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●Part1「健康情報へ適切にアクセスできる力」

ヘルスリテラシーを身につける
先　生　ヘルスリテラシーを身につける、というテーマについて、学んでいきましょう。
生　徒　先生、この『ヘルスリテラシー』というのは、具体的にはどういうものなのでし　
　　　　ょうか？
先　生　例えばご自分の健康について調べるとき、どのような方法を使うか、思い浮かべ　
　　　　てみてください。

生　徒　私の場合だと……自分の症状や病気についてパソコンで検索したり、図書館で本
　　　　を読んだりして調べることが多いです。
先　生　なるほど

生　徒　でも、次から次へと情報が見つかるので、正直言ってどれが本当の情報なのか、
　　　　よく分からなくなることが多くて……。
先　生　確かに、私たちの周りには健康情報が溢れています。その上、医療は日々進歩し、
　　　　新しい情報が日々追加されていきます。
生　徒　この中から正しい情報、そして自分に合った情報を選び、使いこなさなければい
　　　　けないということですね……。
先　生　そうです。このように『健康を決める力』のことを『ヘルスリテラシー』と呼びます。
生　徒　ヘルスリテラシー……！
先　生　このヘルスリテラシーには、健康情報を「見つけ、理解し、それを評価したうえ
　　　　で、利用する」という 4 つの側面があります。つまり、まずは情報を見つけること。
　　　　次に、それを正確に理解し、その情報が自分に適しているか評価し、そして利用
　　　　する、このステップをしっかりと踏んでいけるかどうかがヘルスリテラシーの鍵
　　　　となります。今回はとくに最初の二つ、「見つけて、理解する」という点につい
　　　　て考えていきましょう。
生　徒　ヘルスリテラシー……私でも身につけることができるでしょうか？
先　生　大丈夫です。皆さんには、既にこれまでの医療経験や人生経験から、ある程度の
　　　　ヘルスリテラシーが備わっています。
生　徒　本当ですか？
先　生　はい、もちろん。あとは、その備わっている力を磨いていくだけです。そうする　　　　
　　　　ことで、正しい情報を見つけ、さらにそこからご自身に最も適した情報を選択で
　　　　きるようになります。
生　徒　なるほど……。
先　生　例えば、自分が病気になって、病院で診察を受けたとします。医師から病状の説
　　　　明を受けたり、薬の説明書を受け取ったりした時、どれほど理解できているでし　　
　　　　ょうか？
生　徒　そうですね……『お医者さんが仰ることだから』で済ませているかもしれません。
先　生　大切なのは、与えられた情報や見つけた情報を鵜呑みにせず、自分自身が納得し
　　　　た上で決める、ということです。では、次回からはヘルスリテラシーに磨きをか
　　　　ける方法について具体的に学んでいきましょう。
生　徒　よろしくお願いします。

「全体の数を意識する」と「比較して考える」その１ …13

「全体の数を意識する」と「比較して考える」その２ …14
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●Part1「健康情報へ適切にアクセスできる力」

何を探したいのか、ハッキリさせる
先　生　何を探したいのか、ハッキリさせる
先　生　例えば、テレビでこんなニュースを観たとしたらどうしますか？
生　徒　そうですね……もしかしたら自分もそうなんじゃないかって、すごく不安になる　
　　　　ので、すぐに色々調べたくなると思います。
先　生　なるほど。すぐに情報を調べようとするのは決して悪いことではありません。し
　　　　かし、テレビやインターネット、家族や友達、医師や薬剤師など、情報を探す方
　　　　法は様々です。闇雲に探す前に、一度冷静になって情報を探す作戦を立てること
　　　　が大切です。
生　徒　作戦？
先　生　はい。では、その作戦について順番に解説していきます。では、ステップ１。ご
　　　　自分が何について情報を探したいのか、はっきりさせましょう。紙とペンを持っ
　　　　てきて、自分が疑問に思うこと、知りたいことを書き出して整理することから始
　　　　めます。
生　徒　でも、書き出すといっても、どのように書き始めたらいいか……。
先　生　では、先のテレビを思い出してみてください。これを観た際に感じた自分も骨粗
　　　　鬆症になるかも知れない、という不安に対して、関連しそうな質問を『なにか？』
　　　　『なぜ？』『どうやって？』など、いくつかの視点で考えてみましょう。
生　徒　いくつかの視点？
先　生　例えば『なにか？』という視点であれば、『そもそも骨粗鬆症とはなにか？』と
　　　　いう質問が思いつきますし、『なぜ？』であれば『なぜ年を取ると骨密度が下が
　　　　るのか？』といった疑問も浮かびます。
生　徒　なるほどー。
先　生　こうして視点を変えていくことで『自分も骨粗鬆症になるかもしれない』という
　　　　疑問に、複数の質問が関連していくことになります。
生　徒　しかも骨粗鬆症の基礎から学べている感じがしますね。
先　生　その通りです。これを踏まえ、次回は次のステップへと進みます。これらの質問
　　　　の中に出てきた、気になる言葉を使って、実際に情報を探してみましょう。
生　徒　分かりました。次回もよろしくお願いします。
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●Part1「健康情報へ適切にアクセスできる力」

