シリーズ COPD

健康日本21（第 2 次）
と COPD
公益財団法人結核予防会
複十字病院 院長

「健康日本21（第2次）
」が平成25年度より開始され

煙によってもたらされる肺の炎症性疾患であり，世

た。そのなかで，
COPD（慢性閉塞性肺疾患）
は，
がん，

界的にみるとCOPDの患者数は2億人，年間死亡者

循環器疾患，糖尿病と並んで，対策を必要とする主要

は300万人と推定されている。WHOは，
「緊急のタ

な生活習慣病として挙げられ，
「COPDの知識の普及」

バコ対策等を行わなかった場合，COPDによる死亡

が課題となり，現在25%であるCOPDの
「認知率」
を，

は今後10年間に30%増加し，2030年には死亡順位第

今後10年間に80%にするという目標が決められた。

3位（2008年，第4位）になる」と推定している（2011年

健康日本 21（第 2 次）の特徴
「健康日本21（第2次）
」
とは，
健康増進法
（平成14年）

2月）
。わが国でも，COPDによる死亡数は過去10年
以上増加し続け，2010年には16,293人となり，死亡
順位9位，男性では7位になっている。COPDの主要

の規定に基づいて，“国民の健康の増進の総合的な推

原因は長期にわたる喫煙習慣であり，我が国のたば

進を図るための基本的な方針”（平成15年厚生労働省

こ消費量は近年減少傾向にあるが，過去のたばこ消

告示）の全部を改正し，平成25年4月1日から適用す

費による長期的な影響と急速な高齢化によって，今

ることとしたものである（厚生労働省告示第430号と

後，さらに罹患率，有病率，死亡率の増加が続くと

して，平成24年7月10日付け官報に厚生労働大臣名

予想される。わが国では500万人を超えるCOPDが

で告示）
。

潜在していると推定される（NICE study）にもかかわ

これは，平成12年度より展開されてきた国民健康

らず，厚生労働省の調査ではCOPD受療者は20数万

づくり運動「健康日本21」
（“国民の健康の増進の総合

人に過ぎず，ほとんどが見逃されている深刻な現状

的な推進を図るための基本的な方針”）の到達点と課

がある。

題に基づいて，この10数年間における国民の健康状

健康日本21（第2次）
では，“主要な生活習慣病の発

態の変化に応じたものであり，さらに国内外で重視

症予防と重症化予防”のなかで「がん，循環器疾患，

されているヘルスプロモーション理論や健康の社会

糖尿病及びCOPDに対処するため，食生活の改善や

的要因に関する議論を反映したものとされている。

運動習慣の定着等による一次予防に重点を置いた対

「健康日本21（第2次）
」では，その基本的な方向性

策を推進する」
，そして，
「我が国の主要な死亡原因

として以下の5項目を掲げている。すなわち，1. 健康

であるがん及び循環器疾患への対策に加え，
（中略）
，

寿命の延伸と健康格差の縮小，2. 主要な生活習慣病

死亡原因として急速に増加すると予測されるCOPD

の発症予防と重症化予防，3. 社会生活を営むために

への対策は，国民の健康寿命の延伸を図るうえで重

必要な機能の維持及び向上，4. 健康を支え，守るた

要な課題である」とした。COPDが国の疾病対策の

めの社会環境の整備，5. 食生活，運動，休養，喫煙，

主要な疾患として取り上げられたことは画期的であ

飲酒及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会

り，対策を訴え続けてきた学会，医師会，患者組織

環境の改善である。第1次の
「健康日本21」
との大きな

はじめ関係者の長年にわたる努力の結果といえよう。

違いは，国民一人一人の目標を示しただけでなく，
それを可能にする社会環境の構築を目標としたこと
である。

健康日本 21（第 2 次）における
COPDの位置づけ
COPD（慢性閉塞性肺疾患）は，主として長期の喫
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健康日本 2 1（第2 次）における COPD の
「知識の普及」― 認知率の現状値と目標値
健康日本21（第2次）では基本的な方向性を達成す
るために，54項目について現状の数値と10年後の目
標値を設定した（第4章「目標の設定」
）
。現状値につい
ては公的統計などを通じて算定できるものを重視し

