16：00 － 16：40
報告 3

ワーキンググループ 1
健康な食事の概念構築
東京大学大学院医学系研究科
社会予防疫学分野
教授

佐々木 敏

「健康な食事研究会」進捗報告会

WG1 佐々木 敏

略歴 2018年2月14日現在
氏名 佐々木 敏 （ささき さとし）
勤務先
東京大学大学院医学系研究科 社会予防疫学分野
学歴
昭和56（1981）年 京都大学工学部資源工学科 卒業
昭和58（1983）年 京都大学大学院工学研究科 修士課程 中退
平成元（1989）年 大阪大学医学部医学科 卒業
平成6（1994）年 大阪大学大学院医学研究科 博士課程 修了 医学博士（公衆衛生学）
平成6（1994）年 ルーベン大学大学院医学研究科（ベルギー） 博士課程 修了 医学博士（疫学）
職歴
平成7（1995）年～平成8（1996）年 名古屋市立大学医学部公衆衛生学教室 助手
平成8（1996）年～平成14（2002）年 国立がんセンター研究所支所 臨床疫学研究部 室長
平成14（2002）年～平成18（2006）年 独立行政法人国立健康・栄養研究所 栄養所要量策定企画・運
営担当 リーダー
平成18（2006）年～平成19（2007）年 独立行政法人国立健康・栄養研究所 栄養疫学プログラム プロ
グラム・リーダー
平成19（2007）年～現在まで 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 社会予防疫学分野
教授
免許： 医師
研究テーマ： 予防医学、公衆衛生学、人間栄養学、栄養疫学
主要著書
1) 佐々木敏．佐々木敏の栄養データはこう読む！ 疫学研究から読み解くぶれない食べ方 女子栄養
大学出版部、2015．
2) 佐々木敏．食事摂取基準入門--そのこころを読む-- 同文書院、2010．
3) 佐々木敏．わかりやすい EBN と栄養疫学 同文書院、2005．
4) 佐々木敏．Evidence-based Nutrition： EBN 栄養調査・栄養指導 医歯薬出版、2001．
5) 佐々木敏. 佐々木敏のデータ栄養学のすすめ 氾濫し混乱する『食と健康』の情報を整理する 女子
栄養大学出版部、2018.

「健康な食事研究会」進捗報告会

WG1 佐々木 敏

「健康な食事研究会」進捗報告会

,/6,-DSDQ ଐஜπ˟ؘᲮ)țȸȫ
ᲢஉᲣ

ময峘শํ峼੍岲峵
岣೨峔୫হ岤
ম峘୫ધ৲峘ଐ岿峮୫হ峘્ඉ峼ে岵峁岝
峔୫峣峼ੌ峩়峹峅峐મ৶峁岝岴岮峁岹
௫峁岹୫峣峵岽峒峑岝崸嵑嵛崡峘峒島峉୫েણ峼
岴岹峵岽峒岞

೨峔୫হଢ଼ভ ਤ⎃ਾઔভ

嵗嵤崕嵛崘崘嵓嵤崿ٕ೨峔୫হ峘ଡണ

୫嵣ཅ嵣ౢཅ峼ੌ峩়峹峅峉
୫হတ峘崟嵛嵄嵓嵆嵤崗

嵒嵤崨嵤؟ଯرสূقপ৾প৾ୢ৾௺ଢ଼ఐভଆႵ৾ীك
ౢ嵒嵤崨嵤؟পق୨ك
嵉嵛崸嵤؟
హદ ྒྷ৻قবয়ଢ଼৫১যୢఇ੦ೕ嵣೨嵣౭ുଢ଼ਚك
৵ ୲໕ق峘ಞك岝ผઢ ඦق୨ك岝ૻ ၥਦق୨ك岝
ඔඖ পষق崓崜嵉ك岝੩ ิق崓崜嵉ك岝෭ি ჳق崓崜嵉ك岝
ૈ ق崕崫崛嵤嵆嵛ك岝৵๓ ق崕崫崛嵤嵆嵛ك岝৵ૈ ໘ ੈਮᇪ崸崌崒ك岝
૯  崕嵒嵛ك岝༙ຉ ඤຫق崕嵒嵛ك岝ಜ ઌ൞ 崕嵒嵛ك岝෧  ম崷嵈ك

ম୫েણ峕峎岮峐
岣ম୫েણ岤峒峙岝ম峘ਞ௯ଅ峕
ి峁峉৪ق岾峙峽ك峼রੱ峕岝ຂ峮岝
ཅ岝ਲᇖ岝థ峔峓峘峔岴岵峄峼
ੌ峩়峹峅峐୫峣峵୫েણ峘岽峒岞
౭ു崸嵑嵛崡峕ર島峐岮峵峊岻峑峔岹岝ম
峑েਓ岿島峵ਓ峼ཪ峕
ా峴峽峑岮峵峘岶્ඉ岞

