
資料1  特定保健指導による内臓脂肪および酸化ストレス改善効果 

 

 

 

 

 

 

 

特定保健指導による内臓脂肪および酸化ストレス改善効果 

 

研究計画書 

 

 

 

 

 

埼玉医科大学 

地域医学・医療センター 

大野 洋一 

 

 

Version.1-1 2015年1月13日   作成 

Version.1-2  2015年3月9日   再作成 

Version.2  2015年6月8日  研究組織および開始日の変更

1 
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研究の名称  

特定保健指導による内臓脂肪および酸化ストレス改善効果 

 

① 研究の実施体制 

＜研究組織＞ 

埼玉医科大学地域医学・医療センター 

教授 別所正美 准教授 柴﨑智美 准教授 大野洋一   

特任准教授 本橋千恵美 

助教 荒木隆一郎 宮崎 孝 高橋幸子 諏訪恵美 助手 佐藤真喜子 

協力機関名 毛呂山町保健センター 予防係 

保健師 戸野倉亜津紗 久保田佐代子 

＜役割分担＞ 

研究計画、資料作成、対象者への説明、同意の取得、尿検査等の実施、健診データ

等個人情報と調査データとの連結可能匿名化作業、生体試料の分析、データの集計

解析､報告書の作成を埼玉医科大学地域医学・医療センターが担当する。 

住民の勧奨、特定保健指導、連結可能個人情報の保管管理を毛呂山町保健センター

が担当する。 

 

② 研究の目的及び意義 

＜研究の目的＞ 

本研究は市町村の保健事業と協力しながら実施される。特定保健指導の対象者から

研究対象者を募集する。特定健康診査の結果を提示することに同意した、健常者、メ

タボリック症候群の予備群、および、メタボリック症候群該当者を対象とした断面調

査を行う。生活習慣と内臓脂肪、生活習慣と動脈硬化度、内臓脂肪と動脈硬化度との

関連を検討する。次に、メタボリック症候群の予備群およびメタボリック症候群該当

者が保健指導を受けた場合に、生活習慣が変化するかを明らかにし、効果的な保健指

導が内臓脂肪を改善するかを前向きに調査する。内臓脂肪改善の要因として保健指導

を受けた後の日常生活における活動量を測定し、内臓脂肪の変化との関連を検討する。

さらに、特定保健指導に伴う生活習慣改善と内臓脂肪の改善が、酸化ストレスと動脈

硬化に好影響をもたらすかを明らかにする。 

 ＜研究の意義＞ 

健康日本２１は国民の健康づくり対策の中心として位置づけられ、特定健康診査・保

健指導が糖尿病の新規発症の予防に貢献している。この状況の中で市町村保健センター

は地域保健の中で身近な保健サービスを提供する実施主体となっており、今後の地域住

民の健康づくりを広くサポートしていく中心的な役割を担っている。 

 平成20年度から平成24年度まで、市町村国保に特定健康診査が義務付けられ、健診受

診率向上のための方策を立てることが責務となった。メタボリック症候群およびその予
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備群該当者に対して特定保健指導が市町村の保健センターまたは委託を受けた民間業

者によって提供されている。しかしながら、地域で行われるメタボリック症候群該当者

を標的にした予防活動は職域ほどの効果が得られていない。市町村国保ならびに市町村

保健センターはこの変革のなかで、どのように住民の健康づくりに携わっていくのかと

いう点で重要性が増している。平成25年度以降の第２期特定健診保健指導への対応方法

として更なる改善が急務となっている。 

 埼玉医科大学が位置する毛呂山町は、８年前までは当時の住民健診(老人基本健診)

の受診率が約15％と低迷していた。特定健診実施直前の平成19年に施行した毛呂山町住

民へのアンケート調査では、健診を受けない理由として「病気になってから大学病院に

いけばよい。」「すでに大学病院にかかっているので健診の必要はない。」「町の保健

センターの場所を知らない。」「健診を受けると病気にさせられる。」など様々な意見

が寄せられた。健診受診率が低かった理由として、地域住民の健康意識が不十分であっ

たことが示唆された。そこで、毛呂山町保健センターの保健師らが中心となり、様々な

PR活動を通して特定健康診査と特定保健指導の円滑な導入に5年間携わり、平成20年度

から24年度まで健診受診率は県内で伊奈町と１～２位を分け合う状況にまで改善した。

埼玉医科大学の地域医学医療センターとしても大野と柴﨑が毛呂山町の健康づくりア

ドバイザーに就任し、毛呂山町保健センターの活動を支援してきた。 

 本研究の意義は地域の保健師による特定保健指導により、生活習慣の中で特に日常生

活の活動度が高いことが内臓脂肪蓄積を抑制し、酸化ストレスの軽減を介して動脈硬化

を抑制することを示すことにある。 

 