情報源の特徴を知って使う
先　生　今回はステップ２になります。ここで意識すべきなのは『情報の入れ物の特徴』です。
生　徒　情報の入れ物の特徴？
先　生　例えば、テレビやラジオ、雑誌や新聞などは『マスメディア』という情報の入れ
　　　　物です。これらの特徴は、不特定多数に発信するものなので、最近の話題やニュ
　　　　ースなどの新しい情報を得るのには適していますが、自分が知りたいと思ったこ
　　　　とを見つけるのは難しいかもしれません
生　徒　なるほど。
先　生　また、友人や家族、かかりつけの医師などの中にも、必要な情報を持っている人
　　　　がいるかもしれませんが……。
生　徒　すぐ近くにいるとは限りませんね……。
先　生　そうです。本はある程度まとまった量の情報を探すのに便利ですが、テレビやラ
　　　　ジオ、インターネットと比べて、出版されるのに時間がかかりますね。
生　徒　一口に情報を調べると言っても、色々な入れ物があるんですね。
先　生　情報を調べる際は、その入れ物、つまり媒体が、どういう情報を扱うことを得意
　　　　としているかを意識してください。では、浮かんだ質問の中から、気になる言葉
　　　　を使って情報を探していきましょう。
生　徒　インターネットで検索ですね。
先　生　はい。検索するときは、文章ではなく短い言葉で検索しましょう。その組み合わ
　　　　せも大事です。言葉の組み合わせで検索結果は変わっていきます。
生　徒　『食生活』と『食事』は、意味が近いんですけど、検索結果は違うんですね。
先　生　その通りです。自分が知りたいことをなんという言葉で表現できるか、様々な組
　　　　み合わせを試してみましょう。
生　徒　でも、どの言葉で検索しても、検索結果が何百万件も表示されてしまいますね……。
先　生　インターネットの検索結果は、公的な情報も、個人の意見も、企業の宣伝も、同
　　　　じように検索結果として並んでいますので、その中から必要な情報や重要な情報
　　　　を見つけることが大事です。
生　徒　検索結果で一番上に来ていたり、目立っているからといっって、私にとって重要
　　　　な情報とは限らないんですね。
先　生　その通りです。それはインターネットに限らず、書店や図書館で本を探す場合も同様
　　　　です。本と一口にいっても色々なタイプがあります。医療者を対象に書かれている
　　　　医学書もあれば、一般向けに健康情報が書かれた本、個人の闘病記などもあります。
生　徒　その中から自分に合った本を選ぶ、ということですね。
先　生　はい、ですが、本の場合は、題名に『食生活』と書かれていなくても、中には関
　　　　連する情報が載っている場合も考えられます。題名だけではなく、本の目次や　　
　　　　前書きも確認することが重要です。
生　徒　なるほど。
先　生　それでは、次の講座では、そうやって選んだ情報について確認するポイントを解
　　　　説していきます。
生　徒　わかりました。次回もよろしくお願いします。
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●Part1「健康情報へ適切にアクセスできる力」

