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Ⅰ　非感染性疾患対策の現状

　非感染性疾患 （Non-communicable diseases, NCDs）
は心血管疾患，がん，慢性呼吸器疾患および糖尿
病を中心とした疾患であり，世界の全死亡の ₆割
を占め，その ₈割は低中所得国で生じている．こ
れまでの研究成果から健康的な生活習慣により
NCDsの₈₀％，がんの ₃分の ₁以上は予防できる
とされている₁）．
　世界保健機関（World health organization, WHO）
は₂₀₁₃年 ₅月に世界的な行動計画を発効した₁）．こ
の計画は ₉つの行動目標，①早世リスクを相対的
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特別報告

第23回 IUHPE 世界大会における非感染性疾患対策の研究動向
Beating NCDs equitably を中心として

江川　賢一*₁

目的：非感染性疾患（Non-communicable diseases，以下 NCDs）は依然として世界の主要死因である．本報
告はNCDs対策の現状を概観し，第₂₃回ヘルスプロモーション・健康教育国際連合（IUHPE）世界大
会における NCDsの予防と管理に関する研究動向を報告する．

結果：₂₀₃₀年までにNCDsによる早世を ₃分の ₁に減少させる国際連合（UN）の持続可能な開発目標（Sus-
tainable development goals, SDGs）の枠組みとともに世界保健機関（WHO）は国，地域，民間レベル
での取り組みを推進している．IUHPEは₂₀₁₈年にこれらの取り組みを加速するために Beating NCDs 
equitablyと題した声明を発表した．IUHPE世界大会はプラネタリーヘルス（planetary health）をテー
マとした．この声明に続く研究や実践を促すためのシンポジウム，パラレルセッションおよびラウン
ドテーブルでは健康格差を解決し，公平性のある取り組みが強調された．

結論：公平性のある NCDs対策を進めるには，社会全体のシステムアプローチが重要である．SDGsの枠組
みにおいては個人のヘルスリテラシー，地域のエンパワメントに加えてマルチセクターによるアドボ
カシー研究が必要である．

〔日健教誌，₂₀₁₉；₂₇（₄）：387-391〕
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に₂₅％減少する，②危険飲酒を相対的に₁₀％減少
する，③身体不活動を相対的に₁₀％減少する，④
₁₅歳以上の喫煙率を相対的に₃₀％減少する，⑤血
圧高値を相対的に₂₅％減少する，⑥糖尿病と肥満
の増加を抑制する，⑦心疾患や脳卒中を予防する
ための薬物療法やカウンセリングの適格者の₅₀％
以上が受療する，⑧治療に必要な安価な基礎技術
とジェネリックを含む医薬品の₈₀％が入手できる
ことを策定した．
　この動向は₂₀₃₀年までにNCDsによる早世を ₃
分の ₁に減少させる国際連合（UN）の持続可能な
開発目標（Sustainable development goals, SDGs）
の枠組みと協調して，国，地域，民間レベルでの
実効性のある取り組みが期待されている．そこで，
本報告では第₂₃回ヘルスプロモーション・健康教
育国際連合（IUHPE）世界大会におけるNCDsの
予防と管理に関する研究動向を報告する．
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Ⅱ　第₂3回 IUHPE大会₂）

1 ）シンポジウム

　IUHPE会長の Robertson氏は，₂₀₁₈年 ₅ 月に
IUHPEが公表した公平性のあるNCD対策（Beat-

ing NCDs equitably）に関するシンポジウムで，
社会全体のシステムアプローチの重要性を強調し
た．IUHPEはこれらを構造化して公式の声明とし
て公表した₃）．シンポジストはこの声明で要求し
ている₁₀項目を参加者に説明した（図 ₁）．
₂ ）パラレルセッション