④ 研究の方法及び期間 

＜研究方法＞ （図 調査の概要（P11）もご参照下さい） 

１） 測定方法 

(ア) 内臓脂肪 

オムロンの内臓脂肪測定装置 HDS-2000を用いて内臓脂肪面積を測定する。HDS－

2000は、デュアルインピーダンス法により、簡単・安全でＸ線ＣＴ検査による内臓脂

肪面積と相関の高い正確な内臓脂肪面積の算出を可能にした。 

 HDS-2000 
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(イ)  脈波解析による動脈硬化度 

オムロンの血圧脈波検査装置HEM9000AIを用いて動脈硬化度を測定する。中心血圧は

動脈からはね返る反射波の強さを測るもので、心臓への負担の度合いを反映する。 

 

 HEM9000AI 

(ウ) 日常生活活動量 

オムロンの活動量計 Active Style Proを用いて日常生活での活動量を測定する。

この活動量計は、通常歩行に加えゆっくり歩行や速歩、ジョギングなど、また掃除、洗濯

などのさまざまな生活活動を識別し、それぞれの活動量を正確に推定する 3次元加速度セ

ンサを活用し、独自の信号処理によって体の動きと姿勢の変化を捉え、生活活動時の活動

量についても精度良く計測できる。保健指導を受けた後半の 3～6か月後の 1週間、朝起

きてから寝るまでベルトに装着する。 

Active Style Pro 

(エ) 別表1のとおり、尿中のイオン濃度、酸化ストレスマーカー、クレアチニンを

同時に測定する。 

別表１ 特定保健指導初回指導時、保健指導6か月後検査項目 

尿中 Cr   ○ 

尿中 Alb  ○ 

尿中 OHdG ○ 

尿中 FABP ○ 

尿中 Na ○ 

尿中 Ca ○ 

尿中 Cu ○ 
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尿中 Zn ○ 

 

２） 対象者毎の時系列に沿った測定項目 

1.  健常者 

「情報提供」時に内臓脂肪面積と動脈硬化度の測定を行う。 

2.  メタボリック症候群予備群の動機付け支援対象者 

保健指導前に内臓脂肪面積と動脈硬化度、腹囲、体重、血圧を測定する。 

保健事業として以下の保健指導を実施する。 

第１回目：「メタボリックシンドロームについて」の集団指導と、個別の目標設定。 

 第２回目（３か月後）： 希望者に運動教室 

第３回目（６か月後）： 個別の目標の達成を評価 

（２か月後と５か月後に栄養指導やストレッチに関する手紙による情報提供） 

保健指導の内容は本研究によって変わらない。 

３～６か月の時点で日常生活動作の活動量を測定する。 

保健指導最終日に、保健指導前と同様の測定を行う。 

3.  メタボリック症候群の積極的支援対象者 

保健指導前に内臓脂肪面積と動脈硬化度、腹囲、体重、血圧を測定する。尿中の陽

イオン濃度、酸化ストレスマーカー、クレアチニンを同時に測定する。 

保健事業として以下の保健指導を実施する。 

第１回目：「メタボリックシンドロームについて」の集団指導と、個別の目標設定。 

 第２回目（１か月後）：保健師による個別指導、運動指導。 

 第３回目（２か月後）：栄養士による集団栄養指導。 

 第４回目（３か月後）：栄養指導バイキングテスト。 

 第５回目（６か月後）：検査結果の説明と個別の目標の達成を評価。 

保健指導の内容は本研究によって変わらない。 

３～６か月の時点で日常生活動作の活動量を測定する。 

保健指導最終日に、保健指導前と同様の測定を行う。 

３）情報の収集ならびに解析 

A) 内臓脂肪蓄積と動脈硬化度に関する断面調査 

健常者(50名)、メタボリック症候群予備群の動機付け支援対象者 (50名)、および、

メタボリック症候群の積極的支援対象者 (50名)、合計150名を対象として生活習慣、健

診項目、内臓脂肪面積、および、動脈硬化度の関連について断面的に解析する。 

B) 特定保健指導による内臓脂肪および酸化ストレス改善効果 

メタボリック症候群予備群の動機付け支援対象者 (50名)、および、メタボリック症

候群の積極的支援対象者(50名)、合計100名を対象として、内臓脂肪面積と動脈硬化度

の変化に関連する生活習慣と健診項目を解析する。さらにメタボリック症候群の積極的
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支援対象者(50名)については酸化ストレスマーカーの変化についても検討する。 

＜研究の期間＞ 

 倫理委員会承認日（2015年4月24日）より2020年12月31日 

 

