター展開医療研究部・主任研究員。09年から静岡
県立大学薬学部分子病態学・教授。日本循環器学会 専門医。日本内科学会 総合内科専門医。日本心不全
学会 評議員などを務める。研究テーマは心不全の情報伝達と創薬。

　私たちの研究では、健康食品として知られているウコンの主成分であるクルクミンが高血圧ラットや心筋梗塞ラッ
トで心不全予防効果を示すことを見いだしました。この知見をもとに現在、クルクミン細粒化製剤をもちいてヒトで
臨床試験を進行させております。より安全で効率のよいクルクミンの開発が望まれます。

食事の基本
１）和食中心（魚、大豆、海草、野菜を十分にとる）

２）多彩な食材をとる（１日３食）

３）主食＋副菜＋主菜のバランスをとる

４）食べ過ぎない

忙しくて、食事がおろそかになってしまう方は、クルクミン
などのサプリメントを補助的に使用する

９
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単位：つ（SV：ｻｰﾋﾞﾝｸﾞ　食事提供量の略)



　余暇時間に健康づくりや体力向上、あるいは楽しみなどのために行う運動と、通勤や家事といった日常
生活を営む上で必要な生活活動の２つを合わせて身体活動と呼びます。そして、身体活動の健康への影
響についてはこれまで多くの研究が行われ、動脈硬化性の病気の予防にも効果があるという結果がはっ
きり出ています。

　特に効果的なのはウオーキングやジョギングなどの有酸素運動です。運動を①まったくしない②楽しみ
程度に１週間に２、３回する③ジョギングなどを毎日行っている――の３つのグループのけい動脈の硬さ
を調べた研究では、③のグループに属する人は中年だけでなく高齢になってもあまり硬くなく、②のグルー
プの人も中年まではあまり硬くならないという結果が報告されています。

　

基調講演３
「今日から始める簡単エクササイズで動脈硬化予防」

独立行政法人国立健康・栄養研究所
健康増進プログラム

運動ガイドラインプロジェクトリーダー
宮地　元彦 氏

運動

身体活動

人が体を動かすことを総じて「身体活動」と言う

健康増進や体力向上などの意図を
持って、余暇時間に行われる活動

速歩、ダンス、エアロビクス、
ジョギング、テニス、サッカー
など

日常生活を営む上で必要な労働や
家事に伴う活動

買い物、犬の散歩、通勤、床掃除、
庭掃除、洗車、荷物運搬、子供と遊
ぶ、階段昇降、雪かきなど

生活活動

１０



　また厚労省の「エクササイズ
ガイド２００６」では、有酸素運
動なら１週間に60分、生活活

動なら１日の歩数を１万歩以
上にすれば、動脈の内皮機能
を良好に保て、かなり効果が
あるとしています。一方、介護
予防には筋力トレーニングも
必要ですが、私たちの研究で
は若者や中年者の激しい筋ト
レは動脈を硬くするという結果
が出ています。従って筋トレは
軽めにし、終わったら散歩やヨ
ガ、ストレッチングなどを15分

ぐらい追加するといいでしょう。

１１

健康な人

「まず、一日一万歩を目
標に！」

週23ｴｸｻｻｲｽﾞの身体活動

「運動でいい汗かこう、
週合計60分」

週4ｴｸｻｻｲｽﾞの運動

メタボの人
「1日3000歩増やそう」
内臓脂肪減少には、

週10ｴｸｻｻｲｽﾞ以上の運動

エクササイズガイド2006の策定



宮地　元彦（みやち　もとひこ）　
独立行政法人国立健康・栄養研究所　健康増進プログラム　運動ガイドラインプロジェクトリーダー

1988年鹿屋体育大学体育スポーツ課程卒業、90年鹿屋体育大学大学院修了、99年博士（体育科学、筑波大
学）。川崎医療短期大学講師、助教授、米国コロラド大学客員研究員などを経て、2003年独立行政法人 国立
健康・栄養研究所、身体活動調査研究室長。06年運動ガイドラインプロジェクトリーダー、現在に至る。05年厚
生労働省運動所要量策定ＷＧ委員、06年同省標準的な健診保健指導のあり方に関する検討会委員、08年同
省特定健診・保健指導の実施に関するWG委員。