ଝ嵣ਝஉು峒峬峕岝
અધ൴قpeer-reviewed articlesك岶峔岮岝峨峉峙岝࿅峁岮岞

ؼ峲岰峕ৄ岲峵岞

1

2

岽島峨峑峘৽༬

୫হၭ੦قගك峘ୖ峒ઓ峹島峵ਡ

ময峘೨峔୫হ峒峙ء

౭ുಞ

ਸ਼ઊ峋়峹峅؟
ময峘୫হၭ੦岴峲峝ரر峘ਏ峔ႈ୰崔崌崱
嵑崌嵛峼崾嵑崫崟嵍崊崫崿峃峵岽峒峑ਝ峁峐岮岹岞

WG1 佐々木 敏

ਸ਼ઊ峋়峹峅؟
೨ୖ峙رয峑౮峔峴岝୷ਐશ峑岬峵岞೨峔୫হ峒峙岝
৸峐峘ময峕ુৢ峁峉୫হق峎峘崽崑嵤嵇嵍嵑ك峒峃峵峘峑峙
峔岹岝رয峕ఞ峴峍峉岝رয岶್岲峵೨ୖ峼ੰৠ峑岷峵
崮嵤嵑嵤嵉嵤崱峔୫হ峘岽峒峼峃岽峒峒峃峵

੶峼ਝ峃峵峉峫峘
嵣౭ുႵ৾峘੦ຊੴ峘੭ ਘভ峘ৰك
嵣ম୫峘ଢ଼৹ਪ
3

ୖ嵣ਂ峒ઓ峹島峵ਡ

峉峽峛岹ସ

嵣峉峽峛岹ସ峘ິઍ峘ਝ岶峔岮岞
嵣ᄚಞলವ১岶఼৷岿島峐岮峵岞ফ峘ఏ崊嵇崶৲১峘఼৷峼ਫ਼ୈ峁峐峬峲岮峘峑峙峔岮岵岞
嵣ৈೡ峘৯ఏ岶ਏ岵峬峁島峔岮岞
嵣ৈೡ峑岹ৄ峬峳島峐岮峵峘峑峙峔岮岵ء

ସ

嵣ਏ峒৯ఏ峘৮峘યશ岶ਂેী岞
嵣ᆅ峘ଝ岶1௺岝1௺峒峁峐ਝ岞શ峘ᆅ峑峙峔岮岞
嵣৵ు峘ᆳਮᆅ峘୫হၭ੦岶峔岮岞
嵣୫হၭ੦峙岝峘崔崌崱嵑崌嵛岞

ຍ৲

嵣ႇథ峘ரథશ峘୫হၭ੦岶峔岮岞
ܒ୫ષਛী峕岴岮峐ႇ峘ரథશ崯嵤崧峘ઽൗ岶峔岹ু峎岵峄岞

崻崧嵇嵛$

嵣ິઍ峘ਝஉು峕ઑਖ岞
嵣တ峒ິઍ岶岮岞

崻崧嵇嵛'

嵣ਝஉು峕ઑਖ岞
嵣岹峘崯嵤崧岶ၭ峼ੜ峮峃峣岷峒岮岰্峼ં峁峐岮峵峲岰峕ઓ岰岶峃峣岷峑峙ء

崓嵓崟崎嵈峒嵒嵛

嵣ဤ峃峵੶ൗ岶岬峵岞

୴岝崻崒崩嵛岝崗嵕嵈

嵣੶ൗ岶峔岮ق岣岤峘ଢ଼岶ா峫峐峔岮ك岞

峇峘

嵣ر峘౭ുಞ岶৭峚島峉৶岶ન峑峙峔岮岞
嵣ৈೡ峘ফೡયী岶ୃਰ岶ฐ峴峕峔峍峐岮峵岞
嵣েણಆຯ୰峘ඪଆ峕峎岮峐岝岣ৌ峒峃峵౭ുಞ岶峓峘ங২岝ৼৌ峔ਏ২峼થ峁峐岮峵峘
岵岤峘ਖ਼੦峙岬峵峒岮岮岞
嵣တબਯ岝ਂનৰਙ峘ਝஉು岶৪ব峘੦峼఼৷岞
嵣୫ྐ峘峲岰峕峘ਃચਙਛী峬峴ো島峐岮岹峣岷峑峙ء

