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「医学研究」
は、5年前まで、患者の立場ではない一般市民とは縁もゆかりもないものでした。
ところ
が不思議なつながりがあり、長浜で京都大学の医学研究が始まりました。最初は
「市と大学のお手伝
いができたら」
との思いで、
『ながはま０次予防コホート事業』の委員会にノコノコと出かけたのがきっ
かけでした。
この研究はこの事業独自のルールを作り、1 万人の参加を募ってコホート研究をするとい
う壮大なものでした。
1 万人に参加していただくために、長浜市とともに一人ひとりに話をして仲間づくりから始めたことが
『健康づくり０次クラブ』
ができたきっかけです。
そして、０次クラブはコホート事業のお手伝いだけでなく
「心と体の健康づくり」
の活動も始めること
になりました。遺伝子の研究は関わってみると、とてもおもしろいものでした。
この研究が進むことで病
気に対する予防法が明らかになる可能性があり、子や孫の将来世代では、祖父母や親から代々つな
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応援メッセージ 2

9

「市民が研究に参加する意義」

がりのある遺伝的な病気が予防できるかもしれません。
この『ながはま０次予防コホート事業』をはじめとする医学研究に多くの市民のみなさんと一緒に関

11

5年間の活動の記録

わりながら、祖先からつながる遺伝子と命の尊さに気づき、また大自然に対する感謝から生まれた五

「未来への種を…」
・アクセス・連絡先

穀豊穣の村祭りや「おこないさん」など地域で育まれてきた伝統や文化の歴史の遺伝子も継承してい
く。
そして、未来につなげていく。
これらはまさしく
「温故知新」
ではないでしょうか。
『ながはま０次予防コホート事業』
がこれからも長く続き、それを通じて
「心と体の健康」
が育まれ、心

長浜市

豊かな人々の絆が深まることを願っております。

10
14

琵琶湖

NPO法人
健康づくり0 次クラブは
滋賀県長浜市で
活動しています！

滋賀県

1

写真：長浜市湖北町水鳥公園（滋賀県提供）

長浜市は、滋賀県の東北部に位置し、北は福井県、
東は岐阜県に接しています。周囲は伊吹山系の
山々と、ラムサール条約の登録湿地でもある琵琶
湖に面しており、中央には琵琶湖に注ぐ姉川や高時
川、余呉川等により形成された豊かな湖北平野と
水鳥が集う湖岸風景が広がり、県内でも優れた自
然景観を有しています。（長浜市ホームページより）
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長浜市民と医学研究をつなぐ
「健康づくり０次クラブ」
くというものです。

「０次健診」
で通常の健診よりも詳しい検査を受けて、
自分

の体の状態を知ってもらい、健康に関心を持ってもらう機会

となるのではないか、またこの１万人と一緒になって地域の

たことです。

きっと心豊かで健康なまちになるだろうという思いを持った

への貢献」です。健康づくり０次クラブは「０次予防健康づく

ボランティア活動を行っている市民と手を携え、有志によっ

に「０次予防健康づくり推進事業の共同実施協定」を締結し
この協定の目的は、
「市民の健康づくり推進」
と
「医学発展

り推進事業」
に関わることで、心と体の健康なまちの実現に
向けて積極的に活動を始め、2009 年には特定非営利活動
法人
（NPO法人）
としての認証を受けました。

前述のように、長浜市では、市と京都大学大学院医学研

究科が、2007 年5 月に
「市民の健康づくり推進」
と
「医学発
展への貢献」を掲げて「０次予防健康づくり推進事業の共同
実施協定」
を締結しました。

この事業は、市民１万人の参加協力を目標に、健康づくり

の一環として、独自の健診である
「０次健診」
を実施し、提供
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なりました。

期治療を行う 2 次予防」「リハビリテーションなどによる

市民とともに歩んでいきます。

社会復帰、病気やケガがさらに重症化しないようにする 3

けました。

０次クラブは長浜市民と医学研究の架け橋となり、長浜

次予防」があります（図参照）。

長浜市と京都大学大学院医学研究科が目指す「０次予

防」は、1 次予防よりも前に、遺伝的な体質に焦点を当て、
病気になる前から病気になりやすい傾向を知っておき、生
活習慣を改善するなどして、予防に役立てるという意味の

健康なまちを育む思い
一、将来世代の健康づくりを進めます
二、人と人との「つながり」を大切にします
三、心と体の健康なまちの実現についてともに考え、
ともに実践することを通して、
まちづくりに参画します

長浜市と京都大学大学院医学研究科が
「0次予防健康づくり推進事業の計画策定に関する覚書」
締結
「ながはま0次予防コホート事業計画策定」
開始
長浜市と京都大学大学院医学研究科が
「0次予防健康づくり推進事業の共同実施に関する協定」
締結
0次健診パイロット事業開始
0次健診１万人参加の勧奨を手伝う市民ボランティアが集まり活動を始める
「ながはま 0 次予防コホート事業における試料等の蓄積及び管理運用に関する条例」制定（通称：
「ながはまルール」）
0次健診ベースライン調査開始
任意団体
「健康づくり 0 次クラブ」
設立
広報紙
「げんき玉」
創刊
「健康づくりのつどい」
開催
（場所：長浜文化芸術会館）
長浜市田村町に事務所開設
0次健診 2 年目開始
RISTEX※
「地域に開かれたゲノム疫学研究のためのながはまルール」
の
「疫学研究の地域づくりへの活用」
研究に参加、
研究開始
特定非営利活動法人の認証
長浜 0 次睡眠研究
（なごーする研究）
の実施検討開始
「健康フェスティバル 2010」
開催
（場所：長浜バイオ大学）
0次健診 3 年目開始
「健康フェスティバル in 湖北」
開催
（場所：木之本スティックホール）
0次健診 10,082 人の参加を得てベースライン調査終了
長浜市湖北町に事務所移転
（長浜市保健センター湖北分室内）
「健康フェスティバル 2011」
開催
（場所：長浜バイオ大学）
長浜 0次睡眠研究
（なごーする研究）
の本研究開始
京都大学大学院医学研究科と0次クラブが
「長浜0次睡眠研究実施協力に関する覚書」
締結
「健康フェスティバル 2012」
開催
（場所：長浜バイオ大学）
第2期 0次健診パイロット事業開始

※RISTEX
（リステックス）
：独立行政法人科学技術振興機構
「社会技術研究開発センター」
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年後、2010年11月に
「０次健診」
の参加者は10,082人と