『いなかもち』で健康情報を確認する・その１
先　生　『いなかもち』で健康情報を確認する・その１
先　生　前回の講座では、インターネットや本を使って情報を選ぶ際に意識すべきことに
　　　　ついて解説しました。今回は、そこから見つけた情報について確認すべきポイント
　　　　について解説します。
生　徒　ポイント？
先　生　そうです。確認するポイントは、いつ、何のために、書いた人はだれで、元ネタ
　　　　は何なのか、そして違う情報を比べたかの５点です。これらの頭文字を取って、
　　　　『いなかもち』と覚えるとよいでしょう。
生　徒　いなかもち、ですね。
先　生　はい。では、ひとつひとつ解説していきましょう。まずは『い』、いつの情報か。
　　　　つまり、その情報がいつのものかを確認する、ということです。
生　徒　その情報が古かった場合、何か不都合があるのでしょうか？
先　生　例えば、治療法について探している場合、情報が古いと、もっと新しい治療法が
　　　　出ている可能性があります。ですので、情報の作成日や更新日は、必ず確認しま
　　　　しょう。本の場合でしたら巻末の奥付という場所にその本の出版年が書いてあり
　　　　ますし。
先　生　インターネットの場合でしたら、そのホームページの作られた日や、記事そのもの
　　　　の作成日をチェックしましょう。
生　徒　分かりました。
先　生　次に『な』、なんのためにその情報が発信されているのか、を確認します。
生　徒　モノによっては、ただの宣伝だったりしますものね。
先　生　その通りです。何のために書かれたのかを確認するために、本であれば前書きや
　　　　後書き、ホームページであればそのホームページについての説明をよく読んで、
　　　　何のために情報を発信しているのか、よく確認することが必要です。
　　　　次に『か』、つまり、その情報を書いた人がだれかを確認することです。書いた人
　　　　や情報を発信している出版社、ホームページ運営者がどのような人なのか、専門
　　　　分野や所属を確認しましょう。
生　徒　その専門分野や所属というのは、どうやって確認するのでしょうか？
先　生　本の場合は、著者の所属、例えばどのような学会に所属しているか、また出版し
　　　　ている会社がどのようなところなのか。ホームページの場合は、その記事を書い
　　　　ている人や運営者を確認しましょう。ただ、インターネットは匿名でも情報発信
　　　　が可能なため、場合によっては発信者の特定が非常に難しい場合があります。
　　　　そこは注意しなければなりません。ここまでが『いなかもち』の『いなか』の内容です。
生　徒　いつ、何のために、書いた人はだれか、ということを確認するのですね。
先　生　そうです。そして、この『いなか』を確認した情報を、次回に解説する『もち』で、
　　　　さらに信用性を裏付けていくことにしましょう。
生　徒　分かりました先生。次回もよろしくお願いします。



