
DP
RIETI Discussion Paper Series 20-J-030

メタボ健診の質問票に記載された生活習慣の改善は体重・血圧・
悪玉コレステロールの数値の改善にどの程度結びついているか？

関沢 洋一
経済産業研究所

木村 もりよ
一般社団法人パブリックヘルス協議会

縄田 和満
経済産業研究所

独立行政法人経済産業研究所
https://www.rieti.go.jp/jp/

https://www.rieti.go.jp/jp/index.html


RIETI Discussion Paper Series 20-J-030 
2020 年 5 月 

 

メタボ健診の質問票に記載された生活習慣の改善は体重・血圧・悪玉

コレステロールの数値の改善にどの程度結びついているか？1 

 
関沢洋一 (独立行政法人経済産業研究所上席研究員)、木村もりよ （一般社団法人パブ

リックヘルス協議会理事長)、縄田和満 (東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学

専攻教授、独立行政法人経済産業研究所ファカルティーフェロー) 
 

要  旨 
 

本稿ではある健康保険組合の男性組合員の特定健康診査（メタボ健診）の 3 年間

のパネルデータを利用して、同健診で使われている標準的な質問票に記載された生

活習慣についての質問（喫煙、運動習慣、積極的な身体活動、歩行速度、食事の速

さ、遅い夕食、夕食後の間食、朝食の摂取、アルコールの摂取、十分な睡眠）への

回答が悪い状態から良い状態に改善された場合（運動していなかった人が翌年には

するようになった場合など）に、その変化に伴って、体重（BMI)、収縮期血圧（SBP）、
いわゆる悪玉コレステロール（LDL-C）が改善したかどうかを重回帰分析によって

検証した。検証の結果、BMI については、禁煙や朝食の摂取や十分な睡眠を例外と

して、上記の生活習慣を改善する場合に BMI の低下が見られた。SBP については、

節酒に伴う低下、禁煙に伴う上昇が見られた他は、有意な変化はなかった。LDL-C
については、運動や身体活動を行うこと、夕食後の間食をやめること、朝食を摂取

することに伴って低下が見られる一方、節酒に伴って上昇する傾向が見られた。本

稿の結果を踏まえると、生活習慣の改善は若干の体重減につながる一方で、血圧や

コレステロール値の改善にはあまり結びつきそうにない。ただし、本稿で利用した

データが 1 健康保険組合にとどまること、ランダム化比較試験のような厳密な因果

推論の手法に依拠していないこと、効果的な生活習慣の改善がこの質問票に盛り込

まれていない可能性があること、血圧やコレステロール値が改善しなくても運動等

の生活習慣の改善が重大疾患の予防につながることに留意する必要がある。 
 

キーワード：特定健康診査（メタボ健診）、生活習慣、BMI、収縮期血圧（SBP）、悪玉
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1．背景 

 私たちの多くは、自らの健康状態を改善するために、様々な取り組みを行っている。

たとえば、運動したり、アルコールの摂取を控えたり、禁煙したり、十分な睡眠を確保

したり、朝食をとったりなど、様々なことを行っている。しかし、明確なデータやエビ

デンスに基づいてこのような取り組みを行っている人々は意外と少ないのではないの

だろうか。これらの取り組みは本当に健康状態の改善に役に立っているのだろうか。 

 この問いに向き合うために、我々はいわゆるメタボ健診に着目した。メタボ健診の正

式な名称は特定健康診査（以下では「特定健診」と呼ぶ）であり、日本では、40歳から

74 歳までの公的医療保険加入者全員を対象として、特定健診が行われている。特定健

診においては、腹囲・体重・身長・血圧・血糖値・コレステロール値など様々な指標が

計測されるとともに、標準的な質問票による調査が行われており、これによって、高血

圧・糖尿病・脂質異常症の薬の使用の有無、喫煙、運動習慣、積極的な身体活動、歩行

速度、食事の速さ、遅い夕食、夕食後の間食、朝食の摂取、アルコールの摂取、十分な

睡眠についての回答が得られている。複数年の質問票を見れば、これらの質問によって

改善された事項、たとえば喫煙していた人が翌年に禁煙するといったことが把握できる。 

 特定健診のデータは実験を伴うものではないため、ランダム化比較試験のような厳密

な因果関係の検証はできないものの、実験環境では得られないリアルワールドにおける

データであり、生活指導関係のランダム化比較試験の多くが数十名単位のものであるの

に対して、サンプル数が膨大である。複数年の健診データを検証することによって、た

とえば、喫煙していた人が翌年に喫煙していなかった場合に、体重や血圧やコレステロ

ール値がどうなるかについての平均像を把握することは可能である。 

以上の問題意識の下で、本稿では、１健康保険組合の特定健診の複数年のデータを入

手して、標準的な質問票による生活習慣の改善が見られる場合に、体重（BMI）の減少、

収縮期血圧（高い方の血圧）の低下、コレステロール値（LDL-C）の減少が起きている

かどうかを検証するとともに、過去の研究と照らし合わせることによって、リアルワー

ルドにおいて、生活習慣の改善が体重や血圧やコレステロール値の改善にどの程度結び

つきそうなものかについて真実に迫ることにした。 

 

2．方法 

(1) データセット 

日本の１健康保険組合の協力により同組合の組合員の健康診断のデータのうち個人

情報があらかじめ除去されたものを入手した。2013年から 2015年までの 3年間のパネ

ルデータと、2016 年の一部のデータがあったが、2016 年のデータが少なかったため、

2013 年～2015年のデータのみ使用した。 

 性別によって結果が異なることが予想されたが、女性のデータが少なかったので、今

回の分析は男性に限定した。 

 

(2) 評価指標 

①アウトカム指標 

アウトカム指標（従属変数）は、BMI（体重を身長の 2乗で割ったもの）、収縮期血圧
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（SBP）、LDLコレステロールとした。 

 

②説明変数 

 特定健診の標準的な質問票のうち、生活習慣に関連する質問項目から主な説明変数を

構築した。質問項目は表 1に示したとおりで、左から 2列目に示されている。 

飲酒については、質問項目では飲酒量と飲酒頻度の両方を聞いており、２つの質問を

１つにするために、蔦谷らの研究[1]に従って、飲酒頻度と飲酒量の質問を組み合わせ

て順位付けして、各年毎の回答（表１の真ん中の列）を「ほとんど飲まない（飲めない）」

が 0、「時々飲む」が 1、「毎日１合未満」が 2、「毎日１～２合未満」が 3、「毎日２合以

上」が 4とした。 

 

(3)分析手法 

①1年間の変化 

 最小二乗法による重回帰分析が行われた。従属変数は、BMI、SBP、LDL-Cのそれぞれ

について、2013 から 14年まで、または、2014から 15 年までの 1 年間の SBP の変化と

し、これら２つのデータをプールした。 

主要な説明変数は、表 1 の「質問項目」の全てについての「1 年間の推移パターン」

（右から 2 列目）のカテゴリー変数とした。「1 年間の推移パターン」にある悪い状態

のまま変化がないことに相当する参照カテゴリーと比べて、悪い状態から良い状態に変

化した場合の関心カテゴリーの差に相当する係数が最も関心のある係数となる。 

食べる速さについては、2 年間続けて速いままの人々を参照カテゴリーとして、「速

い」→「ふつう」、または、「速い」→「遅い」、を関心カテゴリーとした。飲酒について

は、表 1にあるとおり、前年と比べて表 1の「各年毎の回答」の数値が同じで飲酒をし

ている場合を参照カテゴリーとして、前年に比べて「各年毎の回答」の数値が減少して

いる場合を関心カテゴリーとしている。 

平均への回帰によって、ベース年のアウトカム指標の大小で結果が異なることが想定

されるので、全体のサンプルによる分析に加えて、ベース年（2013 年ないし 2014 年）

のアウトカムが一定値以上（BMIの場合は 25 kg/m2、SBP の場合は 140 mmHg、LDL-Cの

場合は 140 mg/dl）、未満についても分析し（従って 3通り）、更に、それぞれにおいて、

ベース年のアウトカム指標を説明変数に加えた。 

ベース年のアウトカム指標を説明変数に加えることについてはバイアスを増幅させ

るという指摘があるが[2]、後述する血圧の薬の使用の例のように、もともと服用して

いない人々で翌年に服用しない人々と服用する人々の間ではベース年の SBP に大きな

違いがあり、平均への回帰によって本当の効果がわかりにくくなることを懸念して、こ

のような対応にした。ただし、付録である表 6A、7A、8A ではベース年のアウトカムを

共変量としてコントロールした場合としない場合の両方を含んである。 

上記以外の説明変数としてベース年の年齢が含まれている。 

 

②2年間の変化 

①では 1年間の生活習慣の変化について見ていたが、この場合には、変化が起きてか
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ら新たな特定健診までの期間が短い場合に、期間が短すぎて説明変数の変化がアウトカ

ム指標の変化に反映されない可能性がある。そこで、2年間の変化についても見ること

にした。 

 分析手法は最小二乗法による重回帰分析で、従属変数は、BMI、SBP、LDL-Cのそれぞ

れについて、2013から 2015年までの 2年間の変化とした。 

主要な説明変数は、表 2の「2 年間の推移パターン」（一番右の列）にあるカテゴリー

変数の全てを説明変数とした。大部分の質問項目は「はい」か「いいえ」の２つになる

ため、3 年間の連続したデータでは、回答パターンは２×２×２＝８パターンになる。

喫煙・運動などの各質問項目について、「2年間の推移パターン」において、健康に良く

ないことを 3年間継続した場合を参照カテゴリーとして、健康に良くないものを翌年に

やめてその状態を継続した場合を関心カテゴリーとして、参照カテゴリーと比べた場合

の関心カテゴリーの差に相当する係数を掲載することとした。それ以外のカテゴリーも

説明変数には含まれている。 

食べる速さについては、3 年間速いままの人々を参照カテゴリーとして、「速い」→

「ふつう」→「ふつう」、「速い」→「遅い」→「遅い」、または、「速い」→「ふつう」

→「遅い」という３つの推移パターンを１つにまとめて関心カテゴリーとした。飲酒に

ついては、表 1にあるとおり、3年続いて「各年毎の回答」の数値が同じで飲酒をして

いる場合を参照カテゴリーとして、初年に比べて 2年目に「各年毎の回答」の数値が減

少して、それを維持しているか、更に改善している場合を関心カテゴリーとしている。 

①と同様に、全体と、初年（2013 年）のアウトカムが一定値以上（BMI の場合は 25 

kg/m2、SBPの場合は 140 mmHg、LDL-Cの場合は 140 mg/dl）、未満の 3パターンで分析

するとともに、いずれもベース年のアウトカム指標を説明変数に加えた。 

それ以外の説明変数として初年である 2013年の年齢が含まれている。 

 

③固定効果モデル 

 以上の分析手法に加えて、固定効果モデルで分析することによって、上記の分析結果

と大きな違いが生じていないかを確認することとした。主要な説明変数は、表１の左か

ら 3列目の「各年毎の回答」で、数値が 0になっているのが参照カテゴリーとなる。共

変量は年齢で、SBP と LDL-C については、BMI を共変量とするモデルとしないモデルを

作ることによって、各説明変数が BMIを媒介して SBP や LCL-Cに影響を及ぼしていそう

かどうかを検証することとした。 

 

④その他 

有意差は両側５％レベルで検定した。 
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表 1：特定健診における生活習慣関連の質問項目とそれに基づくカテゴリー変数 

カテゴリー 質問項目 各年毎の回答 １年間の推移パターン 2 年間の推移パターン 

薬の使用の

有無 

 血圧を下げる薬 

 インスリン注射又は血糖を下げる薬 

 コレステロールや中性脂肪を下げる薬 

はい：１ 

いいえ：０ 

 いいえ→いいえ（参照カテゴリー） 

 いいえ→はい（関心カテゴリー） 

 はい→はい 

 はい→いいえ 

・いいえ→いいえ→いいえ（参照カテゴリー） 

・いいえ→はい→はい（関心カテゴリー） 

・いいえ→いいえ→はい 

・いいえ→はい→いいえ 

・はい→いいえ→いいえ 

・はい→はい→はい 

・はい→いいえ→はい 

・はい→はい→いいえ 

「はい」が

良くて「い

いえ」が悪

いと判断さ

れる質問項

目 

 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以

上、1 年以上実施 

 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 

日 1 時間以上実施 

 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い 

 睡眠で休養が十分とれている 

「いいえ」

が 良 く て

「はい」が

悪いと判断

される質問

項目 

 現在、たばこを習慣的に吸っている 

 就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 

回以上ある 

 夕食後に間食（3 食以外の夜食）をとることが週

に 3 回以上ある 

 朝食を抜くことが週に 3 回以上ある 

はい：０ 

いいえ：1 

 

・はい→はい（参照カテゴリー） 

・はい→いいえ（関心カテゴリー） 

・いいえ→いいえ 

・いいえ→はい 

・はい→はい→はい（参照カテゴリー） 

・はい→いいえ→いいえ（関心カテゴリー） 

・はい→はい→いいえ 

・はい→いいえ→はい 

・いいえ→はい→はい 

・いいえ→いいえ→いいえ 

・いいえ→はい→いいえ 

・いいえ→いいえ→はい 

食べる速さ  人と比較して食べる速度が速い 速い：0 

ふつう：１ 

遅い：2 

・速い→速い（参照カテゴリー） 

・速い→ふつう、または、速い→遅い（関

心カテゴリー） 

・ふつう→速い、遅い→ふつう、または、

遅い→速い 

・ふつう→ふつう、または、遅い→遅い 

・速い→速い→速い（参照カテゴリー） 

・速い→ふつう→ふつう、速い→ふつう→遅

い、または、速い→遅い→遅い（関心カテゴ

リー） 

 

（他の 7 カテゴリーは省略） 

飲酒（本文

の説明を参

照のこと） 

 お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む

頻度（回答は、①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まな

い（飲めない）） 

 飲酒日の１日当たりの飲酒量（回答は、①１合未

満 ②１～２合未満 ③２～３合未満 ④３合以

上） 

毎日 2合以上: 4 

毎日 1～2 合未満: 

3 

毎日 1合未満: 2 

時々飲む: 1 

ほとんど飲まない

(飲めない): 0 

・前年と左記の数字が同じ（飲まない場合

を除く）（参照カテゴリー） 

・前年に比べて左記の数字が減少（関心カ

テゴリー） 

・前年と左記の数字が同じ（飲まない場合） 

・前年に比べて左記の数字が増加 

・3年間連続して「各年毎の回答」が同じ（飲

まない場合を除く）（参照カテゴリー） 

・初年(2013 年)に比べて 2年目に「各年毎の

回答」の数値が減少し、3年目は 2年目と同

じか更に減少（関心カテゴリー） 

 

（他の 7 カテゴリーは省略） 
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3. 結果 

（1）参加者の属性 

基本統計量は表 2のとおり（ここだけ女性を含めた）。表 3～5において、生活習慣の

質問への回答に応じた BMI・収縮期血圧・LDL-Cを掲載している。図 1～3において、男

性の年齢別の BMI・収縮期血圧・LDL-Cの平均値と標準偏差を記載している。 

 

表 2 基本統計量 

    男性 女性 

各年参加者数 2013年 28,321 5,972 

  2014年 28,794 7,843 

  2015年 29,668 8,467 

年齢 2013年 49.6  (7.2) 49.7  (7.6) 

  2014年 49.7  (7.1) 49.6  (7.6) 

  2015年 49.9  (7.0) 49.6  (7.4) 

収縮期血圧（mmHg） 2013年 127.9  (16.5) 119.2  (17.6) 

  2014年 128.3  (16.7) 119.5  (18.1) 

  2015年 128.1  (16.7) 119.0  (18.1) 

拡張期血圧(mmHg) 2013年 79.1  (11.7) 72.5  (11.6) 

  2014年 79.2  (11.6) 72.5  (12.0) 

  2015年 79.2  (11.7) 72.5  (12.2) 

LDL コレステロール 2013年 124.2  (31.0) 122.8  (30.9) 

(mg/dl) 2014年 123.9  (31.0) 123.4  (31.9) 

  2015年 123.8  (31.1) 123.3  (32.0) 

BMI (kg/m2) 2013年 24.2  (3.5) 22.0  (3.7) 

 2014年 24.2  (3.6) 22.1  (4.5) 

  2015年 24.3  (3.8) 22.0  (4.4) 

（注）かっこ内は標準偏差。 
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図１ 男性の年齢別のBMIの平均値（エラーバーは標準偏差）

123.7 125.7 127.6 130.4 133.2 134.2 

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

図２ 男性の年齢別の収縮期血圧の平均値（エラーバーは標準偏差）
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図３ 男性の年齢別のLDL-Cの平均値（エラーバーは標準偏差）
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（2）分析結果（BMI） 

  表 6に、BMIの 1年間の変化を従属変数として、この期間中の生活習慣に関する各質

問項目の回答の「１年間の推移パターン」(表 2)を説明変数とした重回帰分析の結果を

示した。1年間の変化の場合、歩行速度と飲酒以外の質問項目では、それぞれのカテゴ

リー数は「悪い→悪い」「悪い→良い」「良い→悪い」「良い→良い」の４つになるが、

悪い状態のまま変化がない場合（「悪い→悪い」）を参照カテゴリーとして、悪い状態

から良い状態に変化した場合（「悪い→良い」）の係数が最も関心のある係数となるの

で、「良い→悪い」「良い→良い」の係数は表 6では省略し、付録として本稿の終わり

の方の表 6Aに掲載した。 

同様に、BMIの 2年間の変化を従属変数として、「2年間の推移パターン」(表 2)を説

明変数とした重回帰分析の結果を示した。2年間の変化の場合にはカテゴリー数は８つ

になるが、考え方は同様で、悪い状態のまま変化がない場合（「悪い→悪い→悪い」）

を参照カテゴリーとして、悪い状態から翌年に良い状態に変化し翌々年も良い状態だっ

た場合（「悪い→良い→良い」）の係数が最も関心のある係数として表 6 に掲載した。

省略しなかった分析結果は、付録として本稿の終わりの方の表 6Bに掲載した。 

以下は表 6の説明になる。 

 

①生活習慣病の薬の服用 

「血圧を下げる薬」「血糖を下げる薬又はインスリン注射」「コレステロールや中性

脂肪を下げる薬」のそれぞれの使用の有無について、ベース年で「いいえ」と答えてい

て 1年後に「はい」と答えた人を、2年間とも「いいえ」だった人と比べたところ、「血

圧を下げる薬」の場合には、1 年後に前者が後者に比べて BMI が 0.11kg/m2高くなって

いる。ベース年で「いいえ」、その後は 1年後も 2年後も「はい」だった人を 3年とも

「いいえ」だった人と比べると、前者が後者よりも 2年後に 0.23kg/m2高かった。「血

糖を下げる薬又はインスリン注射」の場合には 1 年後には 0.22kg/m2低く、2 年後には

有意差はなかった。「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」の場合には 1年後には有

意差はなかったが、2年後には 0.16kg/m2高くなっていた。 

 