習慣や生活環境の改善、予防接種、事故防止、健康教育な

市民が中心となり、2008年6月頃から市内各地で精力的に

2009 年には特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の認証を受

活動の柱として走り出しました。そして、活動開始から 3

病気の予防には、「病気にならない 1 次予防」
（＝生活

ど）、「健康診断や人間ドックなどで病気の早期発見・早

て2008年12月に任意団体「健康づくり０次クラブ」を設立、

0

成を通じて、市民の心と体の健康づくりを推進することを

心と体の健康づくりを推進することができれば、このまちは

０次予防健康づくり推進事業の経過と健康づくり０次クラブの主な活動
2005年
（平成 17 年）
2006年
（平成 18 年）

健康づくり０次クラブは「０次健診」の参加者 1 万人達

疾病予防の三段階

けは、長浜市と京都大学大学院医学研究科が 2007年 5月

体質を知って健康づくりに役立てる
「０次予防」を推進

周年記念誌

健康づくり０次クラブは、2008年に誕生しました。きっか

を受けた血液や尿、健康情報などを医学研究に活用してい

次クラブ

京都大学大学院医学研究科の研究と
長浜市民の健康づくりをサポート

造語です。

「０次予防」を確立していくには、個人のそれぞれの体

質を調べること、また、その結果をデータ化して長い時間

3次予防

… 病院通い、
リハビリ

2次予防

… 健康診断、
人間ドック

1次予防

…

食生活改善、
運動、
禁煙
ストレス解消、
予防接種

0次予防

…

自分の体質を知って
取り組む健康づくり

これまでの病気の予防
（1 次・2 次・3 次予防）
に
「体質を知って
取り組む健康づくり」
（０次予防）
を加えて、
さらに健康を増進

追跡していくこと、さらに多くの人数のデータを集めて科
学的に研究し、検証していくことが欠かせません。

0次クラブの活動を支える会員と組織
健康づくり0次クラブは2008年の任意団

体としての発足以来、組織の充実に努めてき

ました。翌年の特定非営利活動法人の認証

にあたって、さらに組織を整備し、活動も拡

NPO法人 健康づくり０次クラブ 組織図（2013年3月現在）

総会
監事（２名）

大しています。
2012年には、活動が倫理的な

理事会（１２名）

めの第三者機関として、コンプライアンス委

理事長

配慮のもとに行われているかを検証するた
員会を設置しました。

2013年3月現在、
コア会員
（47名）
、ウェル

会員
（3,426名）
、事務局で活動しています。

副理事長

事務局（４名）

コア会員

吉澤 剛（大阪大学大学院医学系研究科）
浅野 有紀（学習院大学法学部）
健康づくり０次クラブ役員（５名）

ながはま０次予防コホート事業

ながはま０次コホート事業運営委員（１名）
ながはまルール審査委員（２名）
ながはまルール検討委員（２名）

０次健診

■ 健康づくり０次クラブ会員構成

０次健診参加者

コンプライアンス委員会

長浜市民

ウェル会員

長浜０次睡眠研究（なごーする研究）
事業企画部

・健康フェスティバル ・０次カフェ
・おでかけ０次カフェ ・０次サイエンスカフェ

広報企画部

・げんき玉 ・ホームページ

●コア会員：事業の企画・運営に参加でき、総会での議決権を有する会員。
●ウェル会員：事業に関する情報提供を受け、事業に参加できるが、総会での議決権を有しない会員。
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「0次予防健康づくり推進事業の計画策定に関する覚書」
締結
「ながはま0次予防コホート事業計画策定」
開始
長浜市と京都大学大学院医学研究科が
「0次予防健康づくり推進事業の共同実施に関する協定」
締結
0次健診パイロット事業開始
0次健診１万人参加の勧奨を手伝う市民ボランティアが集まり活動を始める
「ながはま 0 次予防コホート事業における試料等の蓄積及び管理運用に関する条例」制定（通称：
「ながはまルール」）
0次健診ベースライン調査開始
任意団体
「健康づくり 0 次クラブ」
設立
広報紙
「げんき玉」
創刊
「健康づくりのつどい」
開催
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RISTEX※
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の
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研究開始
特定非営利活動法人の認証
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「健康フェスティバル 2010」
開催
（場所：長浜バイオ大学）
0次健診 3 年目開始
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開催
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0次健診 10,082 人の参加を得てベースライン調査終了
長浜市湖北町に事務所移転
（長浜市保健センター湖北分室内）
「健康フェスティバル 2011」
開催
（場所：長浜バイオ大学）
長浜 0次睡眠研究
（なごーする研究）
の本研究開始
京都大学大学院医学研究科と0次クラブが
「長浜0次睡眠研究実施協力に関する覚書」
締結
「健康フェスティバル 2012」
開催
（場所：長浜バイオ大学）
第2期 0次健診パイロット事業開始
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（リステックス）
：独立行政法人科学技術振興機構
「社会技術研究開発センター」
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年後、2010年11月に
「０次健診」
の参加者は10,082人と

習慣や生活環境の改善、予防接種、事故防止、健康教育な

市民が中心となり、2008年6月頃から市内各地で精力的に

2009 年には特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の認証を受

活動の柱として走り出しました。そして、活動開始から 3

病気の予防には、「病気にならない 1 次予防」
（＝生活

ど）、「健康診断や人間ドックなどで病気の早期発見・早

て2008年12月に任意団体「健康づくり０次クラブ」を設立、

0

成を通じて、市民の心と体の健康づくりを推進することを

心と体の健康づくりを推進することができれば、このまちは

０次予防健康づくり推進事業の経過と健康づくり０次クラブの主な活動
2005年
（平成 17 年）
2006年
（平成 18 年）

健康づくり０次クラブは「０次健診」の参加者 1 万人達

疾病予防の三段階

けは、長浜市と京都大学大学院医学研究科が 2007年 5月

体質を知って健康づくりに役立てる
「０次予防」を推進

周年記念誌

健康づくり０次クラブは、2008年に誕生しました。きっか

を受けた血液や尿、健康情報などを医学研究に活用してい

次クラブ

京都大学大学院医学研究科の研究と
長浜市民の健康づくりをサポート

造語です。

「０次予防」を確立していくには、個人のそれぞれの体

質を調べること、また、その結果をデータ化して長い時間

3次予防

… 病院通い、
リハビリ

2次予防

… 健康診断、
人間ドック

1次予防

…

食生活改善、
運動、
禁煙
ストレス解消、
予防接種

0次予防

…

自分の体質を知って
取り組む健康づくり

これまでの病気の予防
（1 次・2 次・3 次予防）
に
「体質を知って
取り組む健康づくり」
（０次予防）
を加えて、
さらに健康を増進

追跡していくこと、さらに多くの人数のデータを集めて科
学的に研究し、検証していくことが欠かせません。
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健康づくり0次クラブは2008年の任意団

体としての発足以来、組織の充実に努めてき

ました。翌年の特定非営利活動法人の認証

にあたって、さらに組織を整備し、活動も拡

NPO法人 健康づくり０次クラブ 組織図（2013年3月現在）

総会
監事（２名）

大しています。
2012年には、活動が倫理的な

理事会（１２名）

めの第三者機関として、コンプライアンス委

理事長

配慮のもとに行われているかを検証するた
員会を設置しました。

2013年3月現在、
コア会員
（47名）
、ウェル

会員
（3,426名）
、事務局で活動しています。

副理事長

事務局（４名）

コア会員

吉澤 剛（大阪大学大学院医学系研究科）
浅野 有紀（学習院大学法学部）
健康づくり０次クラブ役員（５名）

ながはま０次予防コホート事業

ながはま０次コホート事業運営委員（１名）
ながはまルール審査委員（２名）
ながはまルール検討委員（２名）

０次健診

■ 健康づくり０次クラブ会員構成

０次健診参加者

コンプライアンス委員会

長浜市民

ウェル会員

長浜０次睡眠研究（なごーする研究）
事業企画部

・健康フェスティバル ・０次カフェ
・おでかけ０次カフェ ・０次サイエンスカフェ

広報企画部

・げんき玉 ・ホームページ

●コア会員：事業の企画・運営に参加でき、総会での議決権を有する会員。
●ウェル会員：事業に関する情報提供を受け、事業に参加できるが、総会での議決権を有しない会員。
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長浜市長

藤井 勇治氏

ゼロ

ながはま０次予防コホート事業
■ 長浜市民の健康状態とゲノムの情報を
集めて医学研究に活かす

討議の後、「ながはま０次予防コホート事業における試料

等の蓄積及び管理運用に関するルール」（通称：ながは

まルール）が成立しました。
このルールは国の「ヒトゲノ

ム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
（ルール施行後、

り推進事業の共同実施協定」では独自の健康診断「０次健

よりも尊重することも謳っています。
また、長い時を経て、

える影響を京都大学大学院医学研究科が調べる「ながは

がないよう、長浜市は 2008 年 6 月に
「ながはま０次予防

2013 年に一部改正※a）
に則り、さらに、人権を研究実施

診」を通じて、遺伝子や生活習慣が健康状態や病気に与

ながはまルールが当事者によって勝手に変更されること

ま０次予防コホート事業」
を行うことが定められました。

コホート事業における試料等の蓄積及び管理運用に関す

の医学研究や０次クラブの活動への理解があります。ま

納得しながら研究を進め、健康づくりに活かす体制が整え

この事業が長浜市で可能になった背景には、長浜市民

た、０次クラブの活動に対する長浜市や科学技術振興機
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周年記念誌

健康づくり０次クラブが発足したきっかけとなった、長

浜市と京都大学大学院医学研究科の「０次予防健康づく

0

次クラブ

健康づくり０次クラブの結成 5 周年、おめでとうございます。
5 年間を振り返りますと、長浜市と京都大学大学院医学研究科とが実施する０次予防健康づく
り推進事業がきっかけで、たくさんの人が集い、長浜市を健康なまちにしようというボランティア団
体「健康づくり０次クラブ」ができました。
取り組まれた健康づくり活動には、０次健診をはじめ、健康づくり講演会や健康フェスティバル
の開催、広報紙の発行等さまざまなものがあります。最近では、京都大学の先生と一緒に睡眠
時無呼吸症候群の研究への協力をされているとのことで、このように市民が健康づくりの一環で
医学研究に協力するという活動は、全国的にも類がありません。
このような活動は、０次事業を通じて知り合った京都大学や諸大学の先生方、多くの市民とつ
ながりを大切にするという姿勢から生まれてきており、ユニークな活動の源となっています。
長浜市にとりましても、市民がさまざまな人とつながっていることが無形の財産となり、市政や市
民生活にさまざまな形で恩恵をもたらしてくれるものと考えています。
今後とも、高い理想のもと、健康なまち「長浜市」の実現に向けてご活躍されますことをお祈
り申し上げます。