⑤ 研究対象者の選定方針 （5年で 150名目標） 

1.  健常者 

毛呂山町の特定健康診査受診者で年齢が40～64歳で、生活習慣と運動習慣に関する

アンケート調査、および、特定健康診査の結果を提示することに同意した健常者でメ

タボリック症候群に関する「情報提供」に階層化された方、年間10名、5年間で50名を

対象とする。 

2. メタボリック症候群予備群の動機付け支援対象者 

毛呂山町の特定健康診査受診者で年齢が40～64歳で、生活習慣と運動習慣に関する

アンケート調査、および、特定健康診断の結果を提示すること、さらに、特定保健指

導の実践に同意したメタボリック症候群の予備群で「動機付け支援」に階層化された

方、年間10名、5年間で50名を対象とする。 

3. メタボリック症候群の積極的支援対象者 

毛呂山町の特定健康診査受診者で年齢が40～64歳で、生活習慣と運動習慣に関する

アンケート調査、および、特定健康診断の結果を提示すること、さらに、特定保健指

導の実践に同意したメタボリック症候群で「積極的支援」に階層化された方、年間10

名、5年間で50名を対象とする。 

 

⑥ 研究の科学的合理性の根拠 

平成 20年度から 24年度まで、研究調査活動「特定保健指導によるメタボリックシン

ドロームの動脈硬化改善～健康トゥ毛呂―21 血管若返りプロジェクト～」において、

特定健診にてメタボリック症候群と診断され、特定保健指導の積極的支援の対象となっ

た住民に対して保健師が６か月間の指導を行い、住民が積極的に生活習慣改善に取り組

んだところ、体重と腹囲の減少のみならず、上腕動脈の血圧低下、中心動脈の血圧低下、

および、LDL-コレステロールの低下に加えて、酸化ストレスマーカーの低減に役立つこ

とを明らかにした(Ohno Y. et al. Obes Res Clin Prac in press)。しかしながら、６

か月間の 28 名の調査では動脈硬化度の改善は認められず、また、酸化ストレスの低減

にも好影響を与えるべき亜鉛が食事制限によって減少してしまうことが判明し、バラン

スの取れた食事療法さらには食事制限と共に亜鉛の補充が必要となることが明らかに

なった。今後、メタボリック症候群に伴い、無症状の間に進行する心血管疾患を予知す

る医学的指標の開発が求められている。 

 

⑦ インフォームド・コンセントを受ける手続等 
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本研究は町の保健センターの事業として保健指導は行うものの、採血等の侵襲的な手

技を伴わない。本研究として人体から採取される試料は尿だけであり、採血の結果は当

該年の研究への参加を募集する前の特定健康診査の結果を再利用する。すなわち、対象

者本人が有している既存情報の提供となる。また、内臓脂肪面積の測定、脈波解析によ

る動脈硬化度測定、および、活動量計測は血圧測定と変わらない程度の非侵襲検査であ

る。侵襲性を有しない介入研究としてインフォームドコンセントを受けることを原則と

するが、文書による同意は必要ない研究として申請する。脈波解析が非侵襲的検査であ

ることは循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2011-2012年度合同研究班報告）

の「血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン」に取り上げられていることから

明らかである。本研究で採用するDual Impedance法による内臓脂肪面積測定に関しては

侵襲性に関する指針は存在しないが、元よりCT検査のX線暴露を回避し、非侵襲とする

ために開発された機器である。活動量計による計測は歩数計と同様に日常生活の中で行

なわれるので、特に新たなリスクが付加されるとは考えにくい。研究対象者への説明及

びインフォームドコンセントの取得方法としては、説明用の資料(資料2－1，2－2、2

－3）にもとづいて口頭で説明し同意を得る。調査日ごとに同意者のリストを作成し説

明方法及び内容並びに同意内容、質問事項について記録を作成する。具体的な同意取得

の時期は以下に記す。 

1.  健常者 

無作為に抽出した健常者に検査結果を送付する際、別紙資料2－1を同封し希望者を

募る。また、健康祭りなどの催事に別紙資料2-1をポスターとして掲示して希望者を募

る。１か所に集めて一同に研究計画と調査方法を、別紙資料2－1を用いて説明し同意

を得る。 

2. メタボリック症候群予備群の動機付け支援対象者 

初回の特定保健指導時に内臓脂肪面積と動脈硬化度の測定の希望者を募り、１か所

に集めて一同に研究計画と調査方法を、別紙資料2－2を用いて説明し同意を得る。 

3. メタボリック症候群の積極的支援対象者 

初回の特定保健指導時に内臓脂肪面積と動脈硬化度の測定の希望者を募り、１か所

に集めて一同に研究計画と調査方法を、別紙資料2-3を用いて説明し同意を得る。 

 