②運動・活動・歩行速度・睡眠 

「1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施」（運動習慣）、

「日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施」（身体活動）、

「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」（歩行速度）という 3つの質問項目

について、ベース年で「いいえ」と答えて 1年後に「はい」と答えた人を、2 年間とも

「いいえ」だった人と比べたところ、3 つのそれぞれについて、前者が後者に比べて 1

年後においてそれぞれ 0.09 kg/m2、0.12 kg/m2、0.05 kg/m2低かった。ベース年で「い

いえ」と答えてその後は 1年後も 2年後も「はい」と答えた人を 3年とも「いいえ」と
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答えた人と比べると、運動習慣と身体活動において 2 年後において前者が後者よりも

0.16 kg/m2、0.10 kg/m2低かったが、歩行速度では有意差はなかった。 

「睡眠で休養が十分とれている」という質問項目において、ベース年で「いいえ」と

答えて 1年後に「はい」と答えた人を、2年間とも「いいえ」だった人と比べたところ、

前者は後者に比べて 1年後に BMIが 0.04 kg/m2高かった。ベース年で「いいえ」、その

後は 1年後も 2年後も「はい」だった人を 3年とも「いいえ」だった人と比べた際には

2年後の比較で有意差がなかった。 

 

③喫煙・遅い夕食・夕食後の間食・朝食の不摂取 

「現在、たばこを習慣的に吸っている」という質問項目について、ベース年で「はい」

と答えて 1年後に「いいえ」と答えた人を、2年間とも「はい」だった人と比べたとこ

ろ、前者は後者に比べて 1 年後に BMI が 0.35kg/m2高かった。ベース年で「いいえ」、

その後は 1 年後も 2 年後も「はい」だった人を 3 年とも「いいえ」だった人と比べる

と、2年後に 0.63kg/m2高かった。 

「就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある」（遅い夕食）、「夕

食後に間食（3 食以外の夜食）をとることが週に 3 回以上ある」（夜食）という 2つの

質問項目において、ベース年で「はい」と答えて 1 年後に「いいえ」と答えた人を、2

年間とも「はい」だった人と比べたところ、前者と後者の 1年後の比較では、遅い夕食

では BMI が 0.03kg/m2低く、夜食では 0.11kg/m2低かった。ベース年で「はい」、その

後は 1 年後も 2 年後も「いいえ」と答えた人を 3 年とも「はい」と答えた人と比べる

と、夜食では 0.15kg/m2 低くなっており、遅い夕食では BMI が 25 以上の場合のみ

0.15kg/m2低かった。 

「朝食を抜くことが週に 3 回以上ある」（朝食の不摂取）という質問項目について

は、全体としては有意差がなく、ベース年の BMIが 25未満の場合のみ 0.06 kg/m2高く、

2年間の変化では有意差がなかった。 

 

④食べる速さ 

「人と比較して食べる速度が速い」（食べる速さ）という質問項目において、ベース

年で「速い」と答えて 1年後に「ふつう」か「遅い」と答えた人を、2年間とも「速い」

と答えた人と比べたところ、前者は後者と比べて BMI が 0.06 kg/m2低かった。ベース

年で「速い」、その後の 2年間で「ふつう」「ふつう」、「ふつう」「遅い」、「遅い」

「遅い」のいずれかになった人を 3年間連続して「速い」と回答した人と比べたところ、

前者と後者の間には 2年後の比較で有意差がなかった。 

 

⑤飲酒 
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質問票において、毎日か時々飲酒する人で、表１の「各年毎の回答」における飲酒量

が前年も今年も同じだった人に比べて、1 年後には飲酒量が減った人は、1 年後に BMI

が 0.08kg/m2低くなった。毎日か時々飲酒する人で 1日当たりの飲酒量が 3年間同じだ

った人に比べて、1年後には飲酒量が減って 2年後にそれを維持したか更に減らした人

と比べた場合には、2年後には有意差はなかった。 

 

⑥固定効果モデルによる分析 

 表 9に固定効果モデルによる分析を示した。BMIの変化を従属変数とした上記の結果

と概ね似たものとなっている。 

 

(3)分析結果（収縮期血圧） 

  分析の方法は BMI の場合と同様である。主要な結果は表７に掲載し、分析の全体は、

1年間の変化については付録として表７A、表 7Bに掲載している。以下は表 7の説明に

なる。 

 

①血圧を下げる薬の服用 

「血圧を下げる薬」の使用の有無を尋ねる質問項目において、ベース年で「いいえ」

と答えて 1年後に「はい」と答えた人を、2年間とも「いいえ」だった人と比べたとこ

ろ、前者は後者に比べて 1 年後に SBP が 4.35 mmHg 低かった。ベース年の SBP が 140 

mmHg 以上の人だけに限ると 9.03 mmHg低く、140mmHg 未満だと 1.23 mmHg 高かった。ベ

ース年で「いいえ」、その後は 1年後も 2年後も「はい」だった人を 3年とも「いいえ」

だった人と比べると、2年後に 1.72 mmHg 低かった。ベース年の SBP が 140mmHg 以上だ

けに限ると 7.35 mmHg低く、140mmHg未満だと有意差はなかった。 

 

②運動・活動・歩行速度・睡眠 

「1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施」（運動習慣）、

「日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施」（身体活動）、

「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」（歩行速度）という 3つの質問項目

について、ベース年で「いいえ」と答えて 1年後に「はい」と答えた人を、2 年間とも

「いいえ」だった人と比べたところ、歩行速度においてベース年の SBPが 140mmHg未満

の場合に 2年後において 0.94mmHg高かったが、それ以外では有意差はなかった。 

「睡眠で休養が十分とれている」という質問項目について、ベース年で「いいえ」と

答えて 1年後に「はい」と答えた人を、2年間とも「いいえ」だった人と比べたところ、

ベース年の SBP が 140mmHg 以上の場合に、前者が後者に比べて 1.37mmHg 低かったが、

全体では有意差がなかった。ベース年で「いいえ」、その後は 1年後も 2年後も「はい」
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と回答した人を 3年とも「いいえ」と回答した人と比べると、2年後に有意差はなかっ

た。 

 

③喫煙・遅い夕食・夕食後の間食・朝食の不摂取 

「現在、たばこを習慣的に吸っている」という質問項目について、ベース年で「はい」

と答えて 1年後に「いいえ」と答えた人を、2年間とも「はい」と答えた人と比べたと

ころ、前者が後者に比べて 0.85mmHg 高く、ベース年で 140mmHg 未満の人のみ前者が後

者に比べて 1.16mmHg 高かったが、ベース年が 140mmHg 以上の場合には有意差はなかっ

た。ベース年で「いいえ」と答えてその後は 1年後も 2年後も「はい」と答えた人を 3

年とも「いいえ」と答えた人と比べると、ベース年では 140mmHg以上の人は有意差がな

く、140mmHg未満だと 2.52mmHg高く、全体としては 1.79mmHg 高かった。 

「就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある」（遅い夕食）、「夕

食後に間食（3 食以外の夜食）をとることが週に 3 回以上ある」（夜食）、「朝食を抜

くことが週に 3 回以上ある」（朝食の不摂取）という 3つの質問項目において、ベース

年で「はい」と答えて 1年後に「いいえ」と答えた人を、2 年間とも「はい」だった人

と比べたところ、前者と後者の 1年後の比較では、いずれも有意差がなかった。ベース

年で「はい」、その後は 1年後も 2年後も「いいえ」と答えた人を 3年とも「はい」と

答えた人と比べると、朝食の不摂取についてベース年の SBPが 140mmHg以上の人だけ 2

年後に 5.12mmHg高かったが、それ以外は有意差がなかった。 

 

④食べる速さ 

「人と比較して食べる速度が速い」という質問項目において、ベース年で「速い」と

答えて 1年後に「ふつう」か「遅い」と答えた人を、2 年間とも「速い」と答えた人と

比べたところ、前者と後者の間で 1年後の有意差はなかった。ベース年で「速い」と答

えてその後の 2 年間で「ふつう」「ふつう」、「ふつう」「遅い」、「遅い」「遅い」

のいずれかと答えた人を 3年間連続して「速い」と答えた人と比べたところ、2年後の

前者と後者の比較では有意差がなかった。 

 

⑤飲酒 

質問票において、毎日か時々飲酒する人で、表１の「各年毎の回答」における飲酒量

が前年も今年も同じだった人に比べて、1 年後に飲酒量が減った人は、全体としては

0.66 mmHg 低く、ベース年において 140mmHg 以上の場合には 1.83mmHg 低く、ベース年

において 140mmHg 未満の人は 1 年後に 0.40mmHg 低かった。毎日か時々飲酒する人で飲

酒量が 3年間同じだった人に比べて、1年後には飲酒量が減って 2年後にそれを維持し

たか更に減らした人と比べた場合には、全体としては有意差がなく、ベース年において
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140mmHg以上の場合には 2.36 mmHg低く、ベース年において 140mmHg未満の人は有意差

がなかった。 

 

⑥固定効果モデルによる分析 

 表 9に固定効果モデルによる分析を示した。SBPの変化を従属変数とした OLS と係数

はかなり違っており、血圧を下げる薬を服用すると 10.13mmHgの低下、身体活動を行う

と 0.62mmHg の低下、禁煙で 1.02mmHg の上昇、夕食が早いと 0.29mmHg の低下となって

おり、飲酒はほとんど飲まない（飲めない）場合に比べて、時々飲むが 0.63mmHg、毎日

１合未満が 1.89 mmHg、毎日 1～2合未満が 2.41 mmHg、毎日 2合以上が 2.19mmHgそれぞ

れ上昇している。それ以外は有意な変化はなかった。 

 変数に BMI を加えると、BMI の 1 ポイントの上昇で SBP が 2.35mmHg 上昇しており、

体重増が SBP の上昇につながるという既存研究どおりの結果となっている[2]。また、

血圧を下げる薬を除いて、生活習慣の変化による上記の血圧の変化の係数は減少してお

り（たとえば禁煙は BMI を係数に含めないと 1.02mmHg の有意な上昇、含めないと

0.23mmHg の非有意の上昇）となっており、血圧の変化が部分的に体重の変化に起因す

ることが示唆される。 

 

(4)分析結果(LDL-C)  

  分析の方法は BMI の場合と同様である。主要な結果は表 8 に掲載し、分析の全体は、

1年間の変化については付録として表 8A、表 8Bに掲載している。 

 

①コレステロールや中性脂肪を下げる薬の服用 

「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」の使用の有無を尋ねる質問項目において、

ベース年で「いいえ」と答えて 1 年後に「はい」と答えた人を、2 年間とも「いいえ」

だった人と比べたところ、前者は後者に比べて 1年後に LDL-Cが 23.92mg/dL低かった。

ベース年の LDL-C が 140mg/dL 以上の人だけに限ると 38.93mg/dL 低く、140mg/dL 未満

だと 5.12mg/dL 低かった。ベース年で「いいえ」、その後は 1 年後も 2 年後も「はい」

だった人を 3年とも「いいえ」だった人と比べると、2年後に 28.50mg/dL低かった。ベ

ース年の LDL-C が 140mg/dL 以上だけに限ると 40.99mg/dL 低く、140mg/dL 未満だと

6.46mg/dL低かった。 

 

②運動・活動・歩行速度・睡眠 

「1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施」（運動習慣）、

「日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施」（身体活動）、

「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」（歩行速度）という 3つの質問項目

について、ベース年で「いいえ」と答えて 1年後に「はい」と答えた人を、2 年間とも
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「いいえ」だった人と比べたところ、身体活動では前者は後者に比べて 1年後に LDL-C

が 0.71 mg/dL 低かったが、運動習慣と歩行速度では前者と後者の間で 1 年後の有意差

はなかった。ベース年で「いいえ」と答えてその後は 1年後も 2年後も「はい」と答え

た人を 3年とも「いいえ」と答えた人と比べると、運動習慣では 2年後において前者が

後者よりも 2.79mg/dL 低かったが、身体活動と歩行速度では 2 年後に有意差はなかっ

た。 

「睡眠で休養が十分とれている」という質問項目について、ベース年で「いいえ」と

答えて 1年後に「はい」と答えた人を、2年間とも「いいえ」だった人と比べたところ、

前者が後者に比べて 1.11mg/dl高かった。ベース年で「いいえ」、その後は 1年後も 2

年後も「はい」と回答した人を 3年とも「いいえ」と回答した人と比べると、2年後に

有意差はなかった。 

 

③喫煙・遅い夕食・夕食後の間食・朝食の不摂取 

「現在、たばこを習慣的に吸っている」という質問項目について、ベース年で「はい」

と答えて 1年後に「いいえ」と答えた人を、2年間とも「はい」と答えた人と比べたと

ころ、ベース年で 140mg/dL未満の人のみ前者とが後者に比べて 1.50mg/dl高かったが、

全体では有意差がなかった。ベース年で「いいえ」と答えてその後は 1年後も 2年後も

「はい」と答えた人を 3年とも「いいえ」と答えた人と比べると、ベース年では 140mg/dl

以上の人は 7.79mg/dl 低く、140mg/dL 未満だと逆に 4.52mg/dl 高く、全体では有意差

がなかった。 

「就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある」（遅い夕食）、「夕

食後に間食（3 食以外の夜食）をとることが週に 3 回以上ある」（夜食）、「朝食を抜

くことが週に 3 回以上ある」（朝食の不摂取）という 3つの質問項目において、ベース

年で「はい」と答えて 1年後に「いいえ」と答えた人を、2 年間とも「はい」だった人

と比べたところ、前者と後者の 1年後の比較では、夕食後の間食では 1年後に前者が後

者と比べて 1.23 mg/dL低く、朝食の摂取では 2.12mg/dl低かったが、遅い夕食では有

意差がなかった。ベース年で「はい」、その後は 1年後も 2年後も「いいえ」と答えた

人を 3 年とも「はい」と答えた人と比べると、遅い夕食についてベース年の LDL-C が

140mg/dL未満の人だけ 2年後に-1.67mg/dl低かったが、それ以外は有意差がなかった。 

 

④食べる速さ 

「人と比較して食べる速度が速い」という質問項目において、ベース年で「速い」と

答えて 1年後に「ふつう」か「遅い」と答えた人を、2 年間とも「速い」と答えた人と

比べたところ、前者と後者の間で 1年後の有意差はなかった。ベース年で「速い」と答

えてその後の 2 年間で「ふつう」「ふつう」、「ふつう」「遅い」、「遅い」「遅い」
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のいずれかと答えた人を 3年間連続して「速い」と答えた人と比べたところ、2年後の

前者と後者の比較では有意差がなかった。 

 

⑤飲酒 

質問票において、表１の「各年毎の回答」における飲酒量が前年も今年も同じだった

人に比べて、1 年後には飲酒量が減った人は、ベース年において 140mg/dL 未満の人だ

け 1 年後に LDL-C が 0.88mg/dl 高かったが、全体としては有意差はなかった。毎日か

時々飲酒する人で飲酒量が 3 年間同じだった人に比べて、1 年後には飲酒量が減って 2

年後にそれを維持したか更に減らした人と比べた場合には、2年後には前者が後者より

も 1.34mg/dl高かった。 

 

⑥固定効果モデルによる分析 

 表 9に固定効果モデルによる分析を示した。LDL-Cの変化を従属変数とした OLSと係

数はかなり違っているが、統計的に有意になった変数は概ね一致している。コレステロ

ールや中性脂肪を下げる薬を服用すると 22.57mg/dl の低下、運動を行うと 0.87mg/dl

の低下、身体活動を行うと 0.69mg/dl の低下、睡眠で休養が十分だと 0.66mg/dl の上

昇、夕食後の間食がないと 0.70mg/dlの低下、朝食を食べると 0.67mg/dlの低下、食べ

る速さが「速い」から「ふつう」に変わると 0.54 mg/dl の低下となっている。それ以外

は有意な変化はなかった。 

 変数に BMI を加えると、BMI の 1 ポイントの上昇で LDL-C が 3.62mg/dl 上昇してお

り、体重増が LDL-C の上昇につながるという既存研究どおりの結果となっている[3]。

また、コレステロール等を下げる薬と朝食の摂取を除いて、生活習慣の変化による上記

の LDL-Cの変化の係数は減少しており、LDL-Cの変化が部分的に体重の変化に起因する

ことが示唆される。飲酒については BMIを変数に加えると飲酒量に応じて LDL-Cが低下

しており、体重増による LDL-Cの増加と飲酒そのものによる LDL-Cの低下がある程度相

殺されることを示唆する。 

 

４．考察 

(1)体重（BMI） 

 全体的に見ると、睡眠と朝食と喫煙を除くと、質問票で尋ねられている生活習慣の改

善によって体重が減少する傾向がある。ただし、表 6の中で減少が最も大きいもの（ベ

ース年の BMIが 25以上の人が夕食後の間食をやめた場合の 2年間の変化）で 0.35 kg/m2

で、減少幅はどれも小さい。2014 年に出された RCT のシステマティックレビューであ

る Booth et al.[4]によると、体重減少に向けた行動への介入による平均的な体重の下

げ幅は 1 年間で 1.36kg、2 年間で 1.23kg であり、この程度の下げ幅では臨床的な意義
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はありそうもなく、もっと効果的な戦略が必要だとされている。本稿の結果も Booth et 

al.の結論に近いものとなった。 

投薬については、既存の研究を確認したところ、降圧剤のベータブロッカーでは服用

することによって体重が増える傾向が見られており[5]、本稿の結果はそれと整合的な

結果になった。ただ、本稿では服用した薬の種類まで確認しておらず、本稿で見られた

BMI の増加がベータブロッカーの服用者のみによるものかどうかはわからなかった。ス

タチンについては、既存の研究では、スタチンの服用者の体重が服用しない人々に比べ

て増加する傾向があることが示されているが[6]、本稿の結果ではそのような傾向は見

られなかった。糖尿病の薬については、既存の研究では、メトホルミンという薬の服用

をする人々はライフスタイルの改善に取り組む人々やプラシボの服用をする人々に比

べて長期的に体重が減ることが示されており[7]、本稿の結果もこれに近いものとなっ

た。 

運動については、コクランの 2006 年のシステマティックレビューによれば、運動に

よる体重減が 2.03kg (95%CI: -2.82～-1.23)となっており、BMI では-0.73 (95%CI; -

0.99～-0.46)となっていて、減少するとされるが[8]、いずれも小さな研究 2 つによる

結果である。4年間の変化を検証した大規模な観察研究の結果では運動量が最も減った

人に比べて増えた人（5分位）で 1.76ポンドの減少（1ポンドは 0.454kg）となってい

る[9]。歩数計をつけた場合の効果についてのメタ解析である Richardson et al.[10]