法人 健康づくり

応援メッセージ

健康なまちの実現を市民の手で

N
P
O

る条例」を制定しました。これによって、実施者や参加者が

られました。

構（JST）からの支援・応援が 5 年間の継続の後押しにな

りました。

京都大学大学院医学研究科長

湊 長博氏

我が国も本格的な高齢化社会を迎え、国民の健康維持も病気の治療から予防へ、さらには
病気の発症を予知して未然に対策する時代へと入りつつあります。そのためには、一人ひとりの
市民のできるだけ詳細な身体健康情報を集約し、解析するシステム作りが非常に大切です。こ
のために、2005年に京都大学大学院医学研究科と長浜市の間で協力協定が交わされ、2008
年からは国の支援も受けてながはま０次予防コホート事業が始められました。 その後、長浜市
民の皆様の絶大なご協力を得て、健診を含めた市民の日常の健康維持増進とその情報から多
くの病気の診断や予防・治療の手がかりを得るための研究を一体とした活動が進められてきまし
た。今日これは「ながはまモデル」と呼ばれ、全国的に最も先進的な活動として広く知られてき
ています。国も「ながはまモデル」に非常に注目しており、2013年からは第二期の活動に入る予
定です。私どもは、長浜市民の皆様の一層の御協力を得て、これまで以上に市民の健康増進
に資する先進的な活動を進め、その成果を日本全国に向けて発信したいと希望しています。今
後とも市民の皆様の一層のご協力をお願い申し上げます。

■ 長浜市と京都大学大学院医学研究科が
市民を交えて独自のルールを制定
「ながはま０次予防コホート事業」
は2006年から準備が

始まり、翌 2007年の試験的なパイロット研究を経て、
2008 年から正式に開始されました。
この間、長浜市や京

誰もが見ることができる『なが
はま０次予防コホート事業におけ
る試料等の蓄積及び管理運用に
関するルール』（通称：ながはま
ルール）※a
※a）長浜市ホームページに掲載

▼

市民の健康増進に向けて「ながはまモデル」を長浜市から全国に発信

都大学大学院医学研究科、０次クラブ（当時は任意団体）

とその会員ら市民代表が集まり、事業の参加者の個人情

報の扱い、研究の進捗や結果を市民が知るプロセスなど

に関するルールづくりが始まりました。そして、2年ほどの

ながはま０次予防コホート事業のしくみ

［ながはま０次予防コホート事業］

健康づくり０次クラブの発展は医学研究の流れを変える
市立長浜病院 名誉院長
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参画
（追跡）

琴浦 良彦氏

京大の成宮周医学研究科長から突然ゲノム解析を含めたコホート事業を長浜で受けてもらえ
ないかと電話で打診があったのは７年前でした。当時の宮腰健長浜市長はじめ、多くの人たち
の努力と協力のおかげで、ながはまプロジェクトは進歩を続け、2012年の秋、 5年毎、２回目の
健診が始まりました。
このプロジェクトには２つの大きな特徴があります。ひとつは医学研究を始める前に大学、市民、
自治体、有識者などで構成された委員会で研究を遂行する上でのルールを作ったことで、国内
では初めての画期的なことです。
２つ目は長期の疫学調査に参加する市民が単に健診を受けるだけの協力にとどまらず、自らが
研究計画の立案や実施に関わったり、大学の研究室訪問や講師を招いての勉強会をしたりする
という、今までには見られなかった市民組織、健康づくり０次クラブが誕生したことです。健康づ
くり０次クラブの積極的な活動は今後のながはまプロジェクトのみならず医学研究の流れに大きな
影響を与えることは間違いないと思います。０次クラブの益々の発展を願っています。

［個別研究］

０次
健診

30 歳以上
74歳以下
健康な人
市民全体

個人情報保護措置
（匿名化）

０次健診結果の返却

1 万人
バンク

個別研究利用

蓄積
管理
運用

遺伝子解析
研究等

健康づくりや医学 + 医療などへの還元

疫学研究等

★個別研究：京大の研究者などが市民の健康やゲノムの情報などを利用して行う研究
★→（矢印）：血液や尿などの検体、健康情報やゲノム情報の流れ
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※長浜市ホームページに掲載

ながはま０次予防コホート事業のしくみ

［ながはま０次予防コホート事業］

健康づくり０次クラブの発展は医学研究の流れを変える
市立長浜病院 名誉院長
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参画
（追跡）

琴浦 良彦氏
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74歳以下
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市民全体

個人情報保護措置
（匿名化）

０次健診結果の返却

1 万人
バンク

個別研究利用

蓄積
管理
運用

遺伝子解析
研究等

健康づくりや医学 + 医療などへの還元

疫学研究等
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6

「ながはま０次コホート事業」では、０次健診の体制が整

第二期０次健診
再調査

個人の健康情報の収集

個人の健康情報の収集

えられた後、個別研究として
「長浜０次睡眠研究（通称：な

●詳細な検査
●WEBアンケートなど

健診結果

発病

死亡

転居

療機関での受診を勧めるなどをして、治療により虚血性心

を検査データへ付する作業は、０次クラブのセキュリティ

疾患や脳卒中の予防を目指すと同時に、睡眠障害とうつの
関係などを調べます。

この研究を安全に実施するために、京都大学大学院医

がはっきりしない項目の結果は、個人には返さないことが

「０次健診（ベースライン調査）は、各自治体で実施さ

れる特定健康診査（特定健診）の項目に、大動脈波速度

測定や中心血圧測定、約 700 項目の健康と生活習慣病

に関する質問票など８つの項目を加えた独自の健康診
断です。

30歳以上74 歳以下のおおむね健康な人で、
「ながはま

原則となっています。

０次健診は 2007年にパイロット事業としてまず273人

に参加していただき、翌年からベースライン調査がス
タートしました。参加者は2008年は1,127人、2009年は
4,638 人、2010 年 は 4,046 人 と 順 調 に 増 え、合 計

10,084 人となり目標 の 1 万 人を突 破しました。そして

2007年のパイロット事業から 5 年目を迎えた2012 年か

０次予防コホート事業」
やその内容の説明を受け、参加同

らはベースライン調査の０次健診の参加者を対象に、第

などの試料と健康情報を医学研究に使います。なお特定

万人の再調査が行われます。第 2 期０次健診では高齢化

意した人が対象です。
この健診を受けた市民の血液や尿

健診と同様に０次健診の結果は参加者に渡されますが、

ゲノム情報を含めて一部の情報は個人には返却されない

7

会、ながはまルール審査委員会での議論を経て、
「長浜０
次睡眠研究におけるデータ及び匿名化の流れ」を整えま

した。

０次クラブは、この研究への参加呼びかけ、研究に関す

る説明と参加同意の取得や、個人情報と匿名 ID
（なごーす
る ID）の管理、検査機器の装着の補助、検査データに
「な

室で厳重に管理した体制で実施しています。
このように市

民団体が研究に深く関わる例は世界でも珍しく、参加者が
直接研究者とは接しない仕組みによって参加者の匿名性
が高まり、研究者も研究

デ ータの 解 析に専 念で

きるというメリットがあり

ます。

なお、
０次クラブはコン

プライアンス委員会を設

置し、この研究の管理体
制などを整えています。

●研究参加の告知

参加対象者
●０次健診参加者
●健康づくり０次クラブ会員

社会で役立つような検査項目が含まれます。
０次クラブは
再調査の０次健診のお手伝いをします。

健康づくり
０次クラブ

●検査申込受付と検査日確定
●参加者に必要書類送付（説明書、同意書※、質問票等）
〈書類〉同意書※の確認と質問票原本をデータ化
〈検査〉検査機器の装着補助、回収
〈データ作成〉なごーするIDを付した検査データと質問票データ、同意書※②を長浜市に渡す