⑧   個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法を含む。） 

各個人の特定健康診査の結果、保健指導前後での体重、腹囲、血圧、脈波解析による

動脈硬化度、内蔵脂肪面積、活動量、および、酸化ストレスに関するデータは指定され

たデータ管理者(大野および柴﨑)により毛呂山町保健センターで電子化され連結可能

匿名化した上で、研究施設である埼玉医科大学地域医学・医療センターにおいて解析対

象とされる。また、特定保健指導対象者の採尿検体は、保健センターで匿名化した上で

地域医学・医療センターに届けられ測定される。いずれも、個人を標識する番号を付す
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るが、個人標識番号と個人情報との対照表は毛呂山町保健センター内のみに保管する。 

 

⑨  研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益、これらの総合的評価 並

びに当該負担及びリスクを最小化する対策 

不利益：特定健診、特定保健指導は、町の保健事業の一部として実施されるものであ

り、この研究のために実施されるものではない。生活習慣の改善として行われる運動習

慣の実践に伴う外傷や心血管事故などのリスクがあるが、生活習慣の改善は町の保健事

業として、本人自ら行うべきものだから、本研究によるものとは考えにくい。採尿を行う

がこれによる健康被害は考えにくい。その他の身体計測も非侵襲的検査に該当する。また、

個人情報の管理に関しては連結可能匿名化により十分に注意を払う必要がある。参加者

が運動実践時に無理をしないように注意を喚起する。 

利益：特定保健指導前後における変化を明らかにすることにより、生活習慣の改善の

効果を対象者、行政、研究者が知ることができ、指導の効果を明らかにすることができ

る。これによって対象者の健康づくりへの取り組みに一層役立つことが期待される。毛

呂山町の健康づくりに対する取り組みの強化に好影響を与える。メタボリック症候群に

おける保健指導対象者の酸化ストレスマーカー等の特徴を明らかにすることにより、こ

れらの病態把握に有用である。 

 

⑩ 試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含む。）の保管及び廃棄の方法  

採尿検体は1か月以内に測定後直ちに廃棄される。匿名データは埼玉医科大学地域医

学・医療センター内の鍵のかかる保管庫内に厳重に保管される。匿名データは地域医学

研究室内に設置するスタンドアローン型専用PCに入力される。また解析操作は本学倫理

委員会に申請された研究責任者ならびに分担者の間でのみ行われる。PCパスワード情報

は、指定された管理者(大野および柴﨑)に限定される。 

 

⑪ 研究機関の長への報告内容及び方法 

実施許可より１年ごとに所定書式により報告する。有害事象が生じた場合は速やかに

文書で研究機関の長に報告する。 

 

⑫ 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研

究に係る利益相反に関する状況  

＜費用＞ 

 基本学科研究費から尿検査、内臓脂肪面積測定、動脈硬化関連指標に関する測定にか

かる人件費その他調査票の印刷、集計解析に関する費用を支出する。 

＜利益相反＞ 

 研究機関と研究者に係る利益相反はない。内臓脂肪、動脈硬化度、および、運動量測
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定装置がいずれもオムロン社製であるが、この領域で広く普及していることによる。 

 

⑬ 研究に関する情報公開の方法 

研究実施の周知は、対象者の募集時に説明文書を掲示することで情報公開を行う。埼

玉医科大学の地域医学・医療センターのホームページに説明文書と研究計画書へのリン

クを設定する。測定結果は、速やかに毛呂山町保健センターに報告し、保健指導ならび

に健康教育を通して、調査対象者に報告する。また、研究成果は日本公衆衛生学会、日

本公衆衛生雑誌等に発表する。 

 

⑭ 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

説明文書 2－1，2－2、2－3 に対する質問への窓口として連絡先を下記の如く明示し

ている。 

＜連絡先＞ 埼玉医科大学 地域医学・医療センター 

〒350－0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 

℡ 049－276-1168 

担当 大野洋一または柴﨑智美 

  

⑮ 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合 

本研究では本人以外へのインフォームド・コンセントは想定しない。 

 

⑯ インフォームド・アセントを得る場合 

本研究ではインフォームド・アセントは想定しない。 
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特定健康診査 ⇒ 特定保健指導

市町村国民健康保険組合 ⇔ 市町村保健センター
健診委託業者 （保健指導委託業者）

健常
⇒ 情報提供

メタボリック症候群予備群
⇒ 動機付け支援

メタボリック症候群
⇒ 積極的支援

健診データの利用
内臓脂肪測定
動脈硬化度測定

健診データの利用
内臓脂肪測定
動脈硬化度測定

健診データの利用
内臓脂肪測定
動脈硬化度測定
尿中電解質
尿中酸化ストレスマーカー

活動度測定
内臓脂肪測定
動脈硬化度測定

活動度測定
内臓脂肪測定
動脈硬化度測定
尿中電解質
尿中酸化ストレスマーカー

生活習慣改善 6か月

生活習慣改善 6か月

断面調査

生活習慣改善効果の調査

図 調査の概要 黒字は保健事業・青字は調査を示す
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