　日本人の身体活動量はこの10年で１割ほど

減っています。これをもう１度増やすためには、
自分の現在の身体活動量と到達するべきゴー
ルを正確に知ることが必要です。それには歩
数計や身体活動量計が役立ちます。例えば
歩数計を持つと歩数を増やす意欲が高まり、
１日が終わったときに歩数が１万歩を超えて
いると満足感も味わえます。

　もう一つ私が注目しているのはテレビゲー
ムの利用です。私たちの研究所でテレビゲー
ムソフトを調べたら、動脈硬化の改善が期待
できるソフトがありました。運動がいいことは
分かっていてもなかなかできない人には、お
もしろいアプローチかもしれません。

１．歩行やそれと同等の活動を1日1時間程度行っている（1万歩/日以上）
２．今までの生活に1日30分程度の歩行（3000歩）を加えることが出来ている

はい いいえ

６ヶ月以上継続している 毎日ではないが、時々は行っている
あるいは、今すぐ始めようと思っている

はい いいえ はい
いいえ

いいえはい

いつかは実行しようと思っている

維持ステージ

・賞賛
・傷害に注意

実行ステージ

・倦怠感の予防
・恩恵の再確認

準備ステージ

・激励
・運動のきっかけ
・支援
・具体案

関心ステージ

・肥満を解消した自分の
イメージ
・運動阻害要因の除外
・短期目標の設定

無関心ステージ

・運動の恩恵への
気づき
・病気への不安
・周囲への迷惑

あなたの身体活動・運動のステージを知りましょう
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維持 歩数10,000歩以上でかつ体重×5kcal以
上を達成

実行 歩数10,000歩以上あるいは体重×5kcal以上を達
成

準備 歩数が男性8,000歩以上で10000歩未満、女性7,500歩以
上で10000歩未満

関心 歩数が5000歩以上で男性8,000歩未満、女性7,500歩
未満

無関心 歩数が5,000歩未満

歩数や活動量から身体活動ステージを知る



第2部

パネルディスカッション

「動脈硬化予防　企業はどう取り組むべきか？」
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＜パネリスト＞
山科　　章氏 　〔東京医科大学　循環器内科　教授〕
森本　達也氏　〔静岡県立大学　薬学部分子病態学講座　教授〕
宮地　元彦氏 〔独立行政法人国立健康・栄養研究所
　　　　　　　　　 　健康増進プログラム　

運動ガイドラインプロジェクトリーダー〕
野口　　緑氏　 〔尼崎市環境市民局市民サービス室　課長〕

＜コーディネーター＞
好本　　惠氏
　　 　〔元ＮＨＫアナウンサー・十文字学園女子大学客員教授〕



　好本　企業は従業員の健康管理、
特に動脈硬化の予防とどう取り組
んだらいいのか、それぞれの立場
からお話しください。

　野口　特定健診・保健指導がスター
トして２年たちますが、これが従来
の健診と違うのは病気の早期発見
ではなく、動脈硬化性の病気の予
防を目的にしていることです。

　尼崎市もそうした観点に立ってす
でに２０００年度から市職員にメタ
ボリックシンドローム対策を実施、
翌年度から在職中の心臓病による
死亡はゼロになりました。また06年