長浜市

●各データをなごーする ID ０次健診一次匿名化 ID に変換し京都大学研究事務局へ渡す

特定健診の検査項目

●問診 ●身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）
●血圧測定 ●理学的検査（身体診察）
●検尿（尿糖、尿蛋白）
●血液検査

特に個人情報となごーする ID の変換や、なごーする ID

長浜０次睡眠研究におけるデータと匿名化作業の流れ

2 期０次健診が始まりました。2015 年までの 3 年間に 1

０次健診の検査項目（ベースライン調査）

●中心血圧測定

15 回にわたる検討会を行い、０次コホート事業運営委員

5

するID から個人情報に変換したのち、参加者に検査結果

▼

■「ながはま０次予防コホート事業」の
柱となる
「０次健診」

でなごーするIDに変換し、０次クラブが受け取り、なごー
を郵送するまでを担っています。
（図参照）

学研究科と長浜市、健康づくり０次クラブは 2011年から
ことが「ながはまルール」で決められています。医療意義

IDから一次匿名化 IDに変換した解析結果データを長浜市

と健康、メンタルヘルスについて調査をし、重症の睡眠時
無呼吸症候群などの治療が必要な疾病が確認されると医

※期間：2012 年度〜2015年度

追跡調査

ごーする研究）」が実施されています。
この研究では、睡眠

0

の後に研究者が解析を実施。その後、京大で二次匿名化

周年記念誌

０次健診
ベースライン調査

※期間：2007年度〜2010 年度

一次匿名化 ID に変換後、京大へ渡し二次匿名化 IDに変換

次クラブ

各年度の5年後に受診

●詳細な検査
●質問票など

ごーする ID」を付して長浜市へ渡し、長浜市で０次健診の

■ 市民が協力して実施する
「長浜 0次睡眠研究」

０次健診（０次コホート事業）のスケジュール

●検査機器を
装着した様子

・脂質検査（中性脂肪、
HDL コレステロール、
LDL コレステロール）

●大動脈波速度測定（血管年齢測定） ●呼吸機能測定
●歯科診察
（肺年齢測定：スパイロメトリー）

●各データを一次匿名化 ID 二次匿名化 ID に変換し研究者が解析する
●解析結果データを二次匿名化 ID 一次匿名化 ID に変換し長浜市へ渡す
▼

京都大学
大学院
医学研究科

長浜市

●解析結果データを一次匿名化 ID

なごーする ID に変換し０次クラブへ渡す

健康づくり
０次クラブ

●解析結果データをなごーする ID

個人情報（住所、氏名）
に変換し参加者へ郵送する

▼

・肝機能検査（GOT 、GTP、
γ- GTP）

▼

・血糖検査（空腹時血糖または HbA1c）

▼

●中心血圧測定
●胸部レントゲン検査
●歯科診察
●大動脈波速度測定
●心電図検査
●眼科検査
●呼吸機能測定
●健康と生活習慣に関する質問票

N
P
O

ゼロ

ながはま０次予防コホート事業

法人 健康づくり

地域の健康づくりと医学研究を支えて未来へ

ゼロ

ながはま０次予防コホート事業

●０次クラブ内に
設置されている
情報セキュリティ室

※長浜０次睡眠研究参加同意書の管理
①健康づくり０次クラブ（なごーする ID 添付）②長浜市（なごーする ID 添付）③本人
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京都大学大学院医学研究科付属ゲノム医学センター センター長・教授

松田 文彦氏

健康づくり 0 次クラブという組織はちょっと変わって

います。ふつうのNPOですと、
市民が特定の課題につい

て社会貢献などの公共的活動を行っていますが、健康
づくり 0 次クラブは長浜市と京都大学大学院医学研究

京都大学大学院医学研究科と長浜市が取り組んでいる「ながはま０次予防コホート事業」は、
地域での医学研究を適切に行なうため、全国でも類を見ない「ながはまルール」条例を策定し、
2008年に本格的に開始されました。2009年に市民の方々により、心と体の健康づくりを進めるため、
NPO法人「健康づくり０次クラブ」が誕生し、本事業はそのご支援を得て 10,082人の方々にご参
加をいただくことができました。現在、いただいた貴重なデータをもとに、国内外から注目されるさ
まざまな医学研究が展開されつつあります。
本事業の意義は、研究者と市民の方々という異なる存在が、協力して新しい時代を切り開こ
うとしていることです。京大によって長浜は変わってきたかもしれませんが、長浜と出会って京大、
そして京大の医学研究も変わりつつあります。その基点として「健康づくり０次クラブ」は大きな
役割を担われていることは言を俟ちません。
これからも長浜市民の方々と京都大学がお互いの敬意に基づくパートナーシップを深め、広く
共有できる新たな価値を創り出し、世界に発信していくことを目指して力を尽くしたいと存じます。
「健康づくり０次クラブ」の益々のご発展を祈念して、お祝いの言葉とさせていただきます。

■ RISTEX プロジェクトの経験から

■ 研究と社会を仲立ちする

2012年度まで実施されていた科学技術振興機構 社

会技術研究開発センター
（JST/RISTEX）の「地域に開

かれたゲノム疫学研究のためのながはまルール」プロ

研究というと、なんだか難しくて研究者だけのものと
思うかもしれません。しかし、医科学が対象とするのは

ジェクトでは、健康づくり0 次クラブのメンバーも積極

私たち一人ひとりも研究の参加者になりうるのです。医

を振興する研究開発ではなく、社会的問題の解決に向

の予防や治療、健康の維持に役立ててもらうこともひ

「科学技術と人間」と名付けられたこの研究開発領域で

微に関わる情報の扱いや、幅広く一般市民に 0 次予防

得られました。ふつうの市民であっても、良き社会の形

科学研究者に身体に関わるデータを提供し、広く病気

とつの役割です。これにとどまらず、遺伝情報など機
の意義を理解してもらうこと、研究に参加するときの実

的に関わりました。このプロジェクトは、単に科学技術

けてその成果を社会実装することを目指しています。
は、他の11のプロジェクトと合わせていくつもの成果が

成に向けて、自らの社会経験や生活経験を踏まえた「常

際的な難しさの考慮についても、市民の間で対話や議

識」をもって公の対話に参加し、社会的問題の解決に

す。その意味で、健康づくり 0 次クラブは市民団体で

家だけにお任せするのではなく、市民や幅広い関係者

論を進め、より良いあり方を導くことが求められていま

はありますが、研究と社会、行政と市民を仲立ちする
組織といえるでしょう。しかも、この組織は単なる仲良

吉澤 剛／大阪大学大学院 医学系研究科 医

英国サセックス大学にて博士号を取得。東京
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領域企画戦略会議委員のほか、0 次クラブの
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コンプライアンス委員会委員を務める。専門
は科学技術政策。
川崎市生まれ。

貢献した事例も多く示されています。そこでは、専門
が責任感を持って科学技術と社会の問題に関わってい

くことが求められます。特に
「健康づくり」というのは、
自分自身で身体をきちんと管理するとともに、医科学
的な研究や診療による

サポートを得ることが不

行政

可欠です。その意味で、

自分の問題を通して科

学や社会の問題を考え

ることができる、とても
良いきっかけになるの
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大学公共政策大学院、京都大学人文科学研

長浜式に期待する
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市民からも信頼のおける開かれた組織づくりを行うこと

貢献することも目指しています。

に関わるという形で活動を展開しており、医科学研究に
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ります。また、個人情報の取り扱いに配慮するなど、
で、行政や大学と対等な関係を目指しています。