てデータソースを明示し，目標値の設定については

結核予防会が共同）の活動を推進することである。す

根拠を示すこととしている。COPDについては，唯

でに，日本医師会は2010年には「COPD診療のエッ

一，
「知識の普及」が目標とされ，
「認知率」が指標と

センス」を作成し，全国16万人の開業医に配布された

なった。データソースはGOLD日本委員会の1万人

が，糖尿病，高血圧，心疾患，骨粗鬆症などCOPD

を対象に毎年12月に行われるWeb調査の認知率とし

併存症には，20 ～ 30%のCOPDが潜在すると言わ

て，現状値を2010年12月の結果をもとに25%とし，

れており，各都道府県医師会を中心として，さらな

10年後の目標値を80%とされた
（図1）
。

る普及活動が期待されている。第5に，自治体の特定
健診や肺癌検診にCOPD検診を取り入れることであ

図 1 日本におけるCOPDと気管支喘息による死亡者数の推移
－COPD死亡は年々増加し気管支喘息死亡の8倍になった
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「喫煙歴あり」が対象としており，COPD検診との結
合が望まれる。既に，千葉市で実施されており，そ
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図2

健康日本 21（第 2 次）
においてCOPDは，がん，循環器疾患，
糖尿病に並ぶ主要取組疾患になった

認知率 80%の達成のために

目標

10年後のCOPD認知率80%とは，人口に置き換え
れば，日本人成人の8,000万人がCOPDを知っている
取り組みを強化する必要がある。第1に，COPDに関
するテレビCM放映の継続である。GOLD日本委員
会の調査では，テレビによる認知効果が最も高いこ
普及プロジェクト」がCOPDのCM放映を開始した。
このプロジェクトは，産学協同によって行われるも
のであり，その継続が切に望まれる。第2に，全国の
自治体による普及活動である。全国47都道府県，
1,742
市区町村における保健担当者の教育，庁舎にポスター
の掲示，住民にパンフレット配布など，国の方針を
受けた普及活動の推進が期待される。第3は，たばこ
箱（年間100億箱販売）の警告表示を，
「肺気腫」から

生活習慣
病の発症
予 防と重
症化予防
の徹底

生活習慣病の予防

とが明らかになっており，2012年に発足した「COPD

現状値

25％（平成 23 年度）

目標値

80％（平成 34 年度）

がん

状況にすることである。そのためには，さまざまな

COPDの認知率の向上

① 75 歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
②がん検診の受診率の向上

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死
亡率の減少
②高血圧の改善（最高血圧の平均値の低下）
循環器
③ 脂 質 異 常 症 の 減 少（ 総コレステロール
疾患
240mg/dL 以上の者の割合の減少）
④メタボ予備軍・メタボ該当者の減少
⑤特定健診・特定保健指導の実施率の向上
①合併症（糖尿病性腎症による年間新規透
析導入患者数）の減少
②治療継続者の割合の増加
③血糖コントロール指標におけるコントロール不
良者の割合の減少
（HbA1cが JDS 値 8.0％
糖尿病
［NGSP 値 8.4％］以上の者の割合の減
少）
④糖尿病有病者の増加の抑制
⑤メタボ予備群・メタボ該当者の減少
⑥特定健診・特定保健指導の実施率の向上

COPD ① COPDの認知率の向上

「COPD」に修正させることである。これは，財務省
からJTへの指導が必要であり，
「慢性呼吸器疾患対
策推進議員連盟」の皆様に，是非ご協力をお願いした
い。第4に，
「日本COPD対策推進会議」
（日本医師
会，呼吸器学会，呼吸ケアリハビリテーション学会，

参考資料 :
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