7

●Part1「健康情報へ適切にアクセスできる力」

『いなかもち』で健康情報を確認する・その２
先　生　『いなかもち』で健康情報を確認する・その２
先　生　前回の講座では、見つけた情報について、いつの、何のために、書いた人はだれか、
　　　　という３つのポイントを解説しました。
生　徒　はい。いつの、何のために、書いた人はどこのだれか、の頭文字で『いなか』でしたよね。
先　生　そうです。では、今回は次の確認ポイントである『もち』について解説しましょう。
　　　　まず、一つ目の『も』は、元ネタは何か、つまりその情報の根拠を確認します。
　　　　根拠とは要するに、その情報が何を元に書かれているのか、ということです。
生　徒　どうして情報の根拠を確認する必要があるのでしょうか？
先　生　根拠が示されていない場合、その情報は、ただ単に個人的な意見や主張である可
　　　　能性があります。ですので、信用できる情報であると確かめるために、しっかり
　　　　と根拠が明記されているかを確認する必要があるわけです。
生　徒　その根拠というのは、具体的にどんなものを指すのですか？
先　生　例えば、情報の中で何かの統計や研究結果について書かれていた場合、そのデータが
　　　　 何を参考にして作られたモノなのか、情報の中に明記されているでしょうか？　
　　　　また、何を参考にしているか明記されていても、その参考にしている情報に偏り
　　　　はないと言えるでしょうか？
生　徒　偏り……ですか？
先　生　自分の著作や、同じ人の研究や著作ばかりから引用されていたり、都合の良い結果
　　　　ばかりを引用していたりしないか、ということです。『利用者の声』と題した
　　　　ところに、都合の良い声ばかりが掲載されている例が分かりやすいですね。
生　徒　その人たちに効果があるからと言って、私にも効果があるかは別ですものね……。
先　生 　その通りです。そのために、情報のひとつひとつを丁寧に確認する必要があるわけです。
生　徒　元にしている情報がデタラメだったら元も子もないですしね。
先　生　そういうことです。そして、最後の『ち』は、違う情報と比べたか、つまり情報
　　　　の比較です。見つけた情報ひとつだけで満足してはいけません。更に複数の情報
　　　　を見つけ、見つけた情報同士を比較することが重要です。例えば、ある薬に対して、
　　　　意見が分かれていたとします。そんなときは、別の人による本やホームページと
　　　　比較すると、その薬について、色々な側面が見えてきます。最近では、治療法の
　　　　選択のためにセカンドオピニオンを得る場合があります。これも、主治医一人の
　　　　意見だけでなく、他の専門家の意見も聞き、比較したうえで自分によりよい方法
　　　　を選ぶ、ということですね。
生　徒　なるほど……自分に合った情報を探すって、けっこう大変なんですね……。
先　生　確かに、健康情報には色々な種類があり、その数も膨大です。その中から自分が
　　　　必要とする情報に出会うためには、これまでお話ししてきたような作戦と、情報
　　　　のひとつひとつの丁寧な確認が要となるのです。
生　徒　大変そうですけど……自分の健康のためですものね。
先　生　ありがとうございます。ここまでは、情報の探し方や情報の確認についてお話し
　　　　てきました。次回は次の段階へ進み、情報そのものを理解することについて、
　　　　解説していきたいと思います。
生　徒　はい、分かりました。引き続き、よろしくお願いします。
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●Part2「健康情報を適切に評価できる力」

情報を正しく理解する
先　生　情報を正しく理解する
先　生　前回の講座では、情報の探し方とその確認の仕方について解説してきました。
生　徒　『いなかもち』でしたね。
先　生　これを踏まえて、今回は見つけた情報を正しく理解するにはどうしたらいいか、
　　　　考えていきましょう。
生　徒　分かりました。
先　生　さて、『情報を正しく理解する』と一言に言っても、どうしたら『理解した』と
　　　　言えるのでしょうか？　例えば、あなたがこんな情報を発見したとします。
　　　　せっかくですので、一度読んでみてください。
生　徒　分かりました。えー……カルシウムは、骨の健康にとって重要な栄養素です。
　　　　カルシウムを十分摂って、骨粗鬆症を予防しましょう……なるほど。
先　生　この情報を読んだとき、あなたはどんなことを考えましたか？
生　徒　そうですね……まず、骨粗鬆症にはなりたくないから、カルシウムをたくさん
　　　　摂らなきゃ！と思いました。それだったら、やっぱり牛乳を飲もうかな、とか、
　　　　それともカルシウムのサプリメントを飲もうかな、とか、具体的にどうするかを
　　　　考えましたね。
先　生　なるほど。ですが、具体例を思い浮かべる前に、ひとつ考えるべき問題がありま
　　　　せんか？ そもそもこの『カルシウムを十分に摂れば、骨粗鬆症を予防できる』
　　　　という情報に、根拠はあるのでしょうか？
生　徒　あ……！言われてみれば確かに、この情報の中には、その部分についての根拠が
　　　　示されていませんね。
先　生　その通りです。情報を正しく理解するために大切なことは、あいまいな情報を
　　　　ただ信じるだけではなく、『根拠に基づいて考える』ことです。そして、この根拠
　　　　について考えるために、示された情報を、４つの側面で考えてみましょう。全体
　　　　の数を意識する。いくつかの原因を考える。比較して考える。物事の両面を考える。
　　　　この４つの側面で考えることで、その情報について正しく理解を深めることがで
　　　　きます。
生　徒　どことなく、前回までに教えて頂いた『いなかもち』に似ていますね。
先　生　そうかも知れません。情報を見つけることも、その内容を正しく理解することも、
　　　　どちらも曖昧にしておかず、様々な視点からアプローチして検証する、という点
　　　　では共通しています。
生　徒　なるほど。
先　生　では、次回からはこの４つの側面について、骨粗鬆症の情報を例に、ひとつひとつ
　　　　 解説していきましょう。
生　徒　分かりました。よろしくお願いします。
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●Part2「健康情報を適切に評価できる力」