によると平均して 1.27kgの減少、1週間平均で 0.05kg の減少となっている。 

日本の特定健康診断のパネルデータの固定効果モデルによる分析では、睡眠で休養が

十分にとれていない人々に比べてとれている人が BMI が 0.03 kg/m2 高くなっており

(95%CI: 0.01～0.05)、本稿と似たような結果になっている[11]。上記の研究ではオッ

ズ比を使った別の検証方法では異なる結果となっており、断定的なことは言えなさそう

である。上述したアメリカの大規模な観察研究の結果では睡眠時間が 6時間未満の人々

に比べて、6 時間から 8 時間では体重が減っているが、8 時間以上だと有意な違いがな

く、U字型の関係が示唆されている[9]。 

禁煙が体重増加に結びつくことはメタ解析でも示されており[12]、本稿の結果もこれ

と整合的である。韓国の最近の研究で禁煙に伴う腹囲や空腹時血糖の増加が指摘されて

おり、禁煙に伴う体重管理の重要性が指摘されている[13]。ただ、禁煙が体重の増加に

つながっても、禁煙がもたらす寿命の伸びや循環器疾患の予防といった効果が弱まるこ

とはないとされている[14, 15]。 

上述した日本の特定健康診断のパネルデータの固定効果モデルによる分析では夕食

が遅いと BMIが 0.06 kg/m2高く、夕食後の夜食をとると BMIが 0.08 kg/m2 高くなって

おり、本稿と整合的な結果になった[11]。 
朝食の不摂取については、2019年に出された RCTのシステマティックレビューでは、

抽出された研究の間の異質性が大きいものの、朝食を摂取する方が体重が増加し、カロ
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リー摂取量も大きいという結果になっている[16]。本稿の結果も、朝食を摂取すること

は体重減少にはつながらないことを示唆する。 

食べる速さについては、上述した日本の特定健康診断のパネルデータ分析によって食

事関連の質問と BMI の関係を分析した研究では、食べる速さが「速い」から「ふつう」

になった人は BMIが 0.07 kg/m2低く、「速い」から「遅い」になった人は 0.11 kg/m2 低

くなっており、本稿と似たような結果になっている[11]。 

飲酒と体重の関係については研究結果が分かれているが[17]、上述した日本の特定健

康診断のパネルデータ分析では毎日飲酒している人々に較べて「時折」の人々が 0.10 

kg/m2、「めったに、または全く」の人々が 0.18 kg/m2低くなっていて、本稿の結果と

似ており[11]、飲酒した方が体重が増える傾向が示されている。上述した大規模な観察

研究の結果でも飲酒量が増えた人々が体重が増える傾向が示されている[9]。 

 

(2)血圧 

 全体的に見ると、血圧を下げる薬を服用する人々の収縮期血圧（SBP）は明確に下が

っているものの、生活習慣を改善した人々の SBPの減少は存在しないか小さなものにと

どまった。高齢者についてのシステマティックレビューによる考察では、生活習慣の改

善のみを血圧を下げるための取り組みとして推奨することはできず、薬物療法を補うも

のにとどまるとしているが[18]、本稿の結果もこれに近いものとなった。 

血圧を下げる薬については、既存の研究[19]では降圧剤を服用すると統制群よりも

SBP が 8.8mmHg低い結果になっており、それと整合的な結果になっている。 

運動について本稿の結果は運動の血圧低下への効果が限定的であることを示唆する。

しかし、運動が血圧を低下させることは RCT のシステマティックレビューによって示さ

れており、持久トレーニングによって SBPが 3.5mmHg（95%CI：-4.6～-2.3）低下し、筋

トレによって 1.8mmHg(95%CI：-3.7～-0.011)低下し、アイソメトリックと呼ばれる静的

な筋トレによって 10.9mmHg (95%CI: -14.5～-7.4)低下する[20]。ただ、期間が長い研

究だと効果は低くなっている。上記のシステマティックレビュー以外でも、統制群と比

べて 4.84mmHg 低くなるという研究[19]や高齢者について約 5mmHg 低くなるという研究

[18]があり、本稿の結果とは著しくかけ離れている。アイソメトリック・トレーニング

の代表的なものは最大握力の約 30％の力で約 10分間握力計に似た器具を握りしめるも

のだが[21]、まだ普及しておらず、血圧を最大限下げる可能性のある運動が現実にはほ

とんど行われていない可能性がある。 

喫煙については、本稿の結果は、元々の血圧が高くない人々について禁煙すると血圧

が高くなる可能性を示唆する。先行研究の結果は一貫していない[22]。日本の研究でも、

喫煙者が高血圧になりやすいとするもの[23]、逆になりにくいとするもの[24]があり、

最近の中国と韓国の研究では喫煙者の方が高血圧になりにくい結果になっている[25]。
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１つの仮説として、禁煙した場合には体重が増加し、体重の増加が血圧の上昇につなが

ることが考えられる[22]。 

夕食の遅さと夜食については、高血圧と関係がなかったとする日本のコーホート研究

があり[26]、本稿の結果もそれに近いものとなった。 

遅い夕食、夕食後の間食と BMIの間に有意な関係があることが既存の研究で示されて

おり[11, 26]、体重の減少が降圧に結びつくことが RCT のメタ解析で示されていること

から[2]、夕食時間を早くしたり間食を避けたりすることによって血圧が下がることが

理屈の上では期待されるが、係数がそれぞれ−0.06 kg/m2、−0.08 kg/m2と小さいので、

目に見える形で血圧の変化に結びつくのは難しそうである。 

食べる速さと高血圧の関係については、関係はないとする先行研究[27]と本稿の結果

は整合的である。体重減に伴う血圧低下の可能性はあるが、先行研究においても食べる

速さの違いによる BMIの違いは、速い人に比べて、遅い人が−0.11kg/m2で普通の人だと

−0.07 kg/m2と値としては小さいので[11]、こちらも食べる速さの変化が目に見える形

で血圧の変化に結びつく結果となるのは難しそうである。 

本稿の結果は飲酒量が減ると血圧が下がることを示唆するが、システマティックレビ

ューによれば、1日に 2杯以下飲んでいた人が飲酒量を減らしても血圧の有意な低下に

はつながらないが、3 杯以上だと血圧低下につながり、1 日に 6 杯以上飲んでいる人の

場合には飲酒量を 50％減らすと SBPが 5.50mmHg減少するとしている[28]。本稿の結果

はこの先行研究に近いが、表 9の固定効果モデルで示されたとおり、血圧との関係では

全く飲酒をしない方が望ましい可能性もある。 

 

(3)LDL-C 

 全体としてみると薬による LDL-Cの低下幅が圧倒的に大きく、生活習慣の改善に対応

した LDL-Cの変化は乏しいものとなった。 

 運動については、2005 年に出された RCT のメタ解析ではエアロビクスは LDL-C を有

意に低下させる効果がなかった[3]。この研究では体重の減少が LDL-C の減少に必要で

あることが示唆されている（相関係数は 0.75）。エアロビクスについて、東アジアの

人々を対象とするメタ解析では LDL－Cの下がり幅は-4.3mg/dl (95％CI:-9.4～0.8)と

なっていて有意差がない（95％CI が 0 をまたがっているため、効果がないことを 95％

の確率で否定できない）[29]。Mannらのレビューでは、筋トレも含めて、運動がコレス

テロール値の改善につながるとしており、LDL-Cの改善のためには HDL-Cの場合よりも

強度を高める必要があるとしている[30]。 

 喫煙については、元々の LDL-Cが高い人々は低下して低い人々は上昇する傾向がある

ことが示唆されるが、先行研究を見る限りそのようなものは見つからなかった。Gepner

らの RCT によれば、禁煙は LDL-C に対しては有意な変化をもたらさなかったとされる

（HCL-Cは上昇）[31]。 
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食事のあり方の改善については、1年後と 2年後で安定的な低下が見られる項目はな

かった。朝食の摂取については、体重の変化は見られなかったものの、1mg/dl未満とわ

ずかではあるものの朝食を摂取すると LDL-C が低下する傾向が見られた。2019 年の研

究で、同量のエネルギー摂取を夜にするのと朝にするのでは後者の方が LDL-Cが低くな

ることを示唆するクロスセクションの観察研究があり[32]、また、食事の頻度が多いと

LDL－C が低くなることを示唆する研究もあり[33, 34]、今回の結果の朝食に関する部

分はこれに類するものかしれない。 

飲酒については元々の LDL-C が低い人々について飲酒量が減ると LDL-C が増える傾

向があるように見える。一見常識に外れた結果だが、先行研究によると、飲み過ぎない

範囲の飲酒は LDL-Cを下げる傾向があることが示されており[35]、今回の結果は先行研

究と整合的である。 

 

(4)全体的考察 

➀本稿が示唆すること 

本稿では、特定健診の標準的な質問項目[36]に記載された健康改善項目に新たに取り

組んだ人々について、BMI・収縮期血圧・LDL-Cの変化がどの程度見られるのかを大手企

業の男性の健診データを使って検証した。全体的に見ると、体重の減少は小さいながら

も観察されるのに対して、血圧と LDL-Cについては、薬の効果は大きなものであること

が明確であるのに対して、質問票に沿った生活習慣の改善による改善効果は乏しいこと

が示唆される結果となった。更に、飲酒については、先行研究と同様に、飲酒を控える

人々において収縮期血圧が低下する傾向がある一方で、LDL-Cが増加する傾向があった。

禁煙についてはおそらくは体重増を通じて血圧を上げる可能性があるという先行研究

の指摘も確認された。 

本稿の結果は、生活習慣の改善によって高血圧や脂質異常症を治療したり予防したり

するのは難しいことを示唆する。特定健診は、法令上は、「高血圧症、脂質異常症、糖

尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪

細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するもの」(高齢者の医療の確保に関す

る法律施行令第 1 条)に関する健康審査とされ、内臓脂肪の蓄積を防ぐことによって、

高血圧等の生活習慣病を予防することを目指しているように思われる。しかし、現実に

は、高血圧と脂質異常症については、本稿を見る限りは特定健診が目指そうとしている

生活習慣の改善だけでその流れを止めることは難しいように思われる。本稿以外でも、

高血圧について、大阪府羽曳野市の特定健診データを用いた蔦谷らの研究があり、それ

によると、特定健診で用いられた標準的な質問票に掲載された喫煙、運動習慣の欠如、

積極的な身体活動の欠如、歩行速度の遅さ、食事の速さ、遅い夕食、夕食後の間食、朝

食を食べないこと、十分な睡眠の欠如のいずれもが、高血圧の発症のリスク要因となら

なかったことを示しており、唯一発症リスクとなったのは飲酒だけだった[1]。 
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本稿や蔦谷らの研究[1]が示唆するように、生活習慣の改善によって高血圧や脂質異

常症から脱却したり予防したりするのは難しいとすると、生活習慣の改善によって高血

圧や脂質異常症への医療費を抑制することも難しそうである。仮に、特定健診等の政策

の目的の１つが、高血圧や脂質異常症の診断基準を満たす人々を減らすことによって医

療費の軽減を目指しているとすれば、この目的に照らして特定健診が本当に効果がある

のかどうかは再検討が必要かもしれない。厚生労働省の『平成 27年度 国民医療費の概

況』では高血圧は 1兆 8,500億円となっているが、現在のように一定の数値によって高

血圧等の診断が自動的に決まるとすれば、生活習慣の改善によって減らせる額は小さな

ものになると推察される。 

 

②留意点 

 ただし、以上の議論については、次のように気をつけるべき点がある。 

第１に、生活習慣のあらゆる改善法が高血圧や脂質異常症の予防や治療に効果がない

のではなく、効果があるものが十分に行われていないのかもしれない。たとえば、食事

については、特定健診の標準的な質問項目においては、血圧を下げることについて共通

認識がある塩分摂取を含めて、食事の内容についての質問は掲載されていないが、DASH

食のような高血圧への対応に特に着目した食事法があり[37]、日本食版もあることから

[38]、このようなものを活用すれば、大きな降圧効果が見られるかもしれない。 

運動についても、日本では普及していないが、手軽で効果が高い可能性があるものと

して、握力に特化したアイソメトリック運動があるが、こういうものはもしかしたら降

圧剤の服用に近い降圧効果が得られることはあるかもしれない。 

ただ、我々の知る限り日本食版の DASHダイエットの RCTが論文で公表されておらず、

握力に特化したアイソメトリック運動の RCT も大規模なものはなく、日本全体で広く行

うことが推奨されるだけのエビデンスは得られていないように思われる。 

第２に、生活習慣の改善が血圧やコレステロール値の低下以外のメカニズムを通じて

重大な疾患の予防につながることは留意される必要がある。本稿は、喫煙と血圧の間に

は関係がないか、禁煙によって体重増加を通じて血圧が上昇することを示唆するが、循

環器疾患のリスク要因に高血圧とは独立して喫煙が含まれることは既に明らかにされ

ている[39]。運動についても、最近日本で出された観察研究によれば、激しくない身体

活動であれば脳卒中を減らす可能性があることが示されている[40]。運動が循環器疾患

を減らすメカニズムを検証した研究によれば、血圧の低下を媒介した予防効果は約 27％

であり、低い数字ではないが、血圧低下以外のメカニズムによるところが大きいことが

わかる[41]。心肺フィットネスや握力の水準の高さが血圧を介さずに脳卒中や総死亡率

などの低さを予測する因子であるとする研究もある[42, 43]。飲酒についても、飲酒量

の増大が脳卒中の発生確率の増大につながることを示した研究では、共変量に血圧を加

えると、両者の関係は弱まったが、有意性は消滅しなかった[44]。 
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従って、健康指導を行う場合には、血圧やコレステロール値を下げることができると

いう理由で生活習慣の改善を行うのではなく、たとえこれらの数値が下がらなくても生

活習慣の改善は重大疾患リスクの低下につながるという説明をする方が望ましいと思

われる。こうすれば、生活習慣の改善が血圧やコレステロール値の改善につながらなく

ても、モティベーションの維持が期待できるかもしれない。もしかしたら、現在の特定

健診という制度は、禁煙・運動・節酒自体が持つ健康価値をなおざりにして数値を重視

しすぎているのかもしれない。 

 

③本稿の限界 

本稿には以下のとおり様々な限界があり、これらを克服していく必要がある。 

第1に、2万人を超える大規模なものではあるものの1健康保険組合のみのデータで、

かつ、男性に限られているために一般的な妥当性がある結論が導き出せない。日本の健

診データは数千万人規模で毎年存在しているため、それらの有効な活用が望まれる。 

第 2に、既存のデータを入手しているため、アウトカム指標の計測が正確に行われて

いるかどうかは我々にはわからなかった。説明変数についても、生活習慣については質

問票だけで確認しているため、実際の取組との間で乖離がある可能性がある。とりわけ、

歩く速さや食事の速さなどは客観的な速さではなく主観的なものとなっている。生活習

慣の各質問も「はい」か「いいえ」の二択になっており、頻度や強度がわからないため

（たとえば、運動だと週に２回なのか毎日なのか、軽い運動か激しい運動なのかなど）、

量に応じたアウトカム指標の変化について正確な評価ができていないことが懸念され

る。また、生活習慣の変化があった場合に、変化が生じてからの期間はわからず、その

ために正確な効果の検証ができていないことが懸念される。 

第 3に、本稿は RCTでなく観察研究なので、逆の因果関係（たとえば体重の増加が生

活習慣の変化を促した場合）や計測されていない変数（食事の質の変化、所得など）に

よって結果にバイアスがかかっていることが懸念される。ただ、本稿の結果によれば、

薬の使用を除いて、生活習慣の改善に伴うアウトカム変数の変化は統計的に有意なもの

であっても小さく、大規模な RCTのような因果関係をより正確に検証できる手法を用い

ることができても、劇的に大きな効果が出るとは考えにくい。 

第 4に、検証を行ったアウトカム指標を限定的にせざるを得なかった。コレステロー

ル値については HDL-C や中性脂肪や検証しておらず、HbA1c、DBP についても検証して

いない。 

 

④今後の検証課題 

 本稿の結果によって、今後更なる検証の必要な仮説が生じたので、最後に記載してお

く。大規模データでの今後の検証が望まれる。 
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(a)喫煙と血圧・LDL-Cの関係 

 もともと血圧が高い人々（SBPが 140mmHg以上）の場合には、禁煙すると SBP が下が

り、逆に、もともと血圧が低い人々は、禁煙すると血圧が上がる傾向が見られた。これ

が偶然なのかどうかについて、更に検証を進めることが望まれる。 

 同様の傾向が LDL-Cについても見られるため、これについても検証を進めることが望

まれる。 

 

(b)朝食の摂取と体重・LDL-Cの関係 

 本稿の結果によると、もともと朝食を摂取していた人が摂取するのをやめると体重が

減ることを示唆する。また、朝食を摂取していなかった人が摂取すると LDL-Cが低下す

る可能性を示唆する。これらについて、更に検証することが望まれる。 
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質問項目 質問項目への回答
観察数 割合（注1）

いいえ→いいえ 23.8 (3.3) 0.02 (0.90) 41,250 80.6%
いいえ→はい 25.5 (3.8) 0.03 (1.09) 1,307 2.6%

はい→はい 26.1 (4.1) 0.02 (1.37) 8,261 16.1%
はい→いいえ 25.7 (4.2) 0.20 (4.70) 387 0.8%

いいえ→いいえ 24.0 (3.5) 0.02 (0.88) 46,204 90.3%
いいえ→はい 26.0 (3.7) -0.03 (0.99) 1,010 2.0%

はい→はい 26.3 (3.9) 0.01 (0.89) 3,281 6.4%
はい→いいえ 26.0 (3.7) -0.04 (1.11) 672 1.3%

いいえ→いいえ 24.1 (3.4) 0.02 (0.87) 48,036 93.9%
いいえ→はい 26.9 (4.8) -0.23 (1.38) 485 0.9%

はい→はい 26.9 (4.5) -0.02 (0.98) 2,452 4.8%
はい→いいえ 26.9 (4.3) -0.14 (1.08) 202 0.4%

はい→はい 24.0 (3.6) 0.02 (1.05) 22,725 44.4%
はい→いいえ 24.3 (3.5) 0.44 (2.95) 1,087 2.1%