大学院修了。民間シンクタンク勤務を経て、

超高齢社会という、人類が経験したことのない状況に突入しつつある日本社会で、住民の心身
の健康をどのように維持・向上させるか、ということは、当事者の幸福にとっても、社会全体の医
療費という観点からしても、極めて重大な問題になります。それは国家レヴェルでの対応と同時に、
地域社会の次元での対応も、問題解決の欠かせない要素となりましょう。幾つかの地方自治体では、
こうした先駆的な取り組みが行われてきていますが、この５年間長浜市が京都大学大学院医学研
究科との連携のなかで、実行されてきた試みは、なかでも非常にユニークなものと考えております。
そのユニークさのひとつは、日本ではなかなか実行され難い、時間をかけたコホート研究を目指して
いる、という点です。
疫学的な方法論としてのコホート研究は、海外では、数十年の規模、また数十万のサンプリン
グという例も珍しくはないのですが、日本では何故か、そのような規模のものは不可能に近いように
思われています。ひとつには、研究対象になる人々の積極的な協力を得るのが難しいことが、理由
に挙げられましょう。長浜市の実験のユニークな点のもうひとつは、地道に住民の協力を得る努力を
惜しまず、
それが、住民主体の「健康づくり０次クラブ」のような組織化にまで発展していることでしょう。
差し当たって参加・協力しても、個人には直接的なメリットは必ずしもないにもかかわらず、そうした
展開が可能であった背景には、当事者の並々ならぬ努力があったに違いありません。
今後、じっくりと取り組まれて、日本にもきちんとしたコホート研究が可能なのだという証を示してい
ただきたいと願うとともに、日本の医療界への大きな貢献、そして地域の医療事情の発展への多大
の寄与をも期待しております。

りのために広く市民を巻き込んでいるところに特徴があ

科が進める「ながはま０次予防コホート事業」に積極的

の倫理と公共政策学教室准教授。東京大学

独立行政法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター「科学技術と人間」領域統括

しクラブで閉じているのではなく、長浜市民の健康づく
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人であり、人々の健康を目標に進められているので、

市民と研究者のパートナーシップ
京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野 教授

大阪大学大学院医学系研究科 医の倫理と公共政策学 准教授
NPO 法人 健康づくり 0次クラブ コンプライアンス委員

次クラブ

ながはま０次予防コホート事業は、我が国初めての本格的大規模ゲノムコホート研究である。
しかしながら、長期にわたり住民の健康を調査しその成果を健康づくりに還元するこのような医学
研究は、大学や自治体の努力のみで成し遂げられるものではない。むしろ、市民が健康づくりの
主役となって長く事業にかかわり、また人により異なる健康観を互いに尊重しつつ、健康づくりを
町づくりとして市民みなで考える文化が醸成されてはじめて、事業が成功したといえる。
健康づくり０次クラブは、2008 年にそういった目標を掲げて市民自らが結成した NPO 法人であ
る。０次コホート事業への協力のみならず、「いきいき健康フェスティバル」の開催や「げんき玉」
の発刊による啓発活動、さらには睡眠障害の研究「なごーする研究」への共同研究者としての
参画など、およそ健康と名のつくことで守備範囲を外れるものがないほど、広汎かつ積極的な活
動を繰り広げている類まれな存在である。
ひとつの目標のもとに誰からの強制もなく結束した市民の力が満ちあふれたこの型破りで先進
的な市民運動が５年を迎えたことを心より祝福し、その活動が息長くさらに大きく発展することを祈
念してやまない。
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参画など、およそ健康と名のつくことで守備範囲を外れるものがないほど、広汎かつ積極的な活
動を繰り広げている類まれな存在である。
ひとつの目標のもとに誰からの強制もなく結束した市民の力が満ちあふれたこの型破りで先進
的な市民運動が５年を迎えたことを心より祝福し、その活動が息長くさらに大きく発展することを祈
念してやまない。

法人 健康づくり

応援メッセージ

市民が研究に参加する意義

健康づくり文化の醸成のために０次クラブのはたす役割

N
P
O

ではないでしょうか。

用 語 解 説
※1

コホート研究

ある地域や集団に属する人々を対象に、長期間にわたって
病気や健康状態と生活習慣や環境要因との関係を調べる研
究方法。対象者の行動に制限がかからない研究と制限がかか
る研究がある。前者では、例えば、同じ集団内で、ふだんから
一定の運動をする人としない人を分けて、運動と体重増加と
の関係を調べる際に、運動の量や回数は研究対象者が自由に
選択することができる。一方、後者では、ある食べ物を食べる
集団と食べない集団に分け、それぞれの集団の○年後の健康

状態を調べるとき、最初から集団を 2 つ以上に分けて比較す
る（比較臨床研究）。この場合、研究参加者が食べ物を食べ
る、食べないという条件がきちんと守られないと研究の信頼
度が落ちる。

※2

ゲノム

ある生き物の持つすべての遺伝情報。生き物の種類ごとの
名前を付けて、ヒトゲノム、マウスゲノムなどと呼ぶ。ヒトでは
両親から 1 セットずつのゲノムを受け取る。
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NPO法人 健康づくり０次クラブ 5年間の活動の記録
任意団体設立、そしてNPO法人化して5年。健康づくり0次クラブは多彩な活動を行い、
長浜市民の心と体の健康づくりに尽力してきました。
『げんき玉』
（第1〜9号）

広報紙
『げんき玉』
を9回発行

知識を向上させることを目的とした健康座談会「０次カフェ」を開催し

で話を聞いたり、質問したりするスタイルになっているのが特徴です。

健診の紹介、京都大学への取材活動、報告などを掲載しています。
任意団体時代の 2009 年 3

「０次カフェ」を 出前 して地域の公民館などで開催する「おでかけ

月に第 1 号を発行、
5 年間に 9 号を数えました。

０次カフェ」は新しい市民の方々との出会いの場になっています。

健康フェスティバルと講演会を開催
健康フェスティバルでは子どもから大人まで幅広い年代の参加者が楽しみながら健康につい

て学び、体験することができます。
各種測定コーナーや相談コーナーが充実しており、血管年齢
測定、骨密度測定、体力測定や、睡眠・いびき相談、糖尿病相談、がん相談、救命救急体験、縫合
数の団体の協力もあり、
参加者は年々増加しています。

◎協力団体：長浜市／京都大学大学院医学研究科／長浜バイオ大学／
（社）
湖北医師会／
（社）
線技師会／
（公社）
滋賀県臨床検査技師会／
（社）
滋賀県看護協会／ 1000人献血の会 ほか

体の仕組みを理解する
「体のひろば」

■ 健康フェスティバル
開催日

場所

いきいき健康フェスティバル 2010

2010年 5月16日

長浜バイオ大学

11月21日

参加人数

木之本スティックホール

2010年 6 月 3 日

睡眠となごーする研究について

6月23日

長浜バイオ大学

3,831人

いきいき健康フェスティバル2012

2012年 5月20日

長浜バイオ大学

5,900人

京都大学大学院医学研究科による いざというときのために
「睡眠・いびき相談コーナー」
救命救急法を知っておきたい

■ 健康づくりのつどい・講演会
開催日

開催日

場所

講師

0 次予防健康づくりについて

2009年 1 月11日

紺屋町

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

2 月22日

石田町

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

「心と体の健康づくり」
と０次健診について

4 月25日

田根公民館

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

〃

5 月29日

南郷里幼稚園

京都大学大学院 医学研究科 関根章博特任教授

〃

6月 6日

細江町会館

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

7 月11日

大戌井コミュニティーセンター 市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

「心と体の健康づくり」
と０次健診について

8 月12日

湯田公民館

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

〃

9 月11日

長浜東ロータリークラブ

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

〃

9 月13日

長浜市第8連合自治会

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

〃

2010年 1 月 5 日

長浜市教育委員会、
校長会

京都大学大学院医学研究科 中山健夫教授

〃

1 月20日

長浜ライオンズクラブ

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

〃

健康づくりは呼吸から
2009年 6 月28日
未病社会〜健康寿命を10年のばそう〜
心の健康づくり講演会 ほんまもんの 子育て ってなんやろ
2010年10月31日
〜子どもたちの為に大人がすべきこと〜
心の健康づくり講演会
2011年 7 月10日
きらめく子供たちを育てる絆づくり