全体の数を意識する
先　生　全体の数を意識する
先　生　前回の講座では、情報を理解するための４つの側面をご紹介しました。今回は、
　　　　最初の側面である、全体の数を意識する、について見ていきましょう。テレビや
　　　　雑誌などでこんな広告を目にすることがあると思います。１日８００ｍｇのカル
　　　　シウムで骨密度が増え、骨粗鬆症を予防できる、と紹介している内容のものです。
生　徒　このサプリメントで、手軽に骨粗鬆症を予防できたらいいですね。
先　生　広告の中では、５人の方の成功体験が紹介されています。
生　徒　５人もいらっしゃるなら、私にも効果がありそうですね。
先　生　ちょっと待ってください。５人は５人でも、このサプリメントを飲んだ人が、全体
　　　　で１０００人いたとしたら？そして、その中で骨密度が増えたのが、この５人だ　　　　
　　　　けだったとしたら……。
生　徒　たったの５人だけ？と思ってしまいますね……。
先　生　そうだとしたら、このサプリメントに効果があると言えるでしょうか。このような
　　　　広告をみるときは、その商品を試している人は全体で何人だったのか、と考えて
　　　　みることがとても大切です。そこで、この広告を分数で考えてみましょう。この　　
　　　　場合、分母が何人になるか分かりますか？
生　徒　分母は、飲んだ人全体の数のことだから……１０００人！
先　生 　そうです、全体の数は１０００人ですね。では、分子はいくつになるでしょうか？
生　徒　えー……分子は骨密度が増えた人の数だから……５人だと思います。
先　生　その通りです。分子は、サプリメントを飲んで実際に骨密度が上がった数、つまり
　　　　５人になります。この分子を先ほどの分母で割ると……０．００５、つまり０．５％
　　　　になります。
生　徒　全体のうち、０．５％の人にしか効果がないなら、私が飲んでも効果がないかも
　　　　しれないですね……。
先　生　そうかもしれません。このように、広告に限らず、数字を見たときはそのまま
　　　　鵜呑みにせず、全体の数、つまり『分母の数』を意識することが大切なのです。
生　徒　おかげで、数字の意味が違って見えてきました。
先　生　次回はまた、別の側面から情報の理解について考えていきましょう。
生　徒　よろしくお願いします。
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●Part2「健康情報を適切に評価できる力」