いいえ→いいえ 24.4 (3.5) 0.02 (0.93) 26,602 51.9%
いいえ→はい 24.6 (3.6) -0.19 (1.24) 793 1.5%

いいえ→いいえ 24.2 (3.6) 0.02 (0.87) 32,490 75.5%
いいえ→はい 24.4 (3.5) -0.10 (1.03) 2,749 6.4%

はい→はい 24.0 (3.3) 0.01 (0.83) 5,096 11.8%
はい→いいえ 24.3 (3.4) 0.09 (0.95) 2,695 6.3%

いいえ→いいえ 24.4 (3.6) 0.02 (0.87) 27,909 64.9%
いいえ→はい 24.2 (3.6) -0.11 (0.99) 4,071 9.5%

はい→はい 23.7 (3.4) 0.02 (0.84) 6,670 15.5%
はい→いいえ 24.1 (3.5) 0.10 (0.92) 4,341 10.1%

いいえ→いいえ 24.4 (3.8) 0.03 (0.91) 22,033 51.9%
いいえ→はい 24.2 (3.4) -0.04 (0.92) 3,649 8.6%

はい→はい 23.8 (3.1) 0.02 (0.82) 13,006 30.6%
はい→いいえ 24.2 (3.4) 0.03 (0.91) 3,782 8.9%

前年も今年も速く食べる 25.3 (3.8) 0.01 (0.94) 11,714 27.3%
前年より遅く食べる 24.4 (3.6) -0.02 (0.95) 4,076 9.5%

前年よりも速く食べる 24.2 (3.5) 0.03 (0.92) 3,546 8.3%
前年も今年も普通か遅く食べる 23.7 (3.4) 0.02 (0.83) 23,601 55.0%

 はい→はい 24.3 (3.6) 0.03 (0.88) 16,543 38.5%
はい→いいえ 24.4 (3.6) -0.01 (0.98) 5,062 11.8%

いいえ→いいえ 24.1 (3.5) 0.01 (0.87) 16,846 39.2%
いいえ→はい 24.2 (3.5) 0.05 (0.85) 4,532 10.5%

はい→はい 24.5 (3.7) 0.09 (0.87) 2,559 6.0%
はい→いいえ 24.6 (3.7) -0.03 (1.02) 2,506 5.8%

いいえ→いいえ 24.1 (3.6) 0.01 (0.87) 35,454 82.4%
いいえ→はい 24.5 (3.7) 0.09 (0.91) 2,483 5.8%

はい→はい 24.0 (3.7) 0.03 (0.89) 9,947 23.2%
はい→いいえ 24.6 (3.8) 0.02 (1.01) 2,268 5.3%

いいえ→いいえ 24.2 (3.5) 0.02 (0.87) 28,687 66.8%
いいえ→はい 24.6 (3.7) -0.04 (0.91) 2,036 4.7%

前年と同程度飲む 24.1 (3.5) 0.02 (0.82) 25,540 50.2%
前年より飲まない 24.1 (3.4) -0.06 (0.96) 6,509 12.8%

前年も今年も飲まない 24.6 (4.0) 0.05 (0.96) 12,313 24.2%
前年より飲む 24.2 (3.4) 0.05 (0.87) 6,544 12.9%

いいえ→いいえ 24.1 (3.7) 0.03 (0.87) 11,001 25.6%
いいえ→はい 24.2 (3.6) 0.06 (0.95) 4,886 11.4%

はい→はい 24.2 (3.5) 0.00 (0.87) 22,359 52.1%
はい→いいえ 24.2 (3.6) 0.01 (0.92) 4,673 10.9%

(注１) 割合は各項目ごとに観察数全体に占める割合。
(注２) 飲酒の質問は「お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度」「飲酒日の１日当たりの飲酒量」という2
つの質問の回答を組み合わせたもの。本文を参照のこと。

就寝前の2 時間以
内に夕食をとるこ
とが週に3 回以上

ある
夕食後に間食（3

食以外の夜食）を
とることが週に3

回以上ある

朝食を抜くことが
週に3 回以上ある

飲酒 の頻度と量
（注2）

睡眠で休養が十分

現在、たばこを習
慣的に吸っている

1回30 分以上の軽
く汗をかく運動を
週2 日以上、1 年

以上実施
日常生活において
歩行又は同等の身
体活動を1 日1 時

間以上実施

ほぼ同じ年齢の同
性と比較して歩く

速度が速い

人と比較して食べ
る速度が速い

平均（標準偏差） 平均（標準偏差）

血圧を下げる薬

コレステロールを
下げる薬

インスリン注射又
は血糖を下げる薬

ベース年のBMI １年後のBMIの変化

表 3 生活習慣の質問項目への回答の 1 年間の推移に応じた BMI の変化(男性) 
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いいえ→いいえ 124.5 (14.3) 1.0 (12.2) 41,250 80.6%
いいえ→はい 146.8 (18.9) -11.6 (18.6) 1,307 2.6%

はい→はい 134.7 (15.7) 0.0 (14.8) 8,261 16.1%
はい→いいえ 133.4 (15.4) 4.7 (16.1) 387 0.8%

はい→はい 126.1 (15.6) 0.7 (13.0) 22,725 44.4%
はい→いいえ 126.0 (16.3) 1.6 (14.4) 1,087 2.1%

いいえ→いいえ 127.4 (15.3) 0.4 (13.0) 26,602 51.9%
いいえ→はい 126.6 (15.0) 0.5 (14.0) 793 1.5%

いいえ→いいえ 126.1 (15.3) 0.6 (13.0) 32,490 75.5%
いいえ→はい 126.4 (15.8) 0.3 (13.4) 2,749 6.4%

はい→はい 126.6 (15.3) 0.6 (12.8) 5,096 11.8%
はい→いいえ 126.1 (15.4) 0.6 (13.4) 2,695 6.3%

いいえ→いいえ 126.4 (15.2) 0.5 (13.0) 27,909 64.9%
いいえ→はい 126.4 (15.3) 0.3 (13.1) 4,071 9.5%

はい→はい 125.9 (15.6) 0.6 (13.0) 6,670 15.5%
はい→いいえ 125.7 (15.4) 1.1 (13.3) 4,341 10.1%

 速くない→速くない 126.4 (15.3) 0.5 (13.0) 22,033 51.9%
速くない→速い 126.3 (15.5) 0.3 (13.7) 3,649 8.6%

速い→速い 126.1 (15.4) 0.7 (12.9) 13,006 30.6%
速い→速くない 125.7 (15.2) 0.8 (13.0) 3,782 8.9%

前年も今年も速く食べる 126.8 (14.9) 0.4 (13.1) 11,714 27.3%
前年より遅く食べる 126.0 (15.3) 0.7 (13.1) 4,076 9.5%

前年よりも速く食べる 125.9 (15.4) 0.5 (13.3) 3,546 8.3%
前年も今年も普通か遅く食べる 126.0 (15.5) 0.6 (12.9) 23,601 55.0%

 はい→はい 125.7 (15.2) 0.7 (13.0) 16,543 38.5%
はい→いいえ 126.5 (15.5) 0.3 (13.2) 5,062 11.8%

いいえ→いいえ 126.7 (15.4) 0.4 (13.0) 16,846 39.2%
いいえ→はい 126.1 (15.2) 0.8 (13.0) 4,532 10.5%

はい→はい 124.2 (14.5) 0.6 (13.2) 2,559 6.0%
はい→いいえ 125.6 (15.2) 0.6 (13.2) 2,506 5.8%

いいえ→いいえ 126.5 (15.4) 0.5 (13.0) 35,454 82.4%
いいえ→はい 125.0 (14.9) 1.0 (12.9) 2,483 5.8%

はい→はい 125.7 (15.3) 0.7 (13.0) 9,947 23.2%
はい→いいえ 127.1 (16.3) 0.8 (13.1) 2,268 5.3%

いいえ→いいえ 126.3 (15.3) 0.5 (13.1) 28,687 66.8%
いいえ→はい 126.9 (15.3) 0.0 (12.5) 2,036 4.7%

前年と同程度飲む 127.5 (15.4) 0.6 (12.9) 25,540 50.2%
前年より飲まない 127.7 (15.6) -0.2 (13.6) 6,509 12.8%

前年も今年も飲まない 124.6 (15.3) 0.5 (12.9) 12,313 24.2%
前年より飲む 127.0 (15.5) 1.1 (13.1) 6,544 12.9%

いいえ→いいえ 125.0 (14.9) 0.8 (12.7) 11,001 25.6%
いいえ→はい 125.6 (15.4) 0.4 (13.3) 4,886 11.4%

はい→はい 127.1 (15.5) 0.6 (13.0) 22,359 52.1%
はい→いいえ 125.8 (15.3) 0.2 (13.3) 4,673 10.9%

(注１) 割合は各項目ごとに観察数全体に占める割合。

1回30 分以上の軽
く汗をかく運動を
週2 日以上、1 年

以上実施
日常生活において
歩行又は同等の身
体活動を1 日1 時

間以上実施

ベース年のSBP １年後のSBPの変化

(注２) 飲酒の質問は「お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度」「飲酒日の１日当たりの飲酒量」という
2つの質問の回答を組み合わせたもの。本文を参照のこと。

飲酒 の頻度と量
（注2）

睡眠で休養が十分

質問項目への回答 観察数 割合(注1)
平均（標準偏差） 平均（標準偏差）

ほぼ同じ年齢の同
性と比較して歩く

速度が速い

人と比較して食べ
る速度が速い

就寝前の2 時間以
内に夕食をとるこ
とが週に3 回以上

ある
夕食後に間食（3

食以外の夜食）を
とることが週に3

回以上ある

朝食を抜くことが
週に3 回以上ある

質問項目

血圧を下げる薬

現在、たばこを習
慣的に吸っている

表 4 生活習慣の質問項目への回答の 1 年間の推移に応じた収縮期血圧の変化(男性) 
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いいえ→いいえ 124.3 (30.5) 0.1 (19.1) 46,180 90.3%

いいえ→はい 144.6 (43.5) -28.8 (39.8) 1,009 2.0%
はい→はい 117.9 (30.9) -0.9 (24.1) 3,276 6.4%

はい→いいえ 119.2 (35.2) 12.3 (33.6) 672 1.3%
はい→はい 123.2 (32.2) -0.4 (20.6) 22,708 44.4%

はい→いいえ 124.2 (31.4) -0.3 (24.4) 1,085 2.1%
いいえ→いいえ 125.2 (30.1) -0.4 (20.8) 26,586 52.0%

いいえ→はい 123.0 (32.0) -0.6 (20.5) 791 1.5%
いいえ→いいえ 125.1 (31.6) -0.2 (21.1) 32,472 75.5%

いいえ→はい 123.5 (30.8) -0.5 (20.5) 2,745 6.4%
はい→はい 123.4 (30.0) -0.3 (20.0) 5,094 11.8%

はい→いいえ 124.1 (31.1) 0.3 (20.7) 2,693 6.3%
いいえ→いいえ 125.2 (31.5) -0.2 (20.9) 27,890 64.9%

いいえ→はい 124.8 (31.1) -0.9 (21.7) 4,068 9.5%
はい→はい 122.7 (31.1) 0.1 (20.1) 6,668 15.5%

はい→いいえ 124.4 (30.9) 0.3 (21.3) 4,339 10.1%
 速くない→速くない 124.6 (31.7) -0.1 (21.0) 22,014 51.9%

速くない→速い 125.7 (31.9) -0.6 (21.2) 3,646 8.6%
速い→速い 124.2 (30.6) -0.1 (20.3) 13,002 30.6%

速い→速くない 125.3 (31.5) -0.2 (21.7) 3,782 8.9%
前年も今年も速く食べる 126.8 (31.5) -0.5 (21.4) 11,708 27.3%

前年より遅く食べる 124.5 (31.3) -0.4 (21.3) 4,073 9.5%
前年よりも速く食べる 124.7 (31.1) 0.2 (21.3) 3,542 8.3%

前年も今年も普通か遅く食べる 123.7 (31.3) -0.1 (20.5) 23,588 55.0%
 はい→はい 124.4 (31.3) 0.0 (21.1) 16,535 38.5%

はい→いいえ 124.6 (31.2) -0.5 (21.0) 5,060 11.8%
いいえ→いいえ 125.2 (31.4) -0.2 (20.9) 16,832 39.2%

いいえ→はい 124.5 (31.7) -0.4 (20.5) 4,530 10.5%
はい→はい 129.5 (31.5) 0.3 (21.0) 2,559 6.0%

はい→いいえ 129.6 (31.8) -1.1 (21.7) 2,504 5.8%
いいえ→いいえ 123.8 (31.2) -0.2 (20.8) 35,430 82.4%

いいえ→はい 128.4 (31.2) -0.4 (21.0) 2,483 5.8%
はい→はい 127.2 (33.3) 0.2 (21.5) 9,944 23.2%

はい→いいえ 127.0 (33.4) -2.2 (22.9) 2,268 5.3%
いいえ→いいえ 123.6 (30.4) -0.2 (20.5) 28,664 66.8%

いいえ→はい 126.2 (32.1) -0.4 (22.1) 2,036 4.7%
前年と同程度飲む 122.2 (30.8) -0.4 (20.3) 25,529 50.2%
前年より飲まない 122.9 (31.5) -0.2 (21.3) 6,504 12.8%

前年も今年も飲まない 130.2 (31.3) -0.4 (21.4) 12,305 24.2%
前年より飲む 122.5 (30.3) -0.3 (20.6) 6,542 12.9%

いいえ→いいえ 124.8 (31.5) -0.3 (21.0) 10,999 25.6%
いいえ→はい 124.8 (31.3) 0.6 (22.2) 4,883 11.4%

はい→はい 124.5 (31.5) -0.2 (20.7) 22,341 52.1%
はい→いいえ 125.7 (30.8) -0.7 (20.6) 4,670 10.9%

(注１) 割合は各項目ごとに観察数全体に占める割合。

ベース年のLDL-C １年後のLDL-Cの変化
観察数 割合(注1)

平均（標準偏差） 平均（標準偏差）
質問項目 質問項目への回答

(注２) 飲酒の質問は「お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度」「飲酒日の１日当たりの飲酒量」という2つ
の質問の回答を組み合わせたもの。本文を参照のこと。

コレステロールを
下げる薬

現在、たばこを習
慣的に吸っている

1回30 分以上の軽
く汗をかく運動を
週2 日以上、1 年

以上実施
日常生活において
歩行又は同等の身
体活動を1 日1 時

間以上実施

ほぼ同じ年齢の同
性と比較して歩く

速度が速い

人と比較して食べ
る速度が速い

就寝前の2 時間以
内に夕食をとるこ
とが週に3 回以上

ある
夕食後に間食（3

食以外の夜食）を
とることが週に3

回以上ある

朝食を抜くことが
週に3 回以上ある

飲酒 の頻度と量
（注2）

睡眠で休養が十分

表 5 生活習慣の質問項目への回答の 1 年間の推移に応じた LDL-C の変化(男性) 
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モデル1 モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル6
計測年
ベース年のBMIの範囲 全体 25以上 25未満 全体 25以上 25未満
説明変数（「いいえ」から「はい」に
変化したもの）

血圧を下げる薬 0.11*** 0.11* 0.11*** 0.23*** 0.29** 0.19** 
　 (0.03) (0.05) (0.03) (0.06) (0.09) (0.07)

コレステロールや中性脂肪を下げる薬 -0.02 0.01 -0.06 0.16* 0.19 0.12
(0.03) (0.05) (0.04) (0.08) (0.12) (0.10)

血糖を下げる薬又はインスリン注射 -0.22*** -0.26*** -0.16** -0.16 -0.2 -0.1
(0.04) (0.07) (0.06) (0.09) (0.14) (0.13)

運動 -0.09*** -0.18*** -0.03 -0.16*** -0.24** -0.11*  
 (0.02) (0.03) (0.02) (0.05) (0.09) (0.05)

身体活動 -0.12*** -0.18*** -0.08*** -0.10* -0.18* -0.05
 (0.02) (0.03) (0.02) (0.04) (0.09) (0.05)

速く歩く -0.05*** -0.11*** -0.02 -0.06 -0.14 -0.01
 (0.02) (0.03) (0.02) (0.04) (0.08) (0.04)

睡眠で休養が十分 0.04** 0 0.06*** -0.01 -0.1 0.03
 (0.02) (0.03) (0.02) (0.03) (0.07) (0.04)

説明変数（「はい」から「いいえ」に
変化したもの）

喫煙 0.35*** 0.18** 0.46*** 0.63*** 0.34** 0.83***
　 (0.03) (0.06) (0.03) (0.07) (0.13) (0.07)

夕食が遅い -0.03* -0.12*** 0.02 -0.06 -0.15* -0.01
 (0.01) (0.03) (0.02) (0.03) (0.07) (0.04)

夕食後の間食あり -0.11*** -0.23*** -0.03 -0.15** -0.35*** -0.02
 (0.02) (0.05) (0.03) (0.06) (0.10) (0.06)

朝食の不摂取 0.02 -0.05 0.06** 0.02 -0.02 0.07
 (0.02) (0.04) (0.02) (0.05) (0.09) (0.05)

前年よりも遅く食べる（注１） -0.06*** -0.06* -0.05** -0.07 -0.1 -0.05
(0.02) (0.03) (0.02) (0.04) (0.07) (0.04)

飲酒（参照カテゴリー: 前年も本年も同じだけ飲む） 　
前年より飲まない（注２） -0.08*** -0.13*** -0.05*** -0.04 -0.05 -0.04

(0.01) (0.03) (0.01) (0.03) (0.06) (0.03)

ベース年のBMI -0.03*** -0.03*** -0.03*** -0.05*** -0.04*** -0.05***
(0.00) 0.00 0.00 0.00 (0.01) 0.00

定数項 1.07*** 0.86*** 1.09*** 1.49*** 1.42*** 1.42***
(0.05) (0.13) (0.07) (0.10) (0.24) (0.13)

観察数 41733 15060 26673 18393 6701 11692
調整済みR２ 0.028 0.022 0.022 0.046 0.041 0.037
（注１）2013年から2015年からの2年間の推移を検証したモデル4～6では、前々年より前年は遅く食べ、本年はそのまま維持かさらに遅くなっている。
（注２）2013年から2015年からの2年間の推移を検証したモデル4～6では、前々年より前年は飲まなくなり、本年はそのまま維持かさらに飲まない。

はい→いいえ
(参照カテゴリー: はい→はい)

はい→いいえ→いいえ
(参照カテゴリー: はい→はい→はい)

食べる速さ（参照カテゴリー: 前年も本年も早い）

13年→14年、14年→15年のプール

いいえ→はい
(参照カテゴリー: いいえ→いいえ)