1 月25日

長浜ロータリークラブ

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

自分の健康は自分で守る

4 月10日

六荘公民館

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

0次健診をきっかけとした
「健康づくり」
について

4 月29日

臨湖

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

6 月13日

長浜市八幡町

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

健康長寿をめざして 自分の体は自分で守る

講師

長浜市文芸会館

京都大学大学院 医学研究科 三嶋理晃教授
大阪大学 松原謙一名誉教授

長浜バイオ大学

ラジオ DJ 山本シュウ氏

木之本スティックホール ラジオ DJ 山本シュウ氏

9 月11日
2011年 2 月25日

西黒田地区

京都大学大学院 医学研究科 角谷寛准教授

びわ高齢者福祉センター

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

健康長寿を目指して 〜病気の予防や健康維持〜

6月 2 日

高月町磯野

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

認知症を学び、地域で支えよう、市政報告と被災地の現状

6月 5日

覚応寺本堂

長浜市健康福祉部

放射能と放射線から体に与える影響について

7月27日

六荘公民館

長浜バイオ大学 川瀨雅也教授

元気で長生き 〜病気の予防や健康維持について〜

9月10日

木ノ本町黒田

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

元気で長生き

9月19日

五先賢の館
（浅井町）

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

睡眠を通じて健康長寿に！〜睡眠中のいびき・無呼吸について〜

場所

京都大学大学院医学研究科 角谷寛准教授

テーマ

睡眠に関する講演会

心の健康づくり講演会
「ほんまもんの子育てって
なんやろ？」

京都大学大学院医学研究科 角谷寛准教授

六荘公民館

■ おでかけ 0次カフェ 31回

「心と体の健康づくり」
と０次健診について

「３D 立体映像とロボットで学ぶ トークライブ
脳の不思議」
（長浜バイオ大学） 「京大の教授と楽しく語る
サイエンス」
（京都大学）

0次クラブ会議室
（田村町）

京都大学大学院医学研究科 松田文彦教授
日立ソリューションズ 塩飽恒史氏

拡大チラシ

トークライブ
「バイオ大学からの挑戦状！」
（長浜バイオ大学）

講師

0次クラブ

自分の体は自分で守る−心筋梗塞での入院体験から−

血糖値測定と
人工皮膚を使っての
京都大学大学院医学研究科医師による 「縫合体験」
コーナー
糖尿病相談コーナー

場所

2011年10月24日

878人

2011年11月 6 日

健康フェスティバル 2012

11

睡眠となごーする研究について

6,734人

いきいき健康フェスティバル2011

健康づくりのつどい

開催日

0 次予防健康づくり講演会

テーマ

テーマ

テーマ

季節性インフルエンザワクチン接種後の
免疫応答に関する網羅的オミックス解析 について

体験などがあります。同時に多彩な健康講座や講演会も開催しています。医師や専門家など多

湖北歯科医師会／市立長浜病院／長浜赤十字病院／長浜市立湖北病院／（公社）滋賀県放射

京都大学大学院医学研究科（市立長浜病院 市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長による講演
睡眠外来医師）角谷寛 氏による講演
「元気で長生き」
「睡眠を通じて健康長寿に！
〜病気の予防や健康維持について〜
〜睡眠中のいびき・無呼吸について〜」

■ 0次カフェ 3回

健康づくり０次クラブは、市民の心と体の健康づくりの推進のために「健康フェスティバル」や

「講演会」
を開催しています。

あなたの体力年齢は？
体力測定にトライ！

健康づくり０次クラブでは、医師や研究者と市民が交流し、健康

ています。これは、一般の講演会というよりはリラックスした雰囲気

広報紙
『げんき玉』
を作成、市内全戸に配布しています。
ながはま０次予防コホート事業や 0 次

健康フェスティバル in 湖北

「０次カフェ」と
「おでかけ０次カフェ」で
市民と研究者が交流

御館集会所
（曽根）

京都大学大学院 医学研究科 角谷寛准教授

10 月 6 日

びわ高齢者福祉センター

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

睡眠を通じて健康長寿に！〜睡眠中のいびき・無呼吸について〜 2012年 2 月23日

びわ高齢者福祉センター

京都大学大学院 医学研究科 角谷寛准教授

睡眠を通じて健康長寿に

6月21日

高月町持寺サロン

京都大学大学院 医学研究科 角谷寛准教授

9月27日

長浜市立湯田小学校

長浜バイオ大学 川瀨雅也教授

高月町持寺公民館

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

元気で長生き

放射能と放射線について
元気で長生き 〜健康長寿を目指そう〜
スポーツと子供の発育について

9月 21日

11月15日

長浜市立湯田小学校

びわこ成蹊スポーツ大学 金森雅夫教授

健診を賢く使って健康づくり

2月22日

びわ高齢者福祉センター

京都大学大学院医学研究科 中山健夫教授

健康長寿をめざして
（予定）

3月21日

東上坂自治会館

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

2013年 2 月13日
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NPO法人 健康づくり０次クラブ 5年間の活動の記録
任意団体設立、そしてNPO法人化して5年。健康づくり0次クラブは多彩な活動を行い、
長浜市民の心と体の健康づくりに尽力してきました。
『げんき玉』
（第1〜9号）

広報紙
『げんき玉』
を9回発行

知識を向上させることを目的とした健康座談会「０次カフェ」を開催し

で話を聞いたり、質問したりするスタイルになっているのが特徴です。

健診の紹介、京都大学への取材活動、報告などを掲載しています。
任意団体時代の 2009 年 3

「０次カフェ」を 出前 して地域の公民館などで開催する「おでかけ

月に第 1 号を発行、
5 年間に 9 号を数えました。

０次カフェ」は新しい市民の方々との出会いの場になっています。

健康フェスティバルと講演会を開催
健康フェスティバルでは子どもから大人まで幅広い年代の参加者が楽しみながら健康につい

て学び、体験することができます。
各種測定コーナーや相談コーナーが充実しており、血管年齢
測定、骨密度測定、体力測定や、睡眠・いびき相談、糖尿病相談、がん相談、救命救急体験、縫合
数の団体の協力もあり、
参加者は年々増加しています。

◎協力団体：長浜市／京都大学大学院医学研究科／長浜バイオ大学／
（社）
湖北医師会／
（社）
線技師会／
（公社）
滋賀県臨床検査技師会／
（社）
滋賀県看護協会／ 1000人献血の会 ほか

体の仕組みを理解する
「体のひろば」

■ 健康フェスティバル
開催日

場所

いきいき健康フェスティバル 2010

2010年 5月16日

長浜バイオ大学

11月21日

参加人数

木之本スティックホール

2010年 6 月 3 日

睡眠となごーする研究について

6月23日

長浜バイオ大学

3,831人

いきいき健康フェスティバル2012

2012年 5月20日

長浜バイオ大学

5,900人

京都大学大学院医学研究科による いざというときのために
「睡眠・いびき相談コーナー」
救命救急法を知っておきたい

■ 健康づくりのつどい・講演会
開催日

開催日

場所

講師

0 次予防健康づくりについて

2009年 1 月11日

紺屋町

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

2 月22日

石田町

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

「心と体の健康づくり」
と０次健診について

4 月25日

田根公民館

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

〃

5 月29日

南郷里幼稚園

京都大学大学院 医学研究科 関根章博特任教授

〃

6月 6日

細江町会館

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

7 月11日

大戌井コミュニティーセンター 市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

「心と体の健康づくり」
と０次健診について

8 月12日

湯田公民館

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

〃

9 月11日

長浜東ロータリークラブ

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

〃

9 月13日

長浜市第8連合自治会

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

〃

2010年 1 月 5 日

長浜市教育委員会、
校長会

京都大学大学院医学研究科 中山健夫教授

〃

1 月20日

長浜ライオンズクラブ

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

〃

健康づくりは呼吸から
2009年 6 月28日
未病社会〜健康寿命を10年のばそう〜
心の健康づくり講演会 ほんまもんの 子育て ってなんやろ
2010年10月31日
〜子どもたちの為に大人がすべきこと〜
心の健康づくり講演会
2011年 7 月10日
きらめく子供たちを育てる絆づくり