いくつかの原因を考える
先　生　いくつかの原因を考える
先　生 　情報を正しく理解するための側面。その２つめは、いくつかの原因を考えることです。
生　徒　いくつかの原因、ですか。
先　生　そうです。体調がよくなったり、逆に悪くなったりしたときを想像してみてくだ
　　　　さい。そんなとき、ひとまず目についた出来事を原因だと思い込んではいないで
　　　　しょうか？ひとつの原因に集中してしまうと、他の重要な原因を見落とすことに
　　　　つながってしまうかもしれません。
生　徒　なるほど……。
先　生　では、前回の講座で使った例を考えてみましょう。前回の講座では、『カルシウム
　　　　を多く摂れば骨粗鬆症の予防になる』という情報の根拠は怪しそうだ、ということ
　　　　が分かりました。では、カルシウムは摂らなくてもいいのでしょうか？それとも、
　　　　やはり摂った方がいいのでしょうか？
生　徒　うーん……摂った方がいいような気もするけど、骨粗鬆症の予防にならないんだ
　　　　ったら意味がないのかもしれないし……。
先　生　では、そもそも何故、カルシウムを十分摂れば骨粗鬆症を予防できると考えたの
　　　　か、その理由を考えてみてください。
生　徒　理由、ですか……カルシウムは骨の健康を保つための栄養素なので、それが不足
　　　　すると、骨粗鬆症になりやすいような気がしたから……でしょうか。
先　生　なるほど。しかし、果たしてカルシウムを十分摂っていないことだけが原因で、
　　　　骨粗鬆症になるでしょうか？
生　徒　違うのですか？
先　生　骨密度が低下する原因は、何もカルシウムの不足だけではありません。加齢や閉経
　　　　などで、骨を作り替える機能のバランスが崩れたり、ビタミンＤやビタミンＫ、
　　　　タンパク質などの栄養素が不足したり、また運動不足などでも、骨密度は低下する
　　　　ことが分かっています。
生　徒　こんなに原因があるんですね……！
先　生　一口に『骨密度』と言っても、それを維持するためには、様々なことが関係して
　　　　います。もし、カルシウムだけを考えていたのでは、これらのことは見えてこな
　　　　かったでしょう。
生　徒　確かに……カルシウムだけを摂っていても、それだけでは予防にならないことに
　　　　気が付けなかったかもしれません。
先　生　ですから、出来事に対して、『それが起きる原因』を複数考えていくことは、
　　　　とても大切だと言えるでしょう。
生　徒　よく分かりました。
先　生　では、様々な原因があることを分かった上で、改めてカルシウムについてはどう
　　　　したらよいのでしょうか？それについては、次回で考えてみることにしましょう。
生　徒　よろしくお願いします。
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●Part2「健康情報を適切に評価できる力」

比較して考える
先　生　比較して考える
先　生　さて、前回の講座で使った骨粗鬆症の例ですが、その原因について分かったこと
　　　　は何だったか、覚えていますか？
生　徒　はい、もちろん。骨粗鬆症の予防には、カルシウム以外にもビタミンＤやビタミンＫ、
　　　　タンパク質などの栄養素も必要で、更に運動も大切、でしたよね。
先　生　はい、その通りです。では、そのことを踏まえた上で、カルシウムは一日にどれ
　　　　くらい摂ればよいのか、改めて考えてみましょう。考えるヒントとして、ひとつ
　　　　の研究をご紹介します。
　　　　閉経後の女性で、カルシウムを摂る量が一日４００ｍｇ未満のグループと、
　　　　６００ｍｇ以上のグループを比べたところ、６００ｍｇ以上のグループのほうが、
　　　　骨の硬さを示す値は上がった、という結果が出ました。この『比べた』という部分
　　　　 こそ、今回のテーマである３つめの側面、比較して考える、です。何かと比較する
　　　　ことはその情報について具体的に理解を深める上で、とても重要なことです。
　　　　先ほどの研究結果をもう一度見てみましょう。この研究結果は、一日あたりの、
　　　　カルシウム摂取量が４００ｍｇ未満のグループと、６００ｍｇ以上のグループを
　　　　比べたところ、６００ｍｇ以上のグループのほうが骨密度に関係する検査の値がよく
　　　　なった、というものでした。一日あたりの摂取量が違うグループ２つを比較する
　　　　ことによって、一日に摂るべき目安の値を得られたのです。
生　徒　なるほど。
先　生　ちなみに、『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン』では、それぞれご覧のような
　　　　値が推奨されています。
生　徒　カルシウムは８００ｍｇが目標なんですね。
先　生　この量を食事で摂ろうとすると、これらのものをこれだけ食べる必要があります。
生　徒　牛乳に豆腐に納豆に……これを毎日となると、少し大変そうですね……好き嫌い
　　　　もあるでしょうし……サプリメントなどで摂取するのはダメなのでしょうか？
先　生　確かに、栄養素の摂取には色々な方法がありますね。しかし、そこでひとつ、考える
　　　　べきことがあるのですが、それに関しては、次回に解説することにしましょう。
生　徒　分かりました。引き続き、よろしくお願いします。
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●Part2「健康情報を適切に評価できる力」