度からは国保加入の市民を対象
に特定健診を始めました。

　健診受診率は初年度の19％から
08年度は42％に向上。保健指導

に基づく生活習慣改善への取り組
みにも、先行きに明るさが見えてき
たというのが現状です。

コーディネーター　

好本　惠氏

予防可能な心血管疾患を減らすために

③内臓脂肪症候群該当者・予備群③内臓脂肪症候群該当者・予備群 減少減少

②② 保健指導介入による生活習慣改善保健指導介入による生活習慣改善

①① 特定健診受診率の向上特定健診受診率の向上

特定健診・特定保健指導のターゲット
科学的根拠に基づいた予防ターゲットの抽出

障害 早世

失明

壊疽・切断

脳血管疾患

虚血性心疾患

糖
尿
病

循
環
器
疾
患

高血圧

高血糖

高中性脂肪

低HDL

高尿酸

高LDL

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム

内
臓
脂
肪
の
蓄
積

肥
満
（BM

I

25
以
上
）

肥満症

早期介入・行動変容

眼底検査
心電図検査

（クレアチニン）

75ｇＯＧＴＴ

死
亡

後遺症（麻痺・障害）

インスリンを守る

血管を守る

特定健診（高齢者医療の確保に関する法律）

頚部エコー・負荷心電図・微量アルブミン尿検査
（労災保険2次健診給付）

適
正
体
重

腎不全(人工透析）

尼崎市環境市民局
市民サービス室　課長

野口　　緑氏
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　　山科　生活習慣病などによって生じる動脈硬化は、自覚症状がないまま長い時間をかけて徐々に進ん
でいきます。従って予防のための動機付けが非常に難しいのですが、まず、その怖さを正しく知ってもらうこ
とが大切です。そうすることによって高リスクアプローチだけではなく集団アプローチによる動脈硬化疾患の
予防が可能になると思います。また、動脈硬化を早期の段階、例えばＦＭＤ検査などによって内皮機能の低
下を的確にとらえて知らせることも早期の対策として重要と思います。

宮地　日本人の病気の予防意識の低さは国民皆保険制度のマイナス面の表れだと思います。病気になっ
ても保険が必ず面倒を見てくれるというところに安住して、自分の健康にあまり気を使わないわけです。しか
し国民医療費が今のまま膨張を続けると、世界に誇るべき国民皆保険制度が早い時期に崩壊してしまう心
配があります。それを防ぐためにも動脈硬化予防の重要性について国民を挙げての議論がもっと必要だし、
企業にはその先頭に立ってほしいと考えています。

　森本　従業員に対してもっと積極的に教育することが大切です。具体的に言うと、例えば保健師や管理栄
養士に定期的に来てもらって、教育講演をしてもらう。あるいは血圧計や体重計を社内に置き、従業員が気
軽に自分の健康状態をチェックできるようにする。従業員食堂があるなら、メニューに成分やカロリーの表示
をしたり、ポスターを張るなどで動脈硬化予防の重要性を啓発するといったように、地道な努力が必要です。
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　好本　予防だけでなく、企業の経営・財務面を含めてメリットのある「健康経営」ということについてはどう考え
たらいいでしょう。これは自治体にとっても大きなテーマで、尼崎市はこの点でも着実に成果を上げつつあると
聞きますが。

　野口　尼崎市の国保のレセプトを集計すると、生活習慣病の患者さん１人の平均医療費は１カ月に２万５千
円かかっています。それが、例えば高血圧から脳卒中を発症すると通院の場合で３万円、さらに入院が必要に
なると57 万円にはね上がります。このため高リスクの方に対する重症化予防のための保健指導に力を入れた
ところ調査月当たりの入院件数が大幅に減り、08年度は07年度に比べて生活習慣病全体の入院医療費が１カ

月で１億２千万円減少しています。入院日数も保健指導を受けた方は健診未受診の方より１週間前後短くなっ
ています。

　森本　今のお話で感じたのは健診を受けることの大切さです。私は外来では主に心臓病を診ていますが、糖
尿病などほかの病気を気にしている患者さんもかなり多い。しかし、ほとんどの医師は忙しすぎて、なかなかほ
かの病気まで予防的に診ることができません。定期的に健診を受け、病気のリスクを早く発見するように努め
てください。もう一つ健康経営に関して言うと、昼休みを１時間しっかり確保できるよう経営者は考えていただき
たい。５分や10分で昼食を済ませようとすると、よくかまず飲み込むようなことになって従業員の健康には大き