1 月25日

長浜ロータリークラブ

健康づくり 0 次クラブ 辻井信昭

自分の健康は自分で守る

4 月10日

六荘公民館

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

0次健診をきっかけとした
「健康づくり」
について

4 月29日

臨湖

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

6 月13日

長浜市八幡町

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

健康長寿をめざして 自分の体は自分で守る

講師

長浜市文芸会館

京都大学大学院 医学研究科 三嶋理晃教授
大阪大学 松原謙一名誉教授

長浜バイオ大学

ラジオ DJ 山本シュウ氏

木之本スティックホール ラジオ DJ 山本シュウ氏

9 月11日
2011年 2 月25日

西黒田地区

京都大学大学院 医学研究科 角谷寛准教授

びわ高齢者福祉センター

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

健康長寿を目指して 〜病気の予防や健康維持〜

6月 2 日

高月町磯野

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

認知症を学び、地域で支えよう、市政報告と被災地の現状

6月 5日

覚応寺本堂

長浜市健康福祉部

放射能と放射線から体に与える影響について

7月27日

六荘公民館

長浜バイオ大学 川瀨雅也教授

元気で長生き 〜病気の予防や健康維持について〜

9月10日

木ノ本町黒田

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

元気で長生き

9月19日

五先賢の館
（浅井町）

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

睡眠を通じて健康長寿に！〜睡眠中のいびき・無呼吸について〜

場所

京都大学大学院医学研究科 角谷寛准教授

テーマ

睡眠に関する講演会

心の健康づくり講演会
「ほんまもんの子育てって
なんやろ？」

京都大学大学院医学研究科 角谷寛准教授

六荘公民館

■ おでかけ 0次カフェ 31回

「心と体の健康づくり」
と０次健診について

「３D 立体映像とロボットで学ぶ トークライブ
脳の不思議」
（長浜バイオ大学） 「京大の教授と楽しく語る
サイエンス」
（京都大学）

0次クラブ会議室
（田村町）

京都大学大学院医学研究科 松田文彦教授
日立ソリューションズ 塩飽恒史氏

拡大チラシ

トークライブ
「バイオ大学からの挑戦状！」
（長浜バイオ大学）

講師

0次クラブ

自分の体は自分で守る−心筋梗塞での入院体験から−

血糖値測定と
人工皮膚を使っての
京都大学大学院医学研究科医師による 「縫合体験」
コーナー
糖尿病相談コーナー

場所

2011年10月24日

878人

2011年11月 6 日

健康フェスティバル 2012

11

睡眠となごーする研究について

6,734人

いきいき健康フェスティバル2011

健康づくりのつどい

開催日

0 次予防健康づくり講演会

テーマ

テーマ

テーマ

季節性インフルエンザワクチン接種後の
免疫応答に関する網羅的オミックス解析 について

体験などがあります。同時に多彩な健康講座や講演会も開催しています。医師や専門家など多

湖北歯科医師会／市立長浜病院／長浜赤十字病院／長浜市立湖北病院／（公社）滋賀県放射

京都大学大学院医学研究科（市立長浜病院 市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長による講演
睡眠外来医師）角谷寛 氏による講演
「元気で長生き」
「睡眠を通じて健康長寿に！
〜病気の予防や健康維持について〜
〜睡眠中のいびき・無呼吸について〜」

■ 0次カフェ 3回

健康づくり０次クラブは、市民の心と体の健康づくりの推進のために「健康フェスティバル」や

「講演会」
を開催しています。

あなたの体力年齢は？
体力測定にトライ！

健康づくり０次クラブでは、医師や研究者と市民が交流し、健康

ています。これは、一般の講演会というよりはリラックスした雰囲気

広報紙
『げんき玉』
を作成、市内全戸に配布しています。
ながはま０次予防コホート事業や 0 次

健康フェスティバル in 湖北

「０次カフェ」と
「おでかけ０次カフェ」で
市民と研究者が交流

御館集会所
（曽根）

京都大学大学院 医学研究科 角谷寛准教授

10 月 6 日

びわ高齢者福祉センター

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

睡眠を通じて健康長寿に！〜睡眠中のいびき・無呼吸について〜 2012年 2 月23日

びわ高齢者福祉センター

京都大学大学院 医学研究科 角谷寛准教授

睡眠を通じて健康長寿に

6月21日

高月町持寺サロン

京都大学大学院 医学研究科 角谷寛准教授

9月27日

長浜市立湯田小学校

長浜バイオ大学 川瀨雅也教授

高月町持寺公民館

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

元気で長生き

放射能と放射線について
元気で長生き 〜健康長寿を目指そう〜
スポーツと子供の発育について

9月 21日

11月15日

長浜市立湯田小学校

びわこ成蹊スポーツ大学 金森雅夫教授

健診を賢く使って健康づくり

2月22日

びわ高齢者福祉センター

京都大学大学院医学研究科 中山健夫教授

健康長寿をめざして
（予定）

3月21日

東上坂自治会館

市立長浜病院 琴浦良彦名誉院長

2013年 2 月13日
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ゼロ

NPO法人 健康づくり０次クラブ 5年間の活動の記録
会員の勉強会
「０次サイエンスカフェ」
も開催
健康づくり０次クラブの会員は、活動内容やゲノム疫学研究への理解を深め、市民の方たちに自信を持って語れるように「０次サイエンスカフェ」

で楽しみながら学んでいます。

■ 0次サイエンスカフェ 14回
テーマ

開催日

場所

講師

おためしサイエンスカフェディスカッション

2009年3 月 11日

臨湖

大阪大学コミュニケーションデザインセンター八木絵香准教授

ゲノムと遺伝子について

2010 年3月 17日

長浜ロイヤルホテル

京都大学大学院 医学研究科 松田文彦教授

3月 17日

長浜ロイヤルホテル

京都大学大学院 医学研究科 中山健夫教授

平成21年度の0次健診について

7 月 28日

六荘公民館

京都大学大学院 医学研究科 宮本圭子氏

2011年1 月 24日

0 次クラブ

ハーバード大学公衆衛生大学院 細田満和子博士

0次クラブの活動についてをテーマにディスカッション

6月 3日

0 次クラブ

今後の0次の活動について

9月 8日

0 次クラブ

「市民活動」
「ＮＰＯ」
って何？

9 月 22日

0 次クラブ

9 月 29日

0 次クラブ

地域の健康は市民のつながりから、0次クラブの活動について
フラミンガム研究における市民力

ながはま0次コホート事業歯科口腔外科
結果報告、
補足情報調査についての説明
個人情報保護について

11月10日

京都大学大学院医学研究科視察

11月18日

ながはま0次コホート事業について及び今後の展開について

2012年6月20日

0 次クラブ

9月 20日

0 次クラブ

2013年1月 30日

0 次クラブ

ＥＨＲ
「ながはまネット」
についての説明
市民と科学のかかわり

「０次クラブの活動について」
を
テーマにしたディスカッション
ＫＪ法を学ぶ
（2011年 6 月 3 日）

0 次クラブ

京都大学大学院
医学研究科

京都大学大学院医学研究科の
情報管理システム視察
（2011 年 11 月 18 日）

NPO 法人健康づくり０次クラブの会員と、
コンプライアンス委員会のメンバー
（事務所を構える長浜市保健センター湖北分室にて、
2013 年1月30日撮影）

公益財団法人淡海文化振興財団
淡海ネットワークセンター 遠藤惠子氏
京都大学大学院 医学研究科
家森正志助教・浅井啓太氏

未来への種を…

日本ソフト開発株式会社 影山善史氏
京都大学大学院医学研究科 関根章博教授

特定非営利活動法人 健康づくり０次クラブ

京都大学大学院 医学研究科 松田文彦教授

事務局長

京都大学医学部付属病院 医療情報部企画部
吉原博幸教授・部長
大阪大学大学院 医学系研究科 吉澤剛准教授

ながはま０次コホート事業について及び
今後の展開について京都大学大学院
医学研究科教授 松田文彦先生による
講演
（2012 年 6 月 20 日）

みや がわ てる

よ

宮川照代

健康づくり０次クラブの発足以来、多くのみなさまからのご支援
を賜り、心より感謝申し上げます。
これまでたくさんのお力添えをいただき、みなさまとともに「心
と体の健康づくり」に関する事業を展開し、
さまざまな活動を重ねて、
心豊かに暮らすことへの想いを膨らませてまいりました。まだまだ
微力ではございますが、新しいことへのチャレンジ、そして同じ志
を持つ絆が育むことの素晴らしさを感じながら、一人ひとりの想い
を含んだ種が風に吹かれ、遠いどこかの地で芽吹いて花を咲かせ、
ずっと先の未来にまで結ばれていくことを願い、これからもご一緒
に「心と体の健康づくり」への活動を展開してまいりたいと思います。
今後とも、暖かいご支援をいただきますよう、どうぞよろしくお
願いいたします。