物事の両面を考える
先　生　物事の両面を考える
先　生　前回は、情報を理解するために、物事の比較について解説しました。
生　徒　カルシウムについて、一日の目標摂取量が８００ｍｇだということが分かったん
　　　　ですよね。でも、その量を食事だけで摂ろうとすると牛乳に豆腐に納豆に……
　　　　これだけの量を毎日となると、少し大変そうですね……好き嫌いもあるでしょうし
　　　　……なので、サプリメントなどで摂取するのはどうかな、と思ったのですが。
先　生　確かに、サプリメントもひとつの方法です。そこで考えるべきなのが、情報理解
　　　　の最後の側面である、物事の両面を考える、です。
生　徒　物事の両面とは、どういうことでしょうか？
先　生　あらゆる物事には、必ずベネフィットつまり利益と、リスクつまり危険の両面が
　　　　あります。物事との付き合い方を決める際には、その物事が持つベネフィットと
　　　　リスクを比較することが重要となります。先ほどのお話の場合、サプリメントで
　　　　カルシウムを補給することが、骨密度の上昇につながるかもしれません。これが
　　　　ベネフィットの部分です。
生　徒　では、リスクの部分は？
先　生　実は、こんな研究結果があります。米国の中高年の男女、約４０万人を追跡研究
　　　　をしたところ、サプリメントでカルシウムを摂っている人の場合、摂っていない
　　　　人に比べて心臓疾患で死亡する人の割合が、約１．２倍になる、という結果が
　　　　出たのです。
生　徒　ええっ！
先　生　心臓疾患自体の原因については諸説ありますが、少なくとも食事でカルシウムを
　　　　多く摂っている人には、このような現象は認められませんでした。この結果を受け、
　　　　現在ではサプリメントでのカルシウム摂取は、一日５００ｍｇを超えないよう、
　　　　注意することが必要だと言われています。
生　徒　バランスよく食事で摂るのが一番かも知れませんね……。
先　生　このサプリメントの注意すべき副作用のように、物事には必ず良い面と悪い面が
　　　　存在します。だからこそ正しい情報を見極める際には、その両面をしっかりと
　　　　意識すべきなのです。
生　徒　よく分かりました。
先　生　さて、これまでの講座で４つの側面について解説してきました。健康情報に接した
　　　　ときは、これらを意識しながら、『根拠は何か？』と問いかけることを忘れない
　　　　ようにしてください。
生　徒　がんばります。
先　生　では、次回では今まで学んできた内容を、実際に応用してみることにしましょう。
生　徒　分かりました。よろしくお願いします。
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●Part3「健康情報を適切に評価できる力」（応用編）

「全体の数を意識する」と「比較して考える」その１
先　生　『全体の数を意識する』と『比較して考える』その１
先　生　これまで、情報の根拠を考えるときに大切な、４つの側面について解説してきました。
生　徒　健康情報を正しく理解するために根拠が重要なんですよね。
先　生　そうです。今回は４つのうち、『全体の数を意識する』と『比較して考える』の
　　　　２つに注目することで実際に情報の理解にどのように役立つかを考えてみましょう。
生　徒　分かりました。
先　生　では、早速やってみましょう。例えば、こんな情報があったとします。
　　　　骨粗鬆症になる人は、わが国では４０歳以上の人で１３００万人に達すると考え
　　　　られており、女性に多く、年齢を重ねるにつれて増加すると言われている。
生　徒　１３００万人なんて、すごく多い感じがしますね……しかも女性に多くて、年齢
　　　　が高いほど増加するなんて、自分も含まれる気がして不安になります。
先　生　病気に関する数字を見たとき、自分のことを言われているような気がして恐くなる
　　　　気持ちはわかります。そこで、まずは、その意味を知ることから始めてみましょう。
生　徒　それが、先ほどの側面ですね。
先　生　そうです。では、一つめの側面から。全体の数、すなわち分母になる数を意識して　
　　　　みましょう。まず考えるべきは何だと思いますか？
生　徒　この１３００万人が、全体の中に占める割合を考えるということですね。
先　生　その通りです。では、４０歳以上の日本人を対象にしたデータを見てみましょう。
　　　　この部分に注目してみると、１３００万人と言っても、全体の２割程度であること
　　　　が分かります。ということは、４０歳以上の日本人全員が骨粗鬆症になっている
　　　　わけではないですが、だからと言ってごく一部というわけでもないようです。
　　　　では、新しく出てきたこの『２割』という数字の意味を探ってみましょう。この
　　　　数字を、どの側面から注目するべきでしょうか？
生　徒　そうですね……比較して考える、でしょうか。
先　生　そうです。それでは、他の病気のデータと比較してみましょう。こちらは、同じく
　　　　４０歳以上を対象とした、高血圧の人の割合を示したデータです。
生　徒　高血圧の人は、全体の１割程度のようですね。
先　生　そしてこちらが、脳卒中の人の割合です。
生　徒　今度は全体の０．２割程度になっていますね。
先　生　では、それぞれのデータを比較してみましょう。
生　徒　こうして見ると、骨粗鬆症は他の病気に比べて、やや多いみたいですね。
先　生　そうですね。今回の比較結果を踏まえた上で、次回は、同じ１３００万人という
　　　　データを、また別の比較で考えてみましょう。
生　徒　分かりました。よろしくお願いします。
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●Part3「健康情報を適切に評価できる力」（応用編）