いいえ→はい→はい
(参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ)

13年→15年

表 6 BMI の 1 年間ないし 2 年間の変化を従属変数とする重回帰分析（簡略版） 
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モデル1 モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル6

計測年
ベース年のSBPの範囲 全体 140以上 140未満 全体 140以上 140未満
説明変数（「いいえ」から「はい」に
変化したもの）

血圧を下げる薬 -4.35*** -9.03*** 1.23*  -5.94*** -11.07*** 0.58
　 (0.37) (0.62) (0.55) (0.65) (1.07) (1.00)

運動 -0.20 -0.17 -0.19 0.00 -1.11 0.36
 (0.24) (0.71) (0.25) (0.55) (1.57) (0.57)

身体活動 -0.29 -0.19 -0.29 -0.13 0.64 -0.16
 (0.20) (0.61) (0.21) (0.48) (1.49) (0.50)

速く歩く -0.08 0.24 -0.15 0.76 -0.57 0.97*  
 (0.21) (0.63) (0.22) (0.45) (1.46) (0.46)

睡眠で休養が十分 -0.17 -1.37* 0.04 0.10 0.19 0.22
 (0.20) (0.65) (0.21) (0.39) (1.27) (0.39)

説明変数（「はい」から「いいえ」に
変化したもの）

喫煙 0.85* -0.99 1.16** 1.79* -3.26 2.52***
　 (0.40) (1.26) (0.41) (0.76) (2.74) (0.76)

夕食が遅い -0.24 -0.01 -0.27 -0.62 -1.47 -0.42
 (0.19) (0.58) (0.20) (0.39) (1.18) (0.40)

夕食後の間食あり 0.27 1.27 0.10 -0.44 0.73 -0.57
 (0.33) (1.10) (0.34) (0.63) (2.14) (0.63)

朝食を不摂取 0.53 1.55 0.30 1.02 5.12*** 0.22
 (0.28) (0.81) (0.29) (0.52) (1.54) (0.54)

前年よりも遅く食べる（注１） -0.21 -0.90 -0.06 0.48 1.50 0.18
(0.22) (0.65) (0.22) (0.43) (1.33) (0.44)

飲酒（参照カテゴリー: 前年も本年も同じだけ飲む） 　
前年より飲まない（注２） -0.66*** -1.83*** -0.40*  -0.52 -2.36* -0.07

(0.18) (0.52) (0.19) (0.36) (1.14) (0.37)

ベース年のSBP -0.38*** -0.43*** -0.40*** -0.40*** -0.50*** -0.42***
(0.00) (0.02) (0.01) (0.01) (0.03) (0.01)

定数項 41.51*** 52.36*** 43.95*** 44.25*** 62.92*** 45.51***
(0.67) (2.87) (0.83) (1.11) (4.86) (1.33)

観察数 41759 7055 34704 18409 3001 15408
調整済みR２ 0.195 0.137 0.129 0.211 0.170 0.136
（注１）2013年から2015年からの2年間の推移を検証したモデル4～6では、前々年より前年は遅く食べ、本年はそのまま維持かさらに遅くなっている。
（注２）2013年から2015年からの2年間の推移を検証したモデル4～6では、前々年より前年は飲まなくなり、本年はそのまま維持かさらに飲まない。

はい→いいえ
(参照カテゴリー: はい→はい)

はい→いいえ→いいえ
(参照カテゴリー: はい→はい→はい)

食べる速さ（参照カテゴリー: 前年も本年も早い）

13年→14年、14年→15年のプール 13年→15年

いいえ→はい
(参照カテゴリー: いいえ→いいえ)

いいえ→はい→はい
(参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ)

表 7 収縮期血圧（SBP）の 1 年間ないし 2 年間の変化を従属変数とする重回帰分析（簡略版） 
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モデル1 モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル6

計測年
ベース年のLDL-Cの範囲 全体 140以上 140未満 全体 140以上 140未満

説明変数（「いいえ」から「はい」に
変化したもの）

コレステロールや中性脂肪を下げる薬 -23.92*** -38.93*** -5.12*** -28.50*** -40.99*** -6.46** 
　 (0.69) (1.09) (0.93) (1.45) (2.19) (2.10)

運動 -0.48 -1.04 -0.27 -2.79** -4.83* -1.75
 (0.40) (0.85) (0.43) (0.94) (1.91) (1.03)

身体活動 -0.71* -1.65* -0.26 -1.53 -0.40 -1.90*  
 (0.34) (0.70) (0.37) (0.83) (1.81) (0.88)

速く歩く -0.22 -0.08 -0.24 1.12 2.12 0.61
 (0.35) (0.72) (0.39) (0.77) (1.63) (0.84)

睡眠で休養が十分 1.11** 0.48 1.42*** 0.06 -0.18 0.23
 (0.34) (0.71) (0.37) (0.66) (1.41) (0.71)

説明変数（「はい」から「いいえ」に
変化したもの）

喫煙 0.52 -1.67 1.50*  0.83 -7.79** 4.52** 
　 (0.67) (1.35) (0.74) (1.30) (2.70) (1.42)

夕食が遅い -0.50 -0.33 -0.56 -1.11 -0.58 -1.67*  
 (0.32) (0.67) (0.35) (0.66) (1.42) (0.71)

夕食後の間食あり -1.23* -0.59 -1.48*  -1.62 -2.47 -0.98
 (0.55) (1.07) (0.63) (1.07) (2.11) (1.20)

朝食を不摂取 -2.12*** -2.56** -1.84*** -0.79 -1.07 -0.40
 (0.46) (0.91) (0.51) (0.89) (1.78) (0.99)

食べる速さ（参照カテゴリー: 前年も本年も早い）
前年よりも遅く食べる（注１） -0.39 -0.14 -0.45 -0.49 0.56 -0.82

(0.36) (0.75) (0.39) (0.73) (1.59) (0.79)
飲酒（参照カテゴリー: 前年も本年も同じだけ飲む） 　

前年より飲まない（注２） 0.33 -0.63 0.88** 1.34* 0.92 1.61*  
(0.30) (0.63) (0.32) (0.62) (1.34) (0.67)

ベース年のLDL -0.22*** -0.28*** -0.17*** -0.25*** -0.35*** -0.19***
0.00 (0.01) (0.01) 0.00 (0.02) (0.01)

定数項 30.20*** 43.97*** 24.01*** 36.15*** 60.21*** 26.51***
(0.91) (2.45) (1.05) (1.59) (4.23) (1.80)

観察数 41719 12526 29193 18391 5523 12868
調整済みR２ 0.143 0.164 0.045 0.178 0.212 0.051
（注１）2013年から2015年からの2年間の推移を検証したモデル4～6では、前々年より前年は遅く食べ、本年はそのまま維持かさらに遅くなっている。
（注２）2013年から2015年からの2年間の推移を検証したモデル4～6では、前々年より前年は飲まなくなり、本年はそのまま維持かさらに飲まない。

13年→14年、14年→15年のプール

いいえ→はい
(参照カテゴリー: いいえ→いいえ)

いいえ→はい→はい
(参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ)

はい→いいえ
(参照カテゴリー: はい→はい)

はい→いいえ→いいえ
(参照カテゴリー: はい→はい→はい)

13年→15年

表 8 LDL-C の 1 年間ないし 2 年間の変化を従属変数とする重回帰分析（簡略版） 
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被説明変数 BMI SBP SBP LDL LDL

BMIのコントロール なし あり なし あり

説明変数　　　　　　　　　　　年齢 0.01*** 0.67*** 0.64*** 0.01 -0.03
 0.00 (0.05) (0.05) (0.07) (0.07)

血圧を下げる薬 0.07** -10.13*** -10.28***
　 (0.02) (0.32) (0.32)

コレステロールや中性脂肪を下げる薬 -0.01 -22.57*** -22.52***
(0.02) (0.54) (0.53)

血糖を下げる薬又はインスリン注射 -0.19***                
(0.04)                

運動 -0.12*** -0.11 0.16 -0.87** -0.45
 (0.01) (0.18) (0.17) (0.28) (0.28)

身体活動 -0.11*** -0.62*** -0.35* -0.69** -0.29
 (0.01) (0.14) (0.14) (0.23) (0.23)

速く歩く -0.04** -0.05 0.03 0.05 0.18
 (0.01) (0.15) (0.15) (0.24) (0.24)

睡眠で休養が十分 0.03** 0.18 0.12 0.66** 0.57** 
 (0.01) (0.13) (0.13) (0.21) (0.21)

禁煙 0.34*** 1.02** 0.23 0.60 -0.62
　 (0.02) (0.31) (0.31) (0.50) (0.50)

夕食が早い -0.04*** -0.29* -0.19 -0.19 -0.03
 (0.01) (0.13) (0.13) (0.21) (0.21)

夕食後の間食なし -0.06*** -0.16 -0.01 -0.70* -0.47
 (0.01) (0.19) (0.18) (0.30) (0.29)

朝食を食べる 0.02 0.32 0.27 -0.67* -0.75*  
 (0.01) (0.20) (0.19) (0.31) (0.31)

食べる速さ（参照：速い）　　　普通 -0.04*** 0.04 0.14 -0.54* -0.38
(0.01) (0.17) (0.17) (0.28) (0.27)

遅い -0.05* -0.33 -0.20 -0.72 -0.51
(0.02) (0.34) (0.33) (0.54) (0.54)

飲酒 (参照: ほとんど飲まない、飲めない)　　　時々飲む 0.07*** 0.63* 0.47 -0.58 -0.82*  
 (0.02) (0.25) (0.25) (0.40) (0.40)

毎日１合未満 0.19*** 1.89*** 1.45*** -0.69 -1.38*  
 (0.02) (0.34) (0.34) (0.55) (0.54)

毎日1～2合未満 0.21*** 2.41*** 1.91*** -0.74 -1.51** 
(0.02) (0.33) (0.32) (0.53) (0.52)

毎日2合以上 0.21*** 2.19*** 1.70*** -0.80 -1.55** 
(0.03) (0.37) (0.37) (0.60) (0.59)

BMI   2.35***  3.62***
  (0.07)  (0.11)

定数項 23.52*** 93.82*** 38.38*** 127.37*** 42.25***
(0.16) (2.27) (2.73) (3.64) (4.39)

観察数 72,958 72,983 72,983 72,942 72,942
サンプル数 30,700 30,704 30,704 30,698 30,698
R２(within) 0.0157 0.0277 0.0558 0.0405 0.0659

表 9 固定効果モデルによるパネルデータ分析（男性） 
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ベース年のBMIの調整の有無 なし あり なし あり なし あり ベース年のBMIの調整の有無 なし あり なし あり なし あり

年齢 -0.00** -0.00*** 0 0 -0.00*** -0.00*** 食べる速さ(参照: 前年も今年も早く食べる）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前年より遅く食べる -0.03 -0.06*** -0.06 -0.06* -0.04* -0.05** 

降圧剤 (参照: いいえ→いいえ） (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)
いいえ→はい 0.06* 0.11*** 0.09* 0.11* 0.10** 0.11*** 前年より早く食べる 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01

(0.03) (0.03) (0.05) (0.05) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)
はい→はい 0.01 0.08*** 0.06** 0.10*** 0.04* 0.05** 前年も今年も普通に食べる 0.02 -0.03** 0.00 -0.01 -0.02* -0.04***

(0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)
はい→いいえ -0.03 0.02 0.01 0.04 0.03 0.04 遅い夕食 (参照: はい→はい）

(0.05) (0.05) (0.08) (0.08) (0.06) (0.06) はい→いいえ -0.03* -0.03* -0.12*** -0.12*** 0.02 0.02
スタチン等 (参照: いいえ→いいえ） (0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)

いいえ→はい -0.05 -0.02 0.01 0.01 -0.08 -0.06 いいえ→いいえ -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 0.00 -0.01
(0.03) (0.03) (0.05) (0.05) (0.04) (0.04) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)

はい→はい 0.01 0.05* 0.05 0.05 0.01 0.02 いいえ→はい 0.03* 0.03* 0.07* 0.07* 0.01 0.01
(0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)

はい→いいえ -0.02 0.02 0.04 0.04 -0.03 -0.01 夕食後の間食 (参照: はい→はい）
(0.04) (0.04) (0.06) (0.06) (0.05) (0.05) はい→いいえ -0.11*** -0.11*** -0.23*** -0.23*** -0.03 -0.03

糖尿病の薬 (参照: いいえ→いいえ） (0.03) (0.02) (0.05) (0.05) (0.03) (0.03)
いいえ→はい -0.29*** -0.22*** -0.30*** -0.26*** -0.16** -0.16** いいえ→いいえ -0.07*** -0.07*** -0.14*** -0.14*** -0.03 -0.03

(0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.06) (0.06) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)
はい→はい -0.05* 0.01 -0.05 -0.02 0.03 0.04 いいえ→はい 0.01 0.01 -0.03 -0.02 0.02 0.02

(0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.02) (0.05) (0.05) (0.03) (0.03)
はい→いいえ -0.12 -0.07 -0.18 -0.17 0.09 0.1 朝食を抜く (参照: はい→はい）

(0.07) (0.07) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) はい→いいえ 0.00 0.02 -0.05 -0.05 0.06* 0.06** 
喫煙 (参照: はい→はい） (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)

はい→いいえ 0.35*** 0.35*** 0.19** 0.18** 0.46*** 0.46*** いいえ→いいえ -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00
(0.03) (0.03) (0.06) (0.06) (0.03) (0.03) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)

いいえ→いいえ 0.01 0.02 0.02 0.02 0 0.02 いいえ→はい -0.07** -0.06** -0.08* -0.08* -0.04 -0.04
(0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)

いいえ→はい -0.23*** -0.21*** -0.32*** -0.32*** -0.16*** -0.14*** 飲酒 (参照: 前年と同程度飲む）
(0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04) 前年より飲まない -0.08*** -0.08*** -0.13*** -0.13*** -0.05*** -0.05***

運動 (参照: いいえ→いいえ） (0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.01) (0.01)
いいえ→はい -0.10*** -0.09*** -0.17*** -0.18*** -0.03 -0.03 前年も今年も飲まない 0.02* 0.04*** -0.01 0.01 0.06*** 0.06***

(0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)
はい→はい -0.01 0 -0.03 -0.03 0 0.01 前年より飲む 0.03 0.03* 0.01 0.00 0.04* 0.04*  

(0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.01) (0.01)
はい→いいえ 0.07*** 0.07*** 0.09* 0.09* 0.05** 0.06** 睡眠で休養が十分 (参照: いいえ→いいえ）

(0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02) いいえ→はい 0.04* 0.04** 0.00 0.00 0.06*** 0.06***
身体活動 (参照: いいえ→いいえ） (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)

いいえ→はい -0.12*** -0.12*** -0.18*** -0.18*** -0.08*** -0.08*** はい→はい -0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.00
(0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)

はい→はい 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.01 0 はい→いいえ -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
(0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)

はい→いいえ 0.08*** 0.07*** 0.07* 0.07* 0.07*** 0.07***
(0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) ベース年のBMI 　 -0.03*** 　 -0.03*** 　 -0.03***

歩行速度 (参照: 速くない→速くない） 　 (0.00) 　 (0.00) 　 (0.00)
速くない→速い -0.05** -0.05*** -0.10*** -0.11*** -0.02 -0.02

(0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) 定数項 0.18*** 1.07*** 0.05 0.86*** 0.34*** 1.09***
速い→速い 0 -0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 (0.04) (0.05) (0.08) (0.13) (0.04) (0.07)

(0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)
速い→速くない 0.01 0 0.05 0.04 -0.02 -0.02 観察数 41733 41733 15060 15060 26673 26673

(0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) 修正済みR２ 0.013 0.028 0.017 0.022 0.016 0.022

BMI25未満BMI25以上 BMI25未満全体 全体 BMI25以上

表 6A 従属変数は BMI の 1 年間の変化（完全表示） 
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ベース年のSBPの調整の有無 なし あり なし あり なし あり ベース年のSBPの調整の有無 なし あり なし あり なし あり

年齢 0.02* 0.13*** 0.06* 0.09*** 0.08*** 0.13*** 遅い夕食 (参照: はい→はい）
(0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.01) (0.01) はい→いいえ -0.32 -0.24 -0.14 -0.01 -0.4 -0.27

降圧剤 (参照: いいえ→いいえ） (0.21) (0.19) (0.61) (0.58) (0.21) (0.20)
いいえ→はい -12.28*** -4.35*** -12.38*** -9.03*** -1.48* 1.23*  いいえ→いいえ -0.27 -0.17 0.02 0.07 -0.31* -0.21

(0.40) (0.37) (0.63) (0.62) (0.59) (0.55) (0.15) (0.14) (0.43) (0.41) (0.15) (0.14)
はい→はい -1.14*** 2.18*** -1.58*** -0.61 1.26*** 3.12*** いいえ→はい 0.06 0.09 0.1 0.1 0.06 0.08

(0.18) (0.17) (0.41) (0.40) (0.20) (0.19) (0.22) (0.20) (0.64) (0.61) (0.22) (0.21)
はい→いいえ 3.06*** 6.34*** 4.53** 5.08*** 4.55*** 6.45*** 夕食後の間食 (参照: はい→はい）

(0.72) (0.65) (1.50) (1.43) (0.79) (0.74) はい→いいえ 0.06 0.27 0.63 1.27 -0.08 0.1
喫煙 (参照: はい→はい） (0.37) (0.33) (1.15) (1.10) (0.36) (0.34)

はい→いいえ 1.25** 0.85* -1.24 -0.99 1.42** 1.16** いいえ→いいえ 0.04 0.35 0.96 1.61 -0.04 0.13
(0.44) (0.40) (1.32) (1.26) (0.44) (0.41) (0.27) (0.25) (0.86) (0.83) (0.27) (0.25)

いいえ→いいえ -0.26* 0 -0.36 -0.57 -0.18 0.1 いいえ→はい 0.57 0.65 1.81 1.9 0.42 0.41
(0.13) (0.12) (0.38) (0.36) (0.13) (0.12) (0.37) (0.33) (1.14) (1.09) (0.36) (0.34)

いいえ→はい -0.04 0.24 0.51 -0.31 -0.04 0.35 朝食を抜く (参照: はい→はい）
(0.52) (0.47) (1.49) (1.42) (0.52) (0.48) はい→いいえ 0.39 0.53 1.32 1.55 0.29 0.3

運動 (参照: いいえ→いいえ） (0.31) (0.28) (0.85) (0.81) (0.31) (0.29)
いいえ→はい -0.23 -0.2 -0.23 -0.17 -0.1 -0.19 いいえ→いいえ 0.06 -0.34* 0.23 -0.32 -0.17 -0.37*  