なマイナスです。

　山科　企業の従業員は定年までなんとか持ちこたえて、退職後に病気になる人が多いのです。オーバーホー
ルは退職後にという意識が従業員にあるのではないかと思いますが、経営者の方にも従業員の一生を通して
の健康にもっと留意していただきたい。特定健診・保健指導にしても、一生懸命取り組んでいる企業がある一
方で、形式だけという企業も少なくないように思います。

生活習慣病ごとの１ヶ月あたり

１人当たりの単価は･･･

生活習慣病の平均単価生活習慣病の平均単価

25,132円

高血圧症高血圧症

25,519円

糖尿病糖尿病

29,485円

脳血管疾患脳血管疾患 通院通院

29,939円

虚血性心疾患虚血性心疾患
（心筋梗塞・狭心症）通院（心筋梗塞・狭心症）通院

32,441円

脳血管疾患脳血管疾患入院入院

571,653円

虚血性心疾患虚血性心疾患
入院入院

709,224円

糖尿病が加わると･･･糖尿病が加わると･･･

335,4685,468円円
糖尿病が加わると･･･糖尿病が加わると･･･

615,487615,487円円

糖尿病が加わると･･･糖尿病が加わると･･･

38,37938,379円円
糖尿病があると･･･糖尿病があると･･･

782,349782,349円円

糖尿病があるとなぜ医療費が高くなるのでしょう？

重症化すると・・・

　宮地　健康経営を進め
るに当たって重要なのは
ベネフィットに対する考え
方です。健保組合なら財
政状況が好転するかどう
かで直接的に判断できま
すが、企業の場合はもっ
と幅広い観点からの検討
が必要です。例えば従業
員の健康状態が良くなれ
ば生産性が高まるかもし
れないし、管理職の人が
病気で長期欠勤すると事
業の継続性が損なわれ
たり意思決定が遅れたり
して、組織が被る損失は
非常に大きい。リスクマネ
ジメントの観点からもベネ
フィットを考えることが大
切です。
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好本　惠（よしもと　めぐみ）　元NHKアナウンサー・十文字学園女子大学客員教授

1976年NHKアナウンス室入局。81年からフリーアナウンサーとして『きょうの料理』『すくすく赤ちゃん』『NHK俳壇』
『ペット相談』などを担当。現在NHKの『日曜フォーラム』などで、医療、健康、暮らし、教育などをテーマにしたシン
ポジウムの司会を務める。また、立正大学、NHK文化センターなどの講師を務める。著書に『話しことばの花束』
『俳句とめぐりあう幸せ』（共にリヨン社）『ハッピーチャイルドに育てる19の知恵』（NHK出版）などがある。
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野口　緑（のぐち　みどり）　尼崎市環境市民局市民サービス室　課長

1986年尼崎市役所入庁、保健所、保健企画課を経て、2000年4月より総務局職員部職員厚生課（職員健康推進担

当）職員の健康管理を担う。保健指導を中心とした生活習慣病対策にとりくみ、従事した翌年より、毎年あった心血
管疾患による現職死亡が、０人となる。05年4月より市民局（現　環境市民局）国保年金課健康支援推進担当。尼
崎市国民健康保険被保険者10万人対象に、特定健診・保健指導を行う。05年4月より神戸大学大学院総合人間科

学研究科ヒューマンコミュニティ創成研究センター　労働・成人教育支援部門　研究員。著書に「メタボリックシンドロー
ム実践ハンドブック」（共著 発行 メディカルトリビューン）、「脂肪細胞のひみつ」（共著 メディカルトリビューン）があ

る。

　好本　人は動脈から老いるといわれますが、動脈を若々しく保つために、忙しい企業従業員が一人で生活習
慣の改善に取り組むのはなかなか難しいものです。大きな病気になったとき、支える家族も大変です。企業が
これまで以上に、健康経営への風土づくりや社内の意識改革に取り組んでいただければと思います。ありがと
うございました。
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拡大画面は、今回のフオーラムの新聞画面で見れます
（クリックすると拡大画面をご覧いただけます）

/event/pdf/forum20100216big.pdf


掲載原稿 3/20　東商新聞

１９