全体の数を意識する」と「比較して考える」その２
先　生　『全体の数を意識する』と『比較して考える』その２
先　生　前回の講座では、データを元に４０歳以上の日本人全体において、骨粗鬆症になる
　　　　人が高血圧よりは少し多いことが分かりました。
生　徒　全体の約２割程度でしたよね。
先　生　では今度は、全体ではなく、男女別でデータを比較してみましょう。このデータ　
　　　　からは、何が分かるでしょうか？
生　徒　全体は約２割ですけど、男女別だと男性は約１割なのに対して、女性は約３割も
　　　　いますね。
先　生　確かに、このデータは女性の方が約３倍多いことを示しています。では、年代別
　　　　ではどうでしょうか？次のデータを見てみましょう。
生　徒　年齢が高くなるにつれ、割合も増えていっていますね……。
先　生　そうですね。全体では約２割でしたが、どの年代でも２割というわけではなく、
　　　　年齢が低いと割合が小さく、年齢が高くなるほど割合が大きいことが分かります。
　　　　ここまでで『骨粗鬆症になる人はわが国では１３００万人に達すると考えられて
　　　　おり、女性に多く、年齢を重ねるにつれて増加する』という情報について、
　　　　『全体の数、すなわち分母を意識する』『比較して考える』という、２つの側面から
　　　　考えてみました。では、そこから見えてきたことをまとめてみましょう。
生　徒　はい。
先　生　まず、１３００万人というのは４０歳以上の日本人全体の約２割である、という
　　　　こと。そしてその数は、高血圧になる人より少し多いこと。男性は約１割だが、
　　　　女性だと約３割と、男性の約３倍多いということ。そして、年齢が高いほど、
　　　　その数は多くなること。以上のことが分かりましたね。さて、最初にこの情報を
　　　　見た頃と比べて、印象は変わりましたか？
生　徒　そうですね……最初はただ何となく不安だっただけでしたが、全体でも２割、し
　　　　かも女性で年齢が高くなると更に割合が増えると分かった今は、私はまだ５０代
　　　　なのでそれほど心配しなくてもよいということが分かり、少し安心しました。
　　　　でも、これから年を重ねることを考えると、やはり、予防対策が大切だという
　　　　こともよくわかりました。
先　生　なるほど。このように、病気に関係する数字を見たとき、数字そのままを見るの
　　　　ではなく、その根拠を考え、意味を探ることで、より情報に対する理解は具体的
　　　　にすることができます。
生　徒　実感しました。
先　生　そうして理解を深めることで、健康情報が自分に適しているかどうか、正しい判断
　　　　をすることにつながっていきます。そして、繰り返しになりますが、根拠を考える
　　　　ときにはいつもこの４つの側面を意識することを心がけてください。
生　徒　分かりました。
先　生　私の講座は以上になります。これまで学んできたことが、これから、正しく、そして
　　　　より自分に適した健康情報を探す際の助けになれば幸いです。ありがとうござい
　　　　ました。
生　徒　ありがとうございました、先生。
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