　NCDsの負担減少における税制（Effectiveness 

of taxation in reduction of NCD burden）と NCDs

予防と管理（The burden of NCDs: Prevention and 

management）の ₂つのセッションがあった．
　前者で Simmons氏は，フィラデルフィア市の
「ソーダ税」導入による関連商品の減収と子どもの
健康関連の歳出効果の実例から，地域のニーズに
応じたプログラムの立案，実施，地域の参画につ
いて討議した．Tengは，「ソーダ税」が消費に及
ぼす影響についてのメタ分析により，₁₀％の課税

が消費を₈.₆％減少することを提示した．Snowdon

氏は，太平洋諸島におけるNCDs対策として実施
されているタバコ，酒への増税や果物や野菜への
減税の事例を紹介し，NCDs関連税制をより強化
し，この経験を共有する必要性を述べた．
　後者で Ligairi氏は，NCDモニタリング，サー
ベイランスシステムをレビューし，低所得国であ
るフィジーの健康情報システムに適用可能である
ことを示した．Filimoehala氏は，トンガ国におけ
る ＇Healthy Island＇ の枠組みで，税制，国民的キャ
ンペーン，持続可能な農業，家畜および海洋管理
区域および職域での実践を紹介した．Mogueo氏
は，サブサハラアフリカにおける患者のエンパ
ワーメント介入には，臨床での個人介入のみなら
ず，組織やシステムレベルで患者が意思決定する
プロセスへの介入が必要であることを強調した．
Makadzange氏は，全世界のエスワティニ王国（旧
スワジランド）における NCDsの危険因子と有病
率の関係から，集団戦略で複合リスク保有者を早
期に発見，管理する必要性を示唆した．Green氏
は，自己管理能力学習の指標として開発した Per-

図 1　公平性のある NCDs対策のための10のシステム要件についての IUHPE声明（著者訳）3）

①ハイレベルな政治的関与の確立
政治的要件

実現要件

実施要件

②不公平な健康に対処するための透明性があり、頑強な国の行動計画の展開

③プログラム実施、予防と研究評価のための持続的な資金調達の割り当て

④国および国の下位レベルのヘルス
プロモーション組織の強化と構築

⑤セクター間の協働と利益を
共有するメカニズムの確保

⑥公共サービスでのハイレベルなリーダーの任用

⑦ヘルスプロモーション従事者の能力開発と強化

⑧健康の社会的、環境的および経済的決定因子に対処する強力な政策と環境変化を
強調した包括的なヘルスプロモーションおよび予防計画の確実な実施

⑨国以外の実施者とコミュニティー
とのパートナシップへの参加

⑩質と説明責任を確保するためのエビデンス
創出、ガイドライン、評価と監視への投資
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ceived Positive Change尺度の信頼性と妥当性を検
討し，健康学習後の効果測定に有用であることを
示した．
　これらいずれもが，個人レベルや比較的小規模
な地域や組織レベルにおけるNCDs予防の有効性
を示唆し，よりセクター間の連携やより広域な地
域，国，世界レベルでの新たな展開による NCDs

対策の公平性の担保を課題として提起した．
3 ）ラウンドテーブル

　WHOの Abdelaziz氏はラウンドテーブル（Dia-

logue on the commercial determinants of health as 

a global force for promoting health, preventing 

NCD and achieving planetary health）のモデレー
タとなり，Corben氏（VicHealth），Hancock氏
（Victoria大学），Rocha氏（Brasilia大学），Baum

氏（Flinders大学）と健康増進，NCD予防および
Planetary health（全球的な健康）を達成するため
の世界的な力としての健康の経済的決定因子（Com-

mercial determinants of health, CDH）について対
話を交わした．
　国際連合（UN）が提唱する持続可能な開発目標
（Sustainable development goals, SDGs）を達成す
るためには，健康に悪影響を及ぼす商慣行や商業
的利益に対処するメカニズムが必要である．また，
SDGsが従来のヘルスプロモーションの限界を打
破する新たなビジョンを有していることから，全
球的な健康は本大会で極めて多用されており，今
後のヘルスプロモーションの展開上，注目に値す
る．