「市民と科学のかかわり」
について
大阪大学大学院医学系研究科 准教授
吉澤剛先生による講演
（2013 年 1 月 30 日）

活動を知ってもらうための「活動説明会」
市民の方々に活動の内容を知ってもらい、活動に参加あるいは理解を深めていただけるよう

活動説明会
（第 1 部・第 2 部）

2009年12月 4 日

六荘公民館

活動説明会
（第 1 部・第 2 部）

2010年 1 月 21日

高月支所

活動説明会
（第 1 部・第 2 部）

2011年 3 月11日

0 次クラブ

活動説明会

2012年10月12日

0 次クラブ

活動説明会
（第 1 部・第 2 部）

10 月13日

湖北商工会議所

速水中央
交差点

０次クラブの活動内容について説明会
（2011 年 3 月 10 日）

冊子や Webなどへの掲載

滋賀銀行

長浜市立
湖北図書館
長浜市役所
湖北支所

至米原

長浜市社会福祉協議会 湖北支所
0 次クラブ

特定非営利活動法人

JR河毛駅

0 次クラブ

健康づくり０次クラブ

琵琶湖

3 月10日

活動説明会

長浜市保健センター湖北分室内
JR北陸本線

場所

高時川

開催日

国道8号線

内容

至敦賀

に、
活動説明会を開催しています。

ゼロ

健康づくり０次クラブ

〒529‑0341 滋賀県長浜市湖北町速水1910
長浜市保健センター湖北分室内
TEL 0749-50-3191
FAX 0749-50-3193
E-mail info@zeroji-club.com
ホームページ http://zeroji-club.com/

NPO法人 健康づくり 0次クラブの活動は、
下記の冊子や Web で紹介されました。
冊子や Web などへの掲載

日付

独立行政法人 科学技術振興機構『JST news』

2012年11月号

科学技術白書

2011 年度版

RISTEX 社会技術研究開発センター

13

内容
「最先端研究に市民が自ら考え参加する町」
（表紙と特集 5 ページ）
社会とともに創り進める科学技術
（P96）
地域に開かれたゲノム疫学研究のためのながはまルール

NPO法人 健康づくり０次クラブ
『設立5周年記念誌 地域の健康づくりと医学研究を支えて未来へ』
企画・発行：特定非営利活動法人 健康づくり０次クラブ
編集：小島あゆみ
デザイン：吉岡久美子（吉岡デザイン制作室）
印刷：新日本印刷 株式会社
発行日：2013年3月20日
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ゼロ

NPO法人 健康づくり０次クラブ 5年間の活動の記録
会員の勉強会
「０次サイエンスカフェ」
も開催
健康づくり０次クラブの会員は、活動内容やゲノム疫学研究への理解を深め、市民の方たちに自信を持って語れるように「０次サイエンスカフェ」

で楽しみながら学んでいます。

■ 0次サイエンスカフェ 14回
テーマ

開催日

場所

講師

おためしサイエンスカフェディスカッション

2009年3 月 11日

臨湖

大阪大学コミュニケーションデザインセンター八木絵香准教授

ゲノムと遺伝子について

2010 年3月 17日

長浜ロイヤルホテル

京都大学大学院 医学研究科 松田文彦教授

3月 17日

長浜ロイヤルホテル

京都大学大学院 医学研究科 中山健夫教授

平成21年度の0次健診について

7 月 28日

六荘公民館

京都大学大学院 医学研究科 宮本圭子氏

2011年1 月 24日

0 次クラブ

ハーバード大学公衆衛生大学院 細田満和子博士

0次クラブの活動についてをテーマにディスカッション

6月 3日

0 次クラブ

今後の0次の活動について

9月 8日

0 次クラブ

「市民活動」
「ＮＰＯ」
って何？

9 月 22日

0 次クラブ

9 月 29日

0 次クラブ

地域の健康は市民のつながりから、0次クラブの活動について
フラミンガム研究における市民力

ながはま0次コホート事業歯科口腔外科
結果報告、
補足情報調査についての説明
個人情報保護について

11月10日

京都大学大学院医学研究科視察

11月18日

ながはま0次コホート事業について及び今後の展開について

2012年6月20日

0 次クラブ

9月 20日

0 次クラブ

2013年1月 30日

0 次クラブ

ＥＨＲ
「ながはまネット」
についての説明
市民と科学のかかわり

「０次クラブの活動について」
を
テーマにしたディスカッション
ＫＪ法を学ぶ
（2011年 6 月 3 日）

0 次クラブ

京都大学大学院
医学研究科

京都大学大学院医学研究科の
情報管理システム視察
（2011 年 11 月 18 日）

NPO 法人健康づくり０次クラブの会員と、
コンプライアンス委員会のメンバー
（事務所を構える長浜市保健センター湖北分室にて、
2013 年1月30日撮影）

公益財団法人淡海文化振興財団
淡海ネットワークセンター 遠藤惠子氏
京都大学大学院 医学研究科
家森正志助教・浅井啓太氏

未来への種を…

日本ソフト開発株式会社 影山善史氏
京都大学大学院医学研究科 関根章博教授

特定非営利活動法人 健康づくり０次クラブ

京都大学大学院 医学研究科 松田文彦教授

事務局長

京都大学医学部付属病院 医療情報部企画部
吉原博幸教授・部長
大阪大学大学院 医学系研究科 吉澤剛准教授

ながはま０次コホート事業について及び
今後の展開について京都大学大学院
医学研究科教授 松田文彦先生による
講演
（2012 年 6 月 20 日）

みや がわ てる

よ

宮川照代

健康づくり０次クラブの発足以来、多くのみなさまからのご支援
を賜り、心より感謝申し上げます。
これまでたくさんのお力添えをいただき、みなさまとともに「心
と体の健康づくり」に関する事業を展開し、
さまざまな活動を重ねて、
心豊かに暮らすことへの想いを膨らませてまいりました。まだまだ
微力ではございますが、新しいことへのチャレンジ、そして同じ志
を持つ絆が育むことの素晴らしさを感じながら、一人ひとりの想い
を含んだ種が風に吹かれ、遠いどこかの地で芽吹いて花を咲かせ、
ずっと先の未来にまで結ばれていくことを願い、これからもご一緒
に「心と体の健康づくり」への活動を展開してまいりたいと思います。
今後とも、暖かいご支援をいただきますよう、どうぞよろしくお
願いいたします。

「市民と科学のかかわり」
について
大阪大学大学院医学系研究科 准教授
吉澤剛先生による講演
（2013 年 1 月 30 日）

活動を知ってもらうための「活動説明会」
市民の方々に活動の内容を知ってもらい、活動に参加あるいは理解を深めていただけるよう

活動説明会
（第 1 部・第 2 部）

2009年12月 4 日

六荘公民館

活動説明会
（第 1 部・第 2 部）

2010年 1 月 21日

高月支所

活動説明会
（第 1 部・第 2 部）

2011年 3 月11日

0 次クラブ

活動説明会

2012年10月12日

0 次クラブ

活動説明会
（第 1 部・第 2 部）

10 月13日

湖北商工会議所

速水中央
交差点

０次クラブの活動内容について説明会
（2011 年 3 月 10 日）

冊子や Webなどへの掲載

滋賀銀行

長浜市立
湖北図書館
長浜市役所
湖北支所

至米原

長浜市社会福祉協議会 湖北支所
0 次クラブ

特定非営利活動法人

JR河毛駅

0 次クラブ

健康づくり０次クラブ

琵琶湖

3 月10日

活動説明会

長浜市保健センター湖北分室内
JR北陸本線

場所

高時川

開催日

国道8号線

内容

至敦賀

に、
活動説明会を開催しています。

ゼロ

健康づくり０次クラブ

〒529‑0341 滋賀県長浜市湖北町速水1910
長浜市保健センター湖北分室内
TEL 0749-50-3191
FAX 0749-50-3193
E-mail info@zeroji-club.com
ホームページ http://zeroji-club.com/

NPO法人 健康づくり 0次クラブの活動は、
下記の冊子や Web で紹介されました。
冊子や Web などへの掲載

日付

独立行政法人 科学技術振興機構『JST news』

2012年11月号

科学技術白書

2011 年度版

RISTEX 社会技術研究開発センター

13

内容
「最先端研究に市民が自ら考え参加する町」
（表紙と特集 5 ページ）
社会とともに創り進める科学技術
（P96）
地域に開かれたゲノム疫学研究のためのながはまルール

NPO法人 健康づくり０次クラブ
『設立5周年記念誌 地域の健康づくりと医学研究を支えて未来へ』
企画・発行：特定非営利活動法人 健康づくり０次クラブ
編集：小島あゆみ
デザイン：吉岡久美子（吉岡デザイン制作室）
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