(0.27) (0.24) (0.74) (0.71) (0.27) (0.25) (0.16) (0.14) (0.46) (0.44) (0.16) (0.15)
はい→はい 0 0.16 0.51 0.42 -0.01 0.1 いいえ→はい -0.6 -0.38 0.11 0.39 -0.70* -0.53

(0.21) (0.20) (0.61) (0.59) (0.22) (0.20) (0.32) (0.29) (0.91) (0.87) (0.32) (0.30)
はい→いいえ -0.06 -0.1 -0.74 -0.72 -0.12 -0.01 飲酒 (参照: 前年と同程度飲む）

(0.27) (0.24) (0.79) (0.75) (0.27) (0.25) 前年より飲まない -0.75*** -0.66*** -1.89*** -1.83*** -0.49* -0.40*  
身体活動 (参照: いいえ→いいえ） (0.20) (0.18) (0.54) (0.52) (0.20) (0.19)

いいえ→はい -0.27 -0.29 -0.25 -0.19 -0.31 -0.29 前年も今年も飲まない -0.18 -0.87*** -1.11* -0.8 -0.28 -0.82***
(0.22) (0.20) (0.64) (0.61) (0.22) (0.21) (0.16) (0.14) (0.48) (0.45) (0.15) (0.15)

はい→はい -0.02 -0.28 -0.97 -0.85 0.13 -0.13 前年より飲む 0.54** 0.36* -0.37 -0.3 0.59** 0.49** 
(0.20) (0.18) (0.57) (0.54) (0.19) (0.18) (0.20) (0.18) (0.56) (0.53) (0.20) (0.18)

はい→いいえ 0.54* 0.3 -0.8 -0.84 0.77*** 0.54** 睡眠で休養が十分 (参照: いいえ→いいえ）
(0.22) (0.20) (0.63) (0.60) (0.22) (0.20) いいえ→はい -0.32 -0.17 -1.70* -1.37* 0.02 0.04

歩行速度 (参照: 速くない→速くない） (0.22) (0.20) (0.68) (0.65) (0.22) (0.21)
速くない→速い -0.04 -0.08 0.12 0.24 -0.05 -0.15 はい→はい -0.15 0.42** 0.05 0.35 0.16 0.42** 

(0.23) (0.21) (0.66) (0.63) (0.23) (0.22) (0.16) (0.14) (0.46) (0.44) (0.15) (0.14)
速い→速い 0.24 0.09 0.86* 1.05* 0.01 -0.08 はい→いいえ -0.61** -0.33 -0.31 -0.27 -0.41 -0.35

(0.15) (0.14) (0.43) (0.41) (0.15) (0.14) (0.23) (0.21) (0.68) (0.65) (0.23) (0.21)
速い→速くない 0.32 0.08 0.77 0.74 0.09 -0.09

(0.23) (0.21) (0.67) (0.64) (0.23) (0.21) ベース年のSBP 　 -0.38*** 　 -0.43*** 　 -0.40***
食べる速さ(参照: 前年も今年も早く食べる） 　 (0.00) 　 (0.02) 　 (0.01)

前年より遅く食べる 0.17 -0.21 -0.76 -0.9 0.35 -0.06
(0.24) (0.22) (0.68) (0.65) (0.24) (0.22) 定数項 0.10 41.51*** -9.69*** 52.36*** -1.41* 43.95***

前年より早く食べる 0.21 -0.26 -0.44 -0.5 0.21 -0.21 (0.55) (0.67) (1.60) (2.87) (0.56) (0.83)
(0.25) (0.23) (0.73) (0.70) (0.25) (0.24)

前年も今年も普通に食べる 0.25 -0.17 0.56 0.62 0.13 -0.34*  観察数 41759 41759 7055 7055 34704 34704
(0.15) (0.14) (0.43) (0.42) (0.15) (0.14) 修正済みR２ 0.024 0.195 0.057 0.137 0.006 0.129

SBP140未満SBP140以上 SBP140未満全体 全体 SBP140以上

表 7A 従属変数は SBP の 1 年間の変化（完全表示） 
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ベース年のLDL-Cの調整の有無 なし あり なし あり なし あり ベース年のLDL-Cの調整の有無 なし あり なし あり なし あり

年齢 -0.03 -0.04* -0.03 -0.07* -0.04* -0.03*  遅い夕食 (参照: はい→はい）
(0.02) (0.01) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) はい→いいえ -0.55 -0.5 -0.22 -0.33 -0.6 -0.56

スタチン等 (参照: いいえ→いいえ） (0.34) (0.32) (0.69) (0.67) (0.35) (0.35)
いいえ→はい -28.27*** -23.92*** -43.65*** -38.93*** -4.70*** -5.12*** いいえ→いいえ -0.26 0.03 -0.37 -0.2 0.04 0.07

(0.73) (0.69) (1.11) (1.09) (0.94) (0.93) (0.24) (0.22) (0.48) (0.47) (0.25) (0.25)
はい→はい -0.59 -2.00*** -8.43*** -7.95*** 0.77 0.08 いいえ→はい -0.5 -0.44 -1.18 -1.06 -0.24 -0.29

(0.42) (0.40) (0.96) (0.94) (0.42) (0.42) (0.35) (0.33) (0.71) (0.69) (0.37) (0.36)
はい→いいえ 11.29*** 10.12*** 4.27* 5.75** 12.94*** 12.02*** 夕食後の間食 (参照: はい→はい）

(0.87) (0.82) (1.92) (1.87) (0.89) (0.88) はい→いいえ -1.42* -1.23* -0.8 -0.59 -1.56* -1.48*  
喫煙 (参照: はい→はい） (0.58) (0.55) (1.10) (1.07) (0.64) (0.63)

はい→いいえ 0.31 0.52 -1.52 -1.67 1.50* 1.50*  いいえ→いいえ -0.37 -1.21** -1.33 -1.52 -0.8 -1.10*  
(0.71) (0.67) (1.39) (1.35) (0.75) (0.74) (0.43) (0.41) (0.81) (0.79) (0.47) (0.46)

いいえ→いいえ 0.05 0.66*** -0.41 -0.37 0.49* 0.91*** いいえ→はい -0.55 -0.64 -0.89 -1 -0.37 -0.39
(0.21) (0.20) (0.43) (0.42) (0.22) (0.22) (0.59) (0.55) (1.10) (1.07) (0.64) (0.63)

いいえ→はい -0.05 0.17 -0.25 0.16 0.06 0.11 朝食を抜く (参照: はい→はい）
(0.82) (0.78) (1.68) (1.63) (0.87) (0.85) はい→いいえ -1.97*** -2.12*** -2.52** -2.56** -1.79*** -1.84***

運動 (参照: いいえ→いいえ） (0.49) (0.46) (0.94) (0.91) (0.52) (0.51)
いいえ→はい -0.23 -0.48 -0.73 -1.04 -0.28 -0.27 いいえ→いいえ -0.13 -0.98*** -0.47 -1.30** -0.91*** -0.96***

(0.42) (0.40) (0.88) (0.85) (0.44) (0.43) (0.25) (0.24) (0.50) (0.48) (0.27) (0.26)
はい→はい -0.14 -0.28 -0.29 -0.7 -0.23 -0.13 いいえ→はい -0.52 -0.76 -0.57 -0.91 -0.68 -0.62

(0.34) (0.32) (0.71) (0.69) (0.36) (0.35) (0.51) (0.48) (1.00) (0.97) (0.54) (0.53)
はい→いいえ 0.59 0.43 0.92 0.67 0.41 0.32 飲酒 (参照: 前年と同程度飲む）

(0.43) (0.40) (0.86) (0.84) (0.45) (0.44) 前年より飲まない 0.25 0.33 -0.63 -0.63 1.02** 0.88** 
身体活動 (参照: いいえ→いいえ） (0.31) (0.30) (0.65) (0.63) (0.33) (0.32)

いいえ→はい -0.70* -0.71* -1.77* -1.65* -0.27 -0.26 前年も今年も飲まない 0.12 1.71*** 0.96* 1.49** 1.06*** 1.68***
(0.36) (0.34) (0.73) (0.70) (0.38) (0.37) (0.25) (0.24) (0.48) (0.47) (0.27) (0.26)

はい→はい 0.19 -0.24 0.12 0.15 -0.06 -0.33 前年より飲む -0.04 -0.05 -0.05 -0.41 0.03 0.05
(0.31) (0.29) (0.64) (0.63) (0.32) (0.32) (0.31) (0.30) (0.66) (0.64) (0.33) (0.32)

はい→いいえ 0.47 0.34 0.33 0.23 0.47 0.43 睡眠で休養が十分 (参照: いいえ→いいえ）
(0.35) (0.33) (0.71) (0.69) (0.36) (0.36) いいえ→はい 1.04** 1.11** 0.35 0.48 1.38*** 1.42***

歩行速度 (参照: 速くない→速くない） (0.36) (0.34) (0.73) (0.71) (0.38) (0.37)
速くない→速い -0.46 -0.22 -0.38 -0.08 -0.28 -0.24 はい→はい 0.24 0.4 0.18 0.27 0.42 0.45

(0.37) (0.35) (0.74) (0.72) (0.39) (0.39) (0.25) (0.23) (0.50) (0.49) (0.26) (0.26)
速い→速い 0.07 0 0.05 -0.1 -0.02 0.05 はい→いいえ -0.47 -0.16 0.06 0 -0.38 -0.23

(0.24) (0.22) (0.49) (0.47) (0.25) (0.24) (0.36) (0.34) (0.73) (0.71) (0.38) (0.38)
速い→速くない -0.03 0.12 0.14 0.33 0.05 0.09

(0.37) (0.35) (0.73) (0.71) (0.39) (0.38) ベース年のLDL-C 　 -0.22*** 　 -0.28*** 　 -0.17***
食べる速さ(参照: 前年も今年も早く食べる） 　 (0.00) 　 (0.01) 　 (0.01)

前年より遅く食べる -0.01 -0.39 -0.24 -0.14 -0.31 -0.45
(0.38) (0.36) (0.77) (0.75) (0.40) (0.39) 定数項 1.90* 30.20*** -3.46* 43.97*** 5.96*** 24.01***

前年より早く食べる 0.81* 0.42 0.66 0.49 0.48 0.36 (0.86) (0.91) (1.76) (2.45) (0.91) (1.05)
(0.40) (0.38) (0.81) (0.78) (0.42) (0.42)

前年も今年も普通に食べる 0.34 -0.18 0.71 0.63 -0.21 -0.42 観察数 41719 41719 12526 12526 29193 29193
(0.24) (0.23) (0.48) (0.47) (0.26) (0.25) 修正済みR２ 0.04 0.143 0.116 0.164 0.01 0.045

LDL-C 140未満LDL-C 140以上 LDL-C 140未満全体 全体 LDL-C 140以上

表 8A 従属変数は LDL-C の 1 年間の変化（完全表示） 
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全体 BMI25以上 BMI25未満
ベース年のBMIの調整の有無 なし あり なし あり なし あり ベース年のBMIの調整の有無 なし あり なし あり なし あり

年齢 0.00 -0.00** 0.00 0.00 -0.01*** -0.01*** 食べる速さ(参照カテゴリー: 3年間続けて速い）     
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 遅くなる→同じか遅くなる -0.02 -0.07 -0.08 -0.10 -0.03 -0.05

降圧剤 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ）  (0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)
いいえ→はい→はい 0.16** 0.23*** 0.26** 0.29** 0.17* 0.19** 同じ→遅くなる -0.03 -0.06 -0.11 -0.12 0.00 -0.01

 (0.06) (0.06) (0.09) (0.09) (0.07) (0.07)  (0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)
いいえ→いいえ→はい 0.12* 0.19*** 0.21* 0.24* 0.14* 0.16*  遅くなる→速くなる 0.01 -0.03 -0.02 -0.04 -0.01 -0.03

 (0.05) (0.05) (0.09) (0.09) (0.06) (0.06)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.05) (0.05)
いいえ→はい→いいえ 0.00 0.07 0.16 0.20 -0.15 -0.14 速くなる→同じ 0.09* 0.04 0.10 0.08 0.04 0.01

 (0.14) (0.14) (0.23) (0.23) (0.18) (0.18)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.05) (0.05)
はい→いいえ→いいえ -0.12 -0.04 -0.19 -0.15 0.15 0.14 3年間続けて普通か遅い 0.04* -0.03 0.02 -0.01 -0.02 -0.04

 (0.13) (0.13) (0.21) (0.21) (0.16) (0.16)  (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)
はい→はい→はい 0.01 0.11*** 0.08 0.13** 0.06 0.08** 速くなる→遅くなる -0.01 -0.07 0.03 0.01 -0.10* -0.11*  

 (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.03) (0.03)  (0.04) (0.04) (0.09) (0.09) (0.05) (0.05)
はい→いいえ→はい 0.03 0.14 0.19 0.23 0.00 0.03 同じ→速くなる 0.08 0.03 0.01 -0.01 0.08 0.05

 (0.13) (0.13) (0.20) (0.20) (0.18) (0.18)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.05) (0.05)
はい→はい→いいえ -0.09 -0.03 -0.06 -0.05 -0.01 -0.01 速くなる→速くなる -0.51 -0.48 -0.43 -0.45 -0.61 -0.60

 (0.12) (0.12) (0.19) (0.19) (0.16) (0.16)  (0.44) (0.44) (0.65) (0.65) (0.65) (0.65)
コレステロール等を下げる薬 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ） 遅い夕食 (参照カテゴリー: はい→はい→はい）

いいえ→はい→はい 0.11 0.16* 0.19 0.19 0.11 0.12 はい→いいえ→いいえ -0.07 -0.06 -0.15* -0.15* -0.01 -0.01
 (0.08) (0.08) (0.12) (0.12) (0.10) (0.10)  (0.03) (0.03) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)

いいえ→いいえ→はい -0.10 -0.06 -0.08 -0.08 -0.03 -0.01 はい→はい→いいえ -0.05 -0.04 -0.13* -0.13* 0.01 0.01
 (0.07) (0.07) (0.11) (0.11) (0.08) (0.08)  (0.03) (0.03) (0.06) (0.06) (0.04) (0.04)

いいえ→はい→いいえ -0.16 -0.07 -0.08 -0.06 -0.19 -0.15 はい→いいえ→はい -0.04 -0.02 -0.07 -0.06 0.00 0.00
 (0.10) (0.10) (0.14) (0.14) (0.15) (0.15)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04)

はい→いいえ→いいえ 0.08 0.11 0.24 0.26 -0.09 -0.05 いいえ→はい→はい 0.09* 0.09** 0.10 0.10 0.10* 0.09*  
 (0.08) (0.08) (0.14) (0.14) (0.10) (0.10)  (0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)

はい→はい→はい 0.03 0.08* 0.08 0.09 0.02 0.05 いいえ→いいえ→いいえ -0.03 -0.03 -0.07 -0.07 -0.01 -0.01
 (0.04) (0.04) (0.06) (0.06) (0.05) (0.05)  (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)

はい→いいえ→はい 0.09 0.15 0.16 0.16 0.11 0.15 いいえ→はい→いいえ -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 -0.02
 (0.12) (0.12) (0.18) (0.18) (0.17) (0.17)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04)

はい→はい→いいえ -0.11 -0.06 -0.01 -0.01 -0.18 -0.14 いいえ→いいえ→はい 0.09* 0.08* 0.18* 0.17* 0.03 0.03
 (0.10) (0.10) (0.16) (0.16) (0.14) (0.14)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04)

糖尿病の薬 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ） 夕食後の間食 (参照カテゴリー: はい→はい→はい）
いいえ→はい→はい -0.26** -0.16 -0.25 -0.20 -0.11 -0.10 はい→いいえ→いいえ -0.16** -0.15** -0.36*** -0.35*** -0.02 -0.02

 (0.09) (0.09) (0.14) (0.14) (0.14) (0.13)  (0.06) (0.06) (0.10) (0.10) (0.06) (0.06)
いいえ→いいえ→はい -0.46*** -0.37*** -0.45** -0.39* -0.40*** -0.39** はい→はい→いいえ -0.25*** -0.24*** -0.58*** -0.58*** -0.01 0.00

 (0.09) (0.09) (0.15) (0.15) (0.12) (0.12)  (0.07) (0.07) (0.13) (0.13) (0.08) (0.08)
いいえ→はい→いいえ -0.46* -0.37 -0.45 -0.43 -0.43 -0.37 はい→いいえ→はい 0.03 0.05 -0.12 -0.11 0.13 0.14

 (0.19) (0.19) (0.26) (0.26) (0.35) (0.35)  (0.07) (0.07) (0.14) (0.13) (0.08) (0.08)
はい→いいえ→いいえ -0.36* -0.26 -0.56* -0.54* 0.23 0.26 いいえ→はい→はい 0.02 0.03 -0.12 -0.11 0.11 0.12

 (0.18) (0.18) (0.26) (0.26) (0.29) (0.29)  (0.07) (0.07) (0.13) (0.13) (0.07) (0.07)
はい→はい→はい -0.09* 0.01 -0.12 -0.07 0.09 0.10 いいえ→いいえ→いいえ -0.12** -0.13** -0.33*** -0.32*** 0.00 0.00

 (0.04) (0.04) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.05) (0.05)
はい→いいえ→はい -0.15 -0.03 -0.36 -0.32 0.82* 0.85** いいえ→はい→いいえ -0.08 -0.08 -0.34** -0.34** 0.08 0.09

 (0.18) (0.18) (0.24) (0.24) (0.33) (0.33)  (0.06) (0.06) (0.11) (0.11) (0.06) (0.06)
はい→はい→いいえ -0.27 -0.18 -0.32 -0.29 -0.02 -0.05 いいえ→いいえ→はい -0.06 -0.05 -0.11 -0.11 -0.02 -0.02

 (0.18) (0.17) (0.25) (0.25) (0.28) (0.28)  (0.06) (0.06) (0.11) (0.11) (0.06) (0.06)
喫煙 (参照カテゴリー: はい→はい→はい） 朝食を抜く (参照カテゴリー: はい→はい→はい）     

はい→いいえ→いいえ 0.63*** 0.63*** 0.34** 0.34** 0.83*** 0.83*** はい→いいえ→いいえ 0.00 0.02 -0.02 -0.02 0.06 0.07
 (0.07) (0.07) (0.13) (0.13) (0.07) (0.07)  (0.05) (0.05) (0.09) (0.09) (0.05) (0.05)

はい→はい→いいえ 0.40*** 0.40*** 0.19 0.18 0.52*** 0.52*** はい→はい→いいえ -0.05 -0.03 -0.13 -0.12 0.03 0.04
 (0.06) (0.06) (0.12) (0.12) (0.07) (0.07)  (0.05) (0.05) (0.10) (0.10) (0.05) (0.05)