4

「健康な食事研究会」進捗報告会

ધ൴ਫ਼ด崽嵕嵤崩嵋嵤崰

ম୫峘ଢ଼৹ਪ

3XE0HG؟Q 

嵣nম୫|峘ଝ峒峙ء
嵣ଢ଼峘崧崌崿 ੶ଢ଼岝ীෲଢ଼岝ஂোଢ଼ 峙ء
嵣nম୫|峘ଢ଼峘க峮ୖ峙ء

.H\ZRUG
ق-DSDQHVHGLHW25-DSDQHVHIRRG25-DSDQHVHIRRGV25
-DSDQHVHGLHWV كDQG nKXPDQ|RUnFOLQLFDO| 

˱ŷஙȇȸǿܖƷƢƢǊ ܇ڡܖٻЈ༿ᢿ

ઃ崡崗嵒嵤崳嵛崘 ٛDEVWUDFW峑峘௬ٜ
ٛෆஅ੦ٜ
崺崰峼ৌ峒峁峉ધ
ਪഭ岬峴峘ધ
୫হ岝୫౫岝ਛী峕ঢ়৴峃峵ધ
ٛਗ੦ٜ
ਉ෩ધ峑峔岮
崙嵤崡嵔嵅嵤崰峝崙嵤崡崟嵒嵤崢
崩嵤嵈峕ী岻岝ઃ崡崗嵒嵤崳嵛崘峼ৰ峁岝
ତ়ਙ崩崏崫崗

ჾਊ
శჾਊ
়ੑ

ਾ
ਾ
ਾ

5

ኽௐᲢ˺ಅɶŴசܭᆜᲣ

6

ᎋݑᲢ˺ಅɶŴசܭᆜᲣ

Š עɶෙƴൔǂǔƱƸǔƔƴݲƳƍŵ



ࡽဇ૨ྂ
ƋǒƔơǊ
ଐஜȷƦ
Ʒ܇׆Ǜܭ
፯ƠƨƔᲹ

ݣᝋ



ᚇݑᄂᆮ


ʼλᄂᆮ


WG1 佐々木 敏

ݣᝋٳ



ƋǓ
ᚡᡓƋǓ



Ơƨ



ƳƠ


ᚡᡓɧଢღ


ƠƳƍ





ʙȐȩȳ
ǹǬǤȉ

Š ᚇݑᄂᆮƕʼλᄂᆮǑǓǋٶƍŵ
Š ƋǒƔơǊᄂᆮᎍᐯ៲ưܭ፯ǛƠƯƍǔᄂᆮƕٶƍŵ
ƠƔƠܭ፯ƕƋƍǇƍŴǇƨƸŴɟᢿЎŵ
ٻᝃᙌԼŴƻơƖŴǈƦ൬ŴᮄŴƝƸǜŴȷȷȷᲢƷƲǕƔᲣŵ


Ȧȍǹǳԧ

Š ܭ፯ǛᚨƚƳƍᄂᆮưٶƍƷƸ܇׆ЎௌƴǑǔ܇׆ƷਁЈŵ



Š ƋǒƔơǊܭ፯ǛᚨƚƨᄂᆮǋŴƦƷఌਗƷᚡ᠍Ტ૨ྂᲣƸ᩼ࠝƴʅƠƍŵ

ƦƷ˂

Š ƋǒƔơǊܭ፯ǛᚨƚƨᄂᆮưƦƷఌਗƷᚡ᠍Ტ૨ྂᲣƕƋƬƨǋƷƸŴʙȐȩ
ȳǹǬǤȉŴǇƨƸŴȦȍǹǳƷԧᲢƦƷఌਗǛƢƨǊưƸƳƔƬƨƷƔᲹᲣ



܇׆Ўௌ


ዴ࢟ᚘဒඥ


ᨼׇൔ᠋



ᙐૠƷᛯ૨ưƻƱƭƷȇȸǿǛ
ဇƍƯ˩ƷᚐௌǛƠƯƍǔئ
ӳƸᲫƭƱƠƨŵ
ࡀᛟǍᎋݑƷƳƔưಒࣞႎƴ
ᚡᡓƞǕƯƍƨئӳƕٶƍŵ

žᱠƕᧈƍſƷƕǾǦŵ
ƳǒƹŴǢȪǯǤƸǾǦŵ

7

ҳŴҳŴҳŴ«ŵ
Ტ$ᲣƦƷҳƸͤࡍႎƩƱƩǕƔƕᚕƬƨŵ
Ტ%ᲣƜƷҳƸͤࡍႎƩƱǅƘƕൿǊƨŵ
ƋǕƬᲹ ƜǕƬƯᅹܖᲹᲹᲹ

8

「健康な食事研究会」進捗報告会

:*ᲴͤࡍƳʙƷಒࣞನሰ

ᛯ૨ȬȓȥȸǛᡫơƯŴ
Š žଐஜſᄂᆮƷཎࣉƱ̖͌Ʊᛢ᫆
ǛଢǒƔƴƠǇƢŵ

ŠžͤࡍƳʙᄂᆮſƷ૾ӼࣱǛᅆƠǇƢŵ
Ɠ၅ǕƞǇưƠƨŰ

9

WG1 佐々木 敏