Ⅲ　今後の研究課題

　低中所得国においては個人レベルでのヘルスリ
テラシー，エンパワメントアプローチや健康生成
論のアプローチが未整備である．また，地域や職
場などの組織レベルでの環境整備に加えて，マル
チセクターの協力推進や，制度レベルの総合的な
政策の確立へのアドボカシーが求められる₄）．国
際食糧政策研究所は₂₀₃₀年までに栄養失調を解決
するために， ₅つの行動，①あらゆる栄養失調を

解決するために，政治的選択をする，②より投資
し，よりよく配分する，③最大の投資を得るため
に，正しいデータを収集する，④実証され，根拠
に基づく解決策を実行することに投資し，新しい
解決策を識別する，⑤あらゆる栄養失調の解決に
取り組むことを呼びかけている₅）．また，WHOは
₂₀₃₀年までに身体不活動を全世界で₁₅％減少する
ために，政策アクションを拡大するための行動計
画を策定した₆）．この計画は社会，環境，集団，政
策システムを包括的に活用するための枠組みを提
供している．
　高所得国に属するわが国では，₂₀₁₂年に策定さ
れた健康日本₂₁（第二次）の結果評価を前に，第
三次を見据えた計画の見直しの動きが始まってい
る．高度（高価）な医療技術により医療費の増大
に歯止めがかからず，健康格差の拡大が社会問題
となっている．社会保障制度を支える₄₀歳から₆₉
歳が人口減少に転じた後でも，循環器疾患罹患者
数の増加が推定されており，ハイリスク戦略とポ
ピュレーション戦略を組み合わせた対策が必要と
の指摘もある₇）．
　国家の所得レベルによってNCDs対策は異なり，
例えば喫煙目標は国家所得レベルの高低によらず
設定され，野菜摂取目標は高所得国家のみで設定
されている₈）．国民の健康リスクを適切に把握し，
実効性のあるプログラムを計画，実行，評価する 

には，高度な専門家の養成が求められる₉）．IUHPE 

声明に基づくシステム思考を熟知し，関係団体が
協働して政策的アドボカシー能力を高める研究開
発が急務である．

利益相反

　利益相反に相当する事項はない．
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Overcoming non-communicable diseases with equity
Update on NCD control research for the ₂₃rd  

IUHPE world conference

Ken＇ichi EGAWA*₁

Abstract
Objectives: Non-communicable diseases (NCDs) constitute the most important health issue. This study aimed 
₁) to review the current status of NCD control and ₂) to provide an update on the research of NCD preven-
tion and control at the ₂₃rd International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) world confer-
ence.

Results: The United Nations proposed the framework of a development objective (sustainable development 
goals, SDGs) to decrease premature deaths caused by NCDs by one-third by ₂₀₃₀. The World Health Orga-
nization promotes NCD prevention and control at the national, regional, and private sector levels. In ₂₀₁₈, 
IUHPE announced the ＂Beating NCDs equitably＂ to accelerate these initiatives. The theme of the ₂₃rd world 
conference was ＂Promoting Planetary Health and Sustainable Development for All.＂ Participants discussed 
the most recent research and practices in symposia, parallel sessions, and roundtables. The conference 
emphasized the need for efforts for globally and equitably to reduce health disparities.

Conclusions: A system-based approach incorporating the whole-of-society is important for equitably promoting 
NCD prevention and control. In line with the SDGs framework, we should promote advocacy researches and 
actions using a multi-sectorial approach. Further researches on health literacy at the individual level and 
empowerment at the local and regional community levels are needed.

〔JJHEP, ₂₀₁₉；₂₇（₄）：387-391〕
Key words: non-communicable diseases, equity, planetary health, system requirement, health inequalities

*₁ Exercise Ecology Studio, Department of Human Nutrition, Faculty of Human Nutrition, Tokyo Kasei Gakuin 
University