はい→いいえ→はい 0.12 0.13 0.26 0.25 0.03 0.04 はい→いいえ→はい 0.03 0.04 0.06 0.06 0.04 0.04
 (0.10) (0.10) (0.19) (0.19) (0.10) (0.10)  (0.06) (0.06) (0.13) (0.13) (0.07) (0.07)

いいえ→はい→はい -0.27*** -0.24*** -0.37** -0.37** -0.18* -0.17*  いいえ→はい→はい 0.04 0.04 0.20 0.19 -0.03 -0.03
 (0.07) (0.07) (0.13) (0.13) (0.08) (0.08)  (0.05) (0.05) (0.10) (0.10) (0.05) (0.05)

いいえ→いいえ→いいえ 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 いいえ→いいえ→いいえ -0.01 -0.01 0.04 0.04 -0.03 -0.02
 (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)  (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)

いいえ→はい→いいえ -0.36* -0.30* -0.76** -0.75** 0.03 0.09 いいえ→はい→いいえ -0.02 0.01 0.13 0.13 -0.08 -0.07
 (0.14) (0.14) (0.24) (0.24) (0.17) (0.17)  (0.06) (0.06) (0.10) (0.10) (0.06) (0.06)

いいえ→いいえ→はい -0.41*** -0.38*** -0.58** -0.60** -0.27* -0.23*  いいえ→いいえ→はい -0.08 -0.05 -0.09 -0.09 -0.05 -0.03
 (0.10) (0.10) (0.19) (0.18) (0.11) (0.11)  (0.05) (0.05) (0.10) (0.10) (0.06) (0.06)

運動 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ） 飲酒 (参照カテゴリー: 同程度の飲酒を継続）     
いいえ→はい→はい -0.18*** -0.16*** -0.24* -0.24** -0.12* -0.11*  改善→同じか改善 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04

 (0.05) (0.05) (0.09) (0.09) (0.05) (0.05)  (0.03) (0.03) (0.06) (0.06) (0.03) (0.03)
いいえ→いいえ→はい -0.27*** -0.24*** -0.42*** -0.42*** -0.11* -0.10*  同じ→改善 -0.10** -0.10** -0.12 -0.12 -0.10** -0.10** 

 (0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.05) (0.05)  (0.03) (0.03) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)
いいえ→はい→いいえ 0.00 0.01 0.03 0.03 -0.02 -0.01 改善→悪化 -0.07* -0.07 -0.13 -0.12 -0.04 -0.04

 (0.05) (0.04) (0.09) (0.09) (0.05) (0.05)  (0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)
はい→いいえ→いいえ 0.13*** 0.14*** 0.22** 0.22** 0.08 0.09*  悪化→同じ 0.11** 0.11** 0.09 0.09 0.11** 0.12** 

 (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04)  (0.03) (0.03) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)
はい→はい→はい -0.06* -0.05 -0.08 -0.08 -0.04 -0.02 3年続けて飲まない 0.04 0.06** -0.02 0.00 0.10*** 0.09***

 (0.03) (0.03) (0.07) (0.07) (0.03) (0.03)  (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)
はい→いいえ→はい 0.01 0.04 -0.01 -0.02 0.06 0.09 悪化→改善 0.04 0.04 -0.04 -0.04 0.08* 0.08*  

 (0.06) (0.06) (0.11) (0.11) (0.06) (0.06)  (0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)
はい→はい→いいえ 0.12* 0.13* 0.07 0.07 0.14** 0.15** 同じ→悪化 0.01 0.01 -0.10 -0.10 0.05 0.05

 (0.05) (0.05) (0.10) (0.10) (0.05) (0.05)  (0.03) (0.03) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)
身体活動 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ） 悪化→悪化 0.10 0.10 0.00 -0.01 0.13 0.13

いいえ→はい→はい -0.09* -0.10* -0.19* -0.18* -0.04 -0.05  (0.09) -(0.09) (0.18) (0.18) (0.10) (0.10)
 (0.04) (0.04) (0.09) (0.09) (0.05) (0.05) 睡眠で休養が十分 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いい     

いいえ→いいえ→はい -0.22*** -0.21*** -0.39*** -0.38*** -0.09* -0.09*  いいえ→はい→はい -0.02 -0.01 -0.10 -0.10 0.02 0.03
 (0.03) (0.03) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)  (0.03) (0.03) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)

いいえ→はい→いいえ 0.00 0.00 -0.07 -0.07 0.04 0.03 いいえ→いいえ→はい 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03
 (0.04) (0.03) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04)

はい→いいえ→いいえ 0.16*** 0.16*** 0.20** 0.20** 0.14*** 0.14*** いいえ→はい→いいえ 0.05 0.06 0.04 0.04 0.07 0.08
 (0.03) (0.03) (0.07) (0.07) (0.03) (0.03)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.05) (0.05)

はい→はい→はい 0.04 0.01 0.06 0.06 0.01 -0.01 はい→いいえ→いいえ -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02
 (0.03) (0.03) (0.06) (0.06) (0.03) (0.03)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04)

はい→いいえ→はい -0.07 -0.08 -0.21* -0.21* -0.01 -0.03 はい→はい→はい -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02
 (0.05) (0.05) (0.09) (0.09) (0.05) (0.05)  (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)

はい→はい→いいえ 0.05 0.03 -0.01 -0.02 0.07 0.06 はい→いいえ→はい 0.05 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06
 (0.04) (0.04) (0.09) (0.09) (0.05) (0.05)  (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04)

    はい→はい→いいえ -0.03 -0.03 0.01 0.01 -0.05 -0.05
いいえ→はい→はい -0.05 -0.06 -0.13 -0.14 -0.02 -0.01  (0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04)

 (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04) ベース年のBMI  -0.05***  -0.04***  -0.05***
いいえ→いいえ→はい -0.13*** -0.13*** -0.24** -0.25** -0.08 -0.07   (0.00)  (0.01)  (0.00)

 (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04) 定数項 0.22** 1.49*** 0.17 1.42*** 0.37*** 1.42***
いいえ→はい→いいえ -0.06 -0.07 -0.11 -0.12 -0.02 -0.02  (0.08) (0.10) (0.15) (0.24) (0.08) (0.13)

 (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04)        
はい→いいえ→いいえ 0.05 0.04 0.00 -0.01 0.06 0.06 観察数 18393 18393 6701 6701 11692 11692

 (0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.04) (0.04) 調整済み R２ 0.026 0.046 0.035 0.041 0.029 0.037
はい→はい→はい 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 0.00 0.00

 (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)
はい→いいえ→はい 0.01 -0.01 0.09 0.07 -0.05 -0.04

 (0.04) (0.04) (0.09) (0.09) (0.05) (0.05)
はい→はい→いいえ 0.01 -0.01 0.09 0.07 -0.06 -0.06

 (0.04) (0.04) (0.08) (0.08) (0.04) (0.04)

歩く速度が速い (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ）

全体 BMI25以上 BMI25未満

表 6B 従属変数は BMI の 2 年間の変化（完全表示） 
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ベース年のSBPの調整の有無 なし あり なし あり なし あり ベース年のSBPの調整の有無 なし あり なし あり なし あり

年齢 0.06*** 0.17*** 0.05 0.10* 0.11*** 0.17*** 遅い夕食 (参照カテゴリー: はい→はい→はい）
(0.02) (0.02) (0.05) (0.04) (0.02) (0.02) はい→いいえ→いいえ -0.88* -0.62 -1.71 -1.47 -0.59 -0.42

降圧剤 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ） 　 (0.43) (0.39) (1.24) (1.18) (0.43) (0.40)
いいえ→はい→はい -15.17*** -5.94*** -15.28*** -11.07*** -2.33* 0.58 はい→はい→いいえ -0.83* -0.75* -2.17 -1.68 -0.82* -0.55

 (0.69) (0.65) (1.10) (1.07) (1.07) (1.00)  (0.42) (0.38) (1.29) (1.23) (0.41) (0.38)
いいえ→いいえ→はい -9.21*** -1.97** -9.77*** -7.15*** -1.64 1.56 はい→いいえ→はい -0.34 -0.15 -2.27 -1.18 -0.21 0.05

 (0.67) (0.61) (1.16) (1.11) (0.88) (0.83)  (0.48) (0.43) (1.48) (1.41) (0.47) (0.44)
いいえ→はい→いいえ -3.03 3.65* -2.24 1.07 0.32 3.67 いいえ→はい→はい 0.65 0.96* 0.86 1.83 0.67 0.85*  

 (1.74) (1.58) (3.15) (3.01) (2.13) (1.99)  (0.44) (0.40) (1.33) (1.26) (0.44) (0.41)
はい→いいえ→いいえ 6.46*** 9.21*** 13.89*** 14.81*** 5.48*** 6.95*** いいえ→いいえ→いいえ -0.61* -0.36 -0.59 -0.19 -0.63* -0.40

 (1.56) (1.41) (3.75) (3.57) (1.64) (1.53)  (0.26) (0.23) (0.76) (0.73) (0.26) (0.24)
はい→はい→はい -2.09*** 1.76*** -3.59*** -2.01** 1.03** 2.98*** いいえ→はい→いいえ -0.20 -0.20 -0.63 -0.76 -0.24 -0.11

 (0.30) (0.28) (0.71) (0.68) (0.32) (0.30)  (0.49) (0.44) (1.49) (1.42) (0.48) (0.45)
はい→いいえ→はい -2.77 1.74 -4.58 -2.74 3.15 4.10*  いいえ→いいえ→はい -0.71 -0.66 -0.20 -0.46 -0.93* -0.78

 (1.59) (1.44) (2.98) (2.84) (1.89) (1.77)  (0.47) (0.43) (1.41) (1.34) (0.47) (0.44)
はい→はい→いいえ 2.44 6.21*** 3.50 4.16 4.54** 6.56*** 夕食後の間食 (参照カテゴリー: はい→はい→はい）

 (1.48) (1.35) (3.11) (2.96) (1.65) (1.54) はい→いいえ→いいえ -0.86 -0.44 -0.54 0.73 -1.12 -0.57
喫煙 (参照カテゴリー: はい→はい→はい）  (0.69) (0.63) (2.25) (2.14) (0.68) (0.63)

はい→いいえ→いいえ 2.49** 1.79* -3.41 -3.26 2.80*** 2.52*** はい→はい→いいえ -2.48** -1.68* -3.97 -2.81 -2.47** -1.53
 (0.84) (0.76) (2.88) (2.74) (0.82) (0.76)  (0.87) (0.79) (2.83) (2.69) (0.85) (0.79)

はい→はい→いいえ 2.64*** 2.13** 4.76 4.74 1.79* 1.80** はい→いいえ→はい -1.51 -0.83 -1.23 0.39 -1.81* -0.79
 (0.76) (0.69) (2.55) (2.42) (0.74) (0.69)  (0.91) (0.83) (3.08) (2.93) (0.89) (0.83)

はい→いいえ→はい 1.31 1.37 -0.82 0.09 2.11 1.83 いいえ→はい→はい -0.94 -0.69 -0.14 -0.37 -1.15 -0.76
 (1.21) (1.10) (3.57) (3.40) (1.21) (1.13)  (0.84) (0.77) (2.68) (2.55) (0.83) (0.78)

いいえ→はい→はい -0.82 -0.81 -0.87 -1.64 -0.59 -0.61 いいえ→いいえ→いいえ -1.13* -0.47 -0.74 0.31 -1.18* -0.48
 (0.87) (0.79) (2.64) (2.51) (0.86) (0.80)  (0.52) (0.47) (1.69) (1.61) (0.51) (0.47)

いいえ→いいえ→いいえ -0.66** -0.32 -1.15 -1.47* -0.42* -0.12 いいえ→はい→いいえ -0.48 0.11 -0.43 0.40 -0.36 0.11
 (0.21) (0.19) (0.63) (0.60) (0.21) (0.20)  (0.72) (0.65) (2.23) (2.12) (0.71) (0.66)

いいえ→はい→いいえ -2.08 -2.63 -5.65 -8.71 -2.19 -1.96 いいえ→いいえ→はい -1.50* -0.78 0.26 2.13 -1.85** -0.99
 (1.76) (1.60) (5.76) (5.48) (1.72) (1.61)  (0.70) (0.64) (2.32) (2.21) (0.69) (0.64)

いいえ→いいえ→はい 0.95 0.99 2.26 1.18 0.43 0.80 朝食を抜く (参照カテゴリー: はい→はい→はい）
 (1.22) (1.11) (3.97) (3.78) (1.20) (1.12) はい→いいえ→いいえ 0.58 1.02 4.76** 5.12*** -0.07 0.22

運動 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ）  (0.58) (0.52) (1.62) (1.54) (0.58) (0.54)
いいえ→はい→はい -0.31 0.00 -1.46 -1.11 0.56 0.36 はい→はい→いいえ -0.05 0.37 3.02 3.34* -0.33 -0.24

 (0.60) (0.55) (1.65) (1.57) (0.61) (0.57)  (0.61) (0.56) (1.71) (1.63) (0.62) (0.58)
いいえ→いいえ→はい -0.48 -0.46 0.51 1.17 -0.74 -0.71 はい→いいえ→はい 1.26 1.35 3.06 3.00 1.13 0.99

 (0.50) (0.45) (1.51) (1.44) (0.50) (0.46)  (0.80) (0.72) (2.27) (2.16) (0.80) (0.75)
いいえ→はい→いいえ 0.07 0.29 1.53 1.30 0.00 0.01 いいえ→はい→はい 0.27 0.40 1.06 1.57 0.17 0.24

 (0.56) (0.51) (1.58) (1.50) (0.57) (0.53)  (0.63) (0.57) (1.96) (1.86) (0.62) (0.58)
はい→いいえ→いいえ 0.42 0.30 2.21 2.27 -0.13 -0.05 いいえ→いいえ→いいえ 0.31 -0.11 1.53 0.65 -0.11 -0.26

 (0.49) (0.44) (1.54) (1.46) (0.48) (0.45)  (0.26) (0.24) (0.81) (0.77) (0.26) (0.24)
はい→はい→はい 0.05 0.33 1.82 2.23* -0.19 -0.09 いいえ→はい→いいえ -0.27 -0.10 3.25 3.14 -0.89 -0.66

 (0.39) (0.35) (1.15) (1.09) (0.38) (0.36)  (0.71) (0.64) (2.11) (2.01) (0.70) (0.66)
はい→いいえ→はい 0.31 0.03 -0.65 -0.65 0.29 -0.02 いいえ→いいえ→はい 0.78 0.57 2.85 1.43 0.49 0.35

 (0.73) (0.66) (2.21) (2.10) (0.72) (0.68)  (0.63) (0.58) (1.86) (1.77) (0.63) (0.59)
はい→はい→いいえ -0.92 -1.02 1.22 0.91 -1.25* -1.24*  飲酒 (参照カテゴリー: 同程度の飲酒を継続）

 (0.64) (0.58) (1.95) (1.85) (0.63) (0.59) 改善→同じか改善 -0.51 -0.52 -2.41* -2.36* -0.14 -0.07
身体活動 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ）  (0.40) (0.36) (1.20) (1.14) (0.40) (0.37)

いいえ→はい→はい -0.27 -0.13 0.16 0.64 -0.37 -0.16 同じ→改善 -0.66 -0.67 -1.46 -1.72 -0.43 -0.40
 (0.53) (0.48) (1.56) (1.49) (0.53) (0.50)  (0.43) (0.39) (1.24) (1.18) (0.43) (0.40)

いいえ→いいえ→はい -0.87* -0.85* -0.65 -0.73 -1.00* -0.87*  改善→悪化 -0.30 -0.09 -1.95 -1.68 0.12 0.22
 (0.43) (0.39) (1.29) (1.23) (0.43) (0.40)  (0.45) (0.41) (1.27) (1.21) (0.45) (0.42)

いいえ→はい→いいえ 0.23 0.40 0.97 1.14 0.33 0.31 悪化→同じ 1.35** 0.75* -0.08 -0.45 1.14** 0.89*  
 (0.44) (0.40) (1.25) (1.19) (0.44) (0.41)  (0.42) (0.38) (1.32) (1.25) (0.41) (0.39)

はい→いいえ→いいえ 1.40*** 1.04** 1.76 1.53 1.17** 0.92*  3年続けて飲まない -0.28 -0.95*** -0.54 -0.04 -0.41 -0.99***
 (0.40) (0.36) (1.23) (1.17) (0.39) (0.37)  (0.26) (0.24) (0.83) (0.79) (0.26) (0.24)

はい→はい→はい 0.09 -0.09 -0.62 -0.67 0.24 0.00 悪化→改善 0.16 0.05 -1.80 -1.74 0.55 0.42
 (0.36) (0.32) (1.08) (1.02) (0.35) (0.33)  (0.44) (0.40) (1.28) (1.22) (0.44) (0.41)

はい→いいえ→はい 0.43 0.06 -0.11 -0.62 0.38 0.20 同じ→悪化 0.74 0.55 1.65 1.30 0.49 0.42
 (0.58) (0.52) (1.76) (1.68) (0.57) (0.53)  (0.42) (0.38) (1.26) (1.20) (0.42) (0.39)

はい→はい→いいえ 0.94 0.60 0.64 0.93 0.86 0.61 悪化→悪化 2.86* 2.16* -0.05 -1.71 2.87* 2.55*  
 (0.53) (0.48) (1.64) (1.56) (0.53) (0.49)  (1.14) (1.03) (3.43) (3.27) (1.13) (1.06)

歩く速度が速い (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ） 睡眠で休養が十分 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ）
いいえ→はい→はい 1.13* 0.76 -1.29 -0.57 1.38** 0.97*  いいえ→はい→はい -0.06 0.10 0.30 0.19 0.21 0.22

 (0.50) (0.45) (1.53) (1.46) (0.49) (0.46)  (0.43) (0.39) (1.34) (1.27) (0.42) (0.39)
いいえ→いいえ→はい -0.35 -0.22 -0.12 -0.13 -0.25 -0.13 いいえ→いいえ→はい -0.44 -0.16 -0.38 -0.46 -0.29 -0.13

 (0.48) (0.44) (1.39) (1.32) (0.48) (0.45)  (0.48) (0.43) (1.51) (1.44) (0.47) (0.44)
いいえ→はい→いいえ 0.56 0.57 2.02 1.93 0.45 0.30 いいえ→はい→いいえ -1.25* -0.93 -1.96 -1.49 -0.90 -0.72

 (0.50) (0.45) (1.43) (1.36) (0.50) (0.47)  (0.53) (0.48) (1.71) (1.63) (0.52) (0.49)
はい→いいえ→いいえ 0.74 0.65 0.03 0.09 0.72 0.57 はい→いいえ→いいえ -0.64 -0.41 0.98 0.75 -0.60 -0.60

 (0.46) (0.42) (1.37) (1.30) (0.46) (0.43)  (0.48) (0.43) (1.49) (1.42) (0.47) (0.44)
はい→はい→はい 0.79** 0.54* 0.83 0.94 0.65** 0.52*  はい→はい→はい -0.43 0.33 0.50 1.04 -0.10 0.23

 (0.25) (0.23) (0.76) (0.73) (0.25) (0.23)  (0.27) (0.25) (0.85) (0.81) (0.27) (0.25)
はい→いいえ→はい 0.65 0.68 -2.32 -2.25 1.37* 1.29** はい→いいえ→はい -1.03* -0.74 -1.39 -1.05 -0.78 -0.71

 (0.54) (0.49) (1.58) (1.50) (0.53) (0.50)  (0.47) (0.43) (1.48) (1.41) (0.46) (0.43)
はい→はい→いいえ -0.94 -1.11* 0.18 -0.05 -1.36** -1.39** はい→はい→いいえ -0.87 -0.38 -1.37 -1.61 -0.33 -0.13

 (0.49) (0.45) (1.49) (1.41) (0.49) (0.46)  (0.45) (0.41) (1.36) (1.30) (0.45) (0.42)
食べる速さ(参照カテゴリー: 3年間続けて速い） ベース年のSBP  -0.40***  -0.50***  -0.42***

遅くなる→同じか遅くなる 0.75 0.48 1.96 1.50 0.44 0.18   -(0.01)  (0.03)  (0.01)
 (0.47) (0.43) (1.40) (1.33) (0.47) (0.44) 定数項 0.08 44.25*** -8.10** 62.92*** -1.52 45.51***

同じ→遅くなる -0.19 -0.44 -0.04 -0.62 -0.01 -0.35  (0.95) (1.11) (2.83) (4.86) (0.95) (1.33)
 (0.48) (0.44) (1.39) (1.32) (0.48) (0.45)

遅くなる→速くなる -0.11 -0.51 -1.97 -1.30 -0.06 -0.40 観察数 18409 18409 3001 3001 15408 15408
 (0.52) (0.47) (1.64) (1.56) (0.52) (0.48) 調整済み R２ 0.04 0.21 0.08 0.17 0.01 0.14

速くなる→同じ 0.99 0.58 1.29 1.27 0.86 0.40
 (0.52) (0.47) (1.57) (1.50) (0.51) (0.48)

3年間続けて普通か遅い 0.62* 0.08 0.76 0.52 0.49 -0.02
 (0.26) (0.23) (0.76) (0.73) (0.25) (0.24)

速くなる→遅くなる -0.41 -0.69 -3.12 -2.92 -0.06 -0.29
 (0.55) (0.50) (1.66) (1.58) (0.54) (0.51)

同じ→速くなる 0.26 -0.18 1.49 0.50 0.09 -0.46
 (0.54) (0.49) (1.51) (1.44) (0.54) (0.50)

速くなる→速くなる 2.81 0.23 0.00 0.00 0.93 0.30
 (5.49) (4.98) 0.00 0.00 (4.99) (4.66)

SBP140未満全体 SBP140以上 SBP140未満 全体 SBP140以上

表 7B 従属変数は SBP の 2 年間の変化（完全表示） 
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ベース年のLDL-Cの調整の有無 なし あり なし あり なし あり ベース年のLDL-Cの調整の有無 なし あり なし あり なし あり

年齢 -0.05* -0.07** -0.13* -0.16** -0.05 -0.05 遅い夕食 (参照カテゴリー: はい→はい→はい）
(0.03) (0.03) (0.06) (0.05) (0.03) (0.03) はい→いいえ→いいえ -1.06 -1.11 0.17 -0.58 -1.65* -1.67*  

コレステロール等を下げる薬 (ref: いいえ→いいえ→いいえ） 　 (0.71) (0.66) (1.47) (1.42) (0.73) (0.71)
いいえ→はい→はい -35.01*** -28.50*** -47.14*** -40.99*** -5.98** -6.46** はい→はい→いいえ -1.19 -0.93 -3.92** -3.82** 0.20 0.22

 (1.55) (1.45) (2.25) (2.19) (2.14) (2.10)  (0.69) (0.64) (1.41) (1.35) (0.71) (0.70)
いいえ→いいえ→はい -31.55*** -26.46*** -43.44*** -39.36*** -8.87*** -8.93*** はい→いいえ→はい -0.30 0.09 0.39 0.78 -0.55 -0.39

 (1.35) (1.27) (2.05) (1.98) (1.77) (1.74)  (0.79) (0.74) (1.64) (1.58) (0.82) (0.80)
いいえ→はい→いいえ -6.32** -2.26 -13.29*** -7.39* 4.89* 4.02 いいえ→はい→はい -0.06 -0.07 0.26 0.02 -0.27 -0.37

 (1.99) (1.87) (3.19) (3.09) (2.43) (2.38)  (0.73) (0.68) (1.50) (1.45) (0.75) (0.74)
はい→いいえ→いいえ 10.76*** 9.00*** 4.11 6.31 12.15*** 10.75*** いいえ→いいえ→いいえ 0.04 0.42 0.79 0.93 0.04 0.06

 (1.71) (1.60) (3.87) (3.72) (1.71) (1.67)  (0.43) (0.40) (0.89) (0.85) (0.44) (0.43)
はい→はい→はい -2.13** -3.39*** -12.57*** -11.75*** 0.26 -0.41 いいえ→はい→いいえ -0.55 -0.55 -0.86 -0.22 -0.62 -0.68

 (0.74) (0.69) (1.69) (1.63) (0.73) (0.72)  (0.80) (0.75) (1.71) (1.65) (0.82) (0.81)
はい→いいえ→はい -6.87** -7.95*** -22.68*** -20.71*** -2.85 -3.40 いいえ→いいえ→はい -0.97 -0.73 -1.49 -1.52 -0.13 -0.24

 (2.39) (2.24) (5.64) (5.43) (2.35) (2.31)  (0.78) (0.73) (1.59) (1.54) (0.81) (0.79)
はい→はい→いいえ 14.74*** 12.68*** 12.06* 10.13* 15.33*** 14.06*** 夕食後の間食 (参照カテゴリー: はい→はい→はい）

 (2.12) (1.99) (4.69) (4.52) (2.13) (2.09) はい→いいえ→いいえ -1.77 -1.62 -2.30 -2.47 -0.95 -0.98
喫煙 (ref: はい→はい→はい）  (1.14) (1.07) (2.20) (2.11) (1.23) (1.20)

はい→いいえ→いいえ 0.46 0.83 -7.66** -7.79** 4.33** 4.52** はい→はい→いいえ -4.21** -3.81** -2.74 -2.95 -4.57** -4.33** 
 (1.39) (1.30) (2.81) (2.70) (1.45) (1.42)  (1.44) (1.35) (2.75) (2.65) (1.54) (1.51)

はい→はい→いいえ 0.23 0.77 0.11 0.43 1.14 0.95 はい→いいえ→はい -0.75 -0.41 -0.86 -0.86 0.04 0.45
 (1.26) (1.18) (2.45) (2.36) (1.34) (1.32)  (1.51) (1.41) (2.92) (2.81) (1.61) (1.57)

はい→いいえ→はい -0.32 -0.08 6.15 5.92 -2.31 -2.35 いいえ→はい→はい -2.03 -2.08 -3.40 -4.60 -0.35 -0.31
 (2.01) (1.89) (4.07) (3.92) (2.10) (2.06)  (1.40) (1.31) (2.64) (2.54) (1.51) (1.48)

いいえ→はい→はい -0.76 -0.63 -1.07 -0.87 -0.31 -0.44 いいえ→いいえ→いいえ -0.88 -2.08** -2.50 -3.13 -0.85 -1.36
 (1.44) (1.34) (2.98) (2.87) (1.48) (1.45)  (0.85) (0.80) (1.66) (1.60) (0.91) (0.89)

いいえ→いいえ→いいえ 0.34 0.95** 0.49 0.39 0.53 0.96** いいえ→はい→いいえ -0.66 -0.98 -0.96 -0.94 -0.24 -0.64
 (0.35) (0.33) (0.72) (0.70) (0.36) (0.35)  (1.19) (1.11) (2.31) (2.22) (1.27) (1.24)

いいえ→はい→いいえ 1.48 2.45 0.38 1.92 0.93 1.37 いいえ→いいえ→はい 0.40 -0.22 -0.06 -1.07 0.40 0.35
 (2.91) (2.72) (5.65) (5.44) (3.09) (3.03)  (1.16) (1.09) (2.29) (2.20) (1.23) (1.20)

いいえ→いいえ→はい -5.54** -4.02* -9.48* -8.09* -2.43 -1.99 朝食を抜く (参照カテゴリー: はい→はい→はい）
 (2.02) (1.89) (3.88) (3.74) (2.16) (2.12) はい→いいえ→いいえ -0.82 -0.79 -1.81 -1.07 -0.12 -0.40

運動 (ref: いいえ→いいえ→いいえ）  (0.95) (0.89) (1.85) (1.78) (1.01) (0.99)
いいえ→はい→はい -3.29** -2.79** -4.52* -4.83* -1.84 -1.75 はい→はい→いいえ -2.00* -1.86 -4.37* -4.69* -1.08 -0.89

 (1.00) (0.94) (1.98) (1.91) (1.05) (1.03)  (1.01) (0.95) (1.97) (1.90) (1.08) (1.06)
いいえ→いいえ→はい -1.42 -1.62* -2.01 -2.90 -1.08 -1.23 はい→いいえ→はい -0.93 -1.09 -4.30 -4.26 0.37 0.37

 (0.83) (0.77) (1.68) (1.62) (0.86) (0.84)  (1.32) (1.23) (2.62) (2.52) (1.38) (1.36)
いいえ→はい→いいえ 1.90* 1.08 1.46 0.01 1.32 1.20 いいえ→はい→はい -0.03 -0.20 1.16 1.46 -0.62 -0.61

 (0.93) (0.87) (2.02) (1.95) (0.94) (0.92)  (1.05) (0.98) (2.11) (2.03) (1.09) (1.07)
はい→いいえ→いいえ 1.70* 1.56* 1.86 1.54 1.58 1.56 いいえ→いいえ→いいえ 0.09 -0.84* -1.16 -2.22** -0.45 -0.50

 (0.80) (0.75) (1.66) (1.60) (0.83) (0.81)  (0.44) (0.41) (0.87) (0.84) (0.46) (0.45)
はい→はい→はい -0.09 -0.22 0.52 -0.17 -0.30 -0.08 いいえ→はい→いいえ -1.05 -1.50 -1.46 -2.18 -0.91 -0.91

 (0.64) (0.60) (1.37) (1.32) (0.65) (0.64)  (1.17) (1.10) (2.39) (2.30) (1.22) (1.20)
はい→いいえ→はい -1.88 -1.06 -1.52 -1.32 -1.11 -0.84 いいえ→いいえ→はい -0.52 -0.83 -1.36 -1.81 -0.77 -0.73

 (1.21) (1.13) (2.36) (2.27) (1.28) (1.26)  (1.05) (0.98) (2.12) (2.04) (1.09) (1.07)
はい→はい→いいえ 0.93 0.58 0.81 0.12 0.92 0.67 飲酒 (参照カテゴリー: 同程度の飲酒を継続）

 (1.06) (0.99) (2.18) (2.10) (1.09) (1.07) 改善→同じか改善 1.21 1.34* 0.89 0.92 1.81** 1.61*  
身体活動 (ref: いいえ→いいえ→いいえ）  (0.67) (0.62) (1.39) (1.34) (0.68) (0.67)

いいえ→はい→はい -1.23 -1.53 -1.07 -0.40 -1.76 -1.90*  同じ→改善 0.59 0.48 2.76 2.62 -0.17 -0.16
 (0.88) (0.83) (1.88) (1.81) (0.90) (0.88)  (0.71) (0.67) (1.55) (1.49) (0.72) (0.71)

いいえ→いいえ→はい -0.86 -0.86 -1.63 -1.55 -0.36 -0.36 改善→悪化 -0.88 -0.82 -3.00 -3.16* 0.84 0.59
 (0.71) (0.67) (1.45) (1.40) (0.74) (0.72)  (0.74) (0.70) (1.55) (1.49) (0.77) (0.75)

いいえ→はい→いいえ -0.25 -0.50 0.02 0.02 -0.54 -0.60 悪化→同じ 0.58 0.67 2.19 1.53 0.53 0.53
 (0.73) (0.68) (1.53) (1.47) (0.74) (0.73)  (0.70) (0.65) (1.47) (1.41) (0.71) (0.70)

はい→いいえ→いいえ 0.60 0.28 0.57 0.31 0.56 0.39 3年続けて飲まない 0.34 2.13*** 1.68 2.21** 1.36** 2.00***
 (0.66) (0.62) (1.37) (1.32) (0.68) (0.67)  (0.44) (0.41) (0.87) (0.84) (0.46) (0.45)

はい→はい→はい 0.47 -0.03 0.98 1.18 -0.05 -0.37 悪化→改善 1.72* 1.63* 3.24* 2.79 1.48* 1.23
 (0.59) (0.55) (1.25) (1.20) (0.60) (0.59)  (0.73) (0.68) (1.53) (1.47) (0.75) (0.73)

はい→いいえ→はい -1.97* -1.44 -2.84 -2.66 -1.26 -1.03 同じ→悪化 -0.13 0.05 0.92 0.93 -0.34 -0.24
 (0.95) (0.89) (1.89) (1.81) (1.00) (0.98)  (0.69) (0.65) (1.49) (1.43) (0.71) (0.69)

はい→はい→いいえ 1.34 0.66 1.21 0.49 1.34 0.95 悪化→悪化 1.17 0.63 1.37 1.11 0.44 0.40
 (0.88) (0.82) (1.85) (1.78) (0.90) (0.89)  (1.89) (1.76) (4.35) (4.19) (1.87) (1.83)

歩く速度が速い (ref: いいえ→いいえ→いいえ） 睡眠で休養が十分 (参照カテゴリー: いいえ→いいえ→いいえ）
いいえ→はい→はい 0.89 1.12 1.77 2.12 0.49 0.61 いいえ→はい→はい -0.17 0.06 -0.76 -0.18 0.17 0.23

 (0.82) (0.77) (1.69) (1.63) (0.85) (0.84)  (0.71) (0.66) (1.46) (1.41) (0.73) (0.71)
いいえ→いいえ→はい -0.19 -0.16 1.51 1.65 -0.95 -0.91 いいえ→いいえ→はい -0.33 0.17 -1.02 -0.37 0.28 0.49

 (0.79) (0.74) (1.63) (1.57) (0.82) (0.81)  (0.79) (0.74) (1.62) (1.56) (0.82) (0.81)
いいえ→はい→いいえ 0.37 1.03 0.57 0.86 0.55 0.85 いいえ→はい→いいえ 0.30 0.69 0.70 1.27 -0.13 0.39

 (0.83) (0.77) (1.64) (1.58) (0.87) (0.85)  (0.88) (0.82) (1.86) (1.79) (0.90) (0.88)
はい→いいえ→いいえ -0.44 -0.23 -2.21 -1.92 0.60 0.55 はい→いいえ→いいえ -0.64 -0.29 -0.66 -0.20 -0.82 -0.51

 (0.76) (0.71) (1.53) (1.47) (0.79) (0.78)  (0.79) (0.74) (1.66) (1.59) (0.81) (0.80)
はい→はい→はい -0.09 -0.14 -0.58 -0.75 -0.06 0.08 はい→はい→はい 0.10 0.49 -0.15 0.37 0.35 0.51

 (0.42) (0.39) (0.87) (0.84) (0.43) (0.42)  (0.45) (0.42) (0.93) (0.89) (0.46) (0.45)
はい→いいえ→はい -1.07 -1.06 -0.74 -0.43 -0.95 -1.19 はい→いいえ→はい 1.25 1.79* 0.44 0.80 1.87* 2.05** 

 (0.89) (0.83) (1.79) (1.72) (0.93) (0.91)  (0.78) (0.73) (1.58) (1.52) (0.81) (0.79)
はい→はい→いいえ -0.25 -0.45 0.43 -0.16 -1.01 -0.82 はい→はい→いいえ -0.93 -0.44 -0.08 -0.14 -0.78 -0.65

 (0.82) (0.77) (1.75) (1.69) (0.83) (0.82)  (0.75) (0.70) (1.52) (1.46) (0.78) (0.76)
食べる速さ(ref: 速いまま変化なし） ベース年のLDL-C  -0.25***  -0.35***  -0.19***

遅くなる→同じか遅くなる 0.02 -0.49 0.11 0.56 -0.61 -0.82   (0.00)  (0.02)  (0.01)
 (0.78) (0.73) (1.65) (1.59) (0.80) (0.79) 定数項 3.28* 36.15*** 0.25 60.21*** 6.36*** 26.51***

同じ→遅くなる 1.25 0.69 3.44* 2.76 0.35 -0.11  (1.55) (1.59) (3.21) (4.23) (1.59) (1.80)
 (0.80) (0.75) (1.61) (1.55) (0.83) (0.82)

遅くなる→速くなる 2.35** 1.76* -0.57 -0.24 2.95*** 2.61** 観察数 18391 18391 5523 5523 12868 12868
 (0.87) (0.81) (1.81) (1.74) (0.89) (0.87) 調整済み R２ 0.06 0.18 0.15 0.21 0.01 0.05

速くなる→同じ 1.63 1.21 0.68 0.35 1.49 1.35
 (0.86) (0.80) (1.79) (1.72) (0.88) (0.87)

3年間続けて普通か遅い 1.00* 0.43 1.69 1.30 0.60 0.28
 (0.42) (0.39) (0.86) (0.83) (0.44) (0.43)

速くなる→遅くなる 1.42 0.99 -0.07 -0.50 1.30 1.22
 (0.91) (0.85) (1.88) (1.81) (0.93) (0.91)

同じ→速くなる 1.77* 1.36 1.83 1.13 1.45 1.19
 (0.89) (0.83) (1.79) (1.73) (0.92) (0.91)

速くなる→速くなる 4.22 -1.99 19.07 12.49 -1.07 -3.68
 (9.09) (8.51) (25.29) (24.35) (8.58) (8.42)

LDL-C 140未満全体 LDL-C 140以上 LDL-C 140未満 全体 LDL-C 140以上

表 8B 従属変数は LDL-C の 2 年間の変化（完全表示） 
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