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学会長挨拶

第23回日本疫学会学術総会会長

大阪大学医学系研究科 公衆衛生学

教授 磯博康

今度、平成 25年 1月に大阪において第 23回日本疫学会学術総会を開催させていただくことになり

ました。大阪万博記念公園に近い大阪大学構内のコンベンションセンターが会場です。

本学会総会のテーマは「疫学と東洋の知の形成」です。 日本疫学会は誕生して四半世紀近くが経ち、

日本の先駆者の先生方のご尽力により、中堅、若手が集い、様々な分野における疫学研究、予防活動、

政策提言が行われてきました。本学会会員の皆様の中には欧米に留学され、あるいは国際学会等での議

論を通じて、「西洋の知」を体得し、わが国の疫学研究の発展に貢献されている方が多くおられることと、

日本がアジアのリーダーとして様々な分野での活躍が期待されている事情を鑑みますと、疫学研究にお

いて、「西洋の知」に加えて「東洋の知」の重要性を再認識する必要があります。とい うのは、健康問題

は独自の文化、社会、政治体制、経済状況などによって強く影響を受けることから、アジア人の間でア

ジアの問題を共有し、解決策を求めてゆくことが重要であるからです。

すなわち、現代の複雑化する健康問題に対処し、解決方策を探るための「東洋の知」の形成が必要と

なります。 日本の歴史を振り返ると、中国、韓国等から当時の先進的な文化、経済、政治そして学問が

日本にもたらされました。 日本の疫学はアジアにおいて先進的に、環境汚染、感染症、慢性疾患、精神

疾患等に対処し、環境衛生、産業保健、母子保健、学校保健、成人 ・老人保健、精神保健等の分野での

多くの実績を有しています。これらの実績とこれまで培った知を持って、他のアジア諸国からも新しく

学んで、「東洋の知」を形成することは、本学会の今後の大きな使命の一つと考えます。

こうした視点を持って、会員の皆様一人一人が今後の 10年、そしてさらなる四半世紀に向かって研

究を推進して行くことが、日本の疫学研究のさらなる発展につながるものと期待されます。本学会総会

がその契機となることを期待し、多くの会員の方々の参加をお待ちしております。
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学術総会の概要

1 . 会期：平成 25年 1月24日（木） - 26日（土） (24日は理事会）

2 会 場 ： 大阪大学 コンベンションセンター／体育館（大阪府吹田市山田丘 1-1)

3. 学会長：磯博康（大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学）

4. メインテーマ： 「疫学と東洋の知の形成」

5 学術企画

① 特別講演 ～学会長講演～

1月 25日（金） 09 : 30 "'"'10 : 10 

【座長】辻一 郎 （東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学）

【演者】磯博康 （大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学）

② 本部企画シンポジウム「公的統計の疫学研究への二次的利用について」

1月 25日（金） 10:10~11:10 

【座長】祖父江友孝

【演者】橋本修二

小貫正子

片野田耕太

山縣然太朗

（大阪大学大学院医学系研究科 環境医学）

（藤田保健衛生大学医学部 衛生学講座）

（厚生労働省大臣官房統計情報部審査解析室）

（国立がん研究センターがん対策情報センター がん統計研究部）

（山梨大学医学部 社会医学講座）

③ シンポジウム 1 「アジアでの疫学研究と東洋の知の形成」

1月 25日（金） 14 : 00 ------16 : 00 

【座長】磯博康

Yong-hua Hu 

【演者】DomyungPaek 

Peiyu Wang 

Manami Inoue 

（大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学）

(Peking University) 

(Seoul National University, School of Public Health) 

(Professor, Peking University School of Public Health) 

(AXA Department of Heal th and Human Security, Graduate School of Medicine, 

The University of Tokyo; Epidemiology and Prevention Di vision, Research 

Center for Cancer Prevention and Screening, National Cancer Center) 

Katsuyuki Miura (Professor, Department of Heal th Science, Shiga University of Medical 

Science) 
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④ シンポジウム 2 「超高齢社会における疫学の新しい展開」

⑤ 

1月 26日（士） 10:30 ,...__,12:15 

【座長】安村誠司

中村好一

【演者】安田誠史

藤原佳典

伊木雅之

近藤克則

川上憲人

（福島県立医科大学医学部 公衆衛生学）

（自治医科大学公衆衛生学）

（高知大学医学部 医療学講座公衆衛生学）

（東京都健康長寿医療センター 社会参加と地域保健研究チーム）

（近畿大学医学部 公衆衛生学）

（日本福祉大学 健康社会研究センター）

（東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野）

一般口演およびポスター

一般口演 (1) (2) 1月 25日 16:00~1s.oo 

ポスターセッション (1) 1月 25日 13 : 00 ,......, 14 : 00 

一般口演 (3) (4) 1月 26日 14:30 ----16:30 

ポスターセッション (2) 1月 26日 13:30 ""'-'14:30 

⑥ ランチョンセミナー

ランチョンセミナー (1) 1月 25日（金） 12:00 ,...__,13:00 

【座長】大平哲也 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学）

【演者】苅尾 七臣 （自治医科大学循環器内科学）

【共催】武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー (2) 1月 25日（金） 12:00 ,...__,13:00 

【座長】宮本 恵宏 （国立循環器病研究センター予防健診部）

【演者】岡村智教 （慶應義塾大学衛生学公衆衛生学）

【共催】サノフィ株式会社

ランチョンセミナー (3) 1月 26日（土） 12:30 ,...__,13:30 

【座長】 三浦克之 （滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門）

【演者】中山 健夫 （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）

【共催】中外製薬株式会社，株式会社日本医療データセンター，

メディカル・データ・ビジョン株式会社

6 関連行事

① 疫学セミナー 1月 24日（木） 13:30 ,..,...,17:00 

② 市民講座 1月 24日（木） 14 : 30 ,..___, 1 7 : 00 

③ Journal of Epidemiology 特別セミナー 1月 24日（木） 1 7 : 00 ,___, 1 7 : 45 

④ 若手の集い 1月 24日（木） 17:30 ---...,19:30 

⑤ 理事会 1月 24日（木） 1s:oo ,......,20:00 

⑥ 奨励賞受賞講演 1月 25日（金） 11:10 ,...,_,11:40 
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⑦ 広報委員会 1月 25日（金） 12:00 ,...._,13:00 

⑧ 評議委員会 1月 26日（土） 09: 15 ,,..__,09:45 

⑨ 総会 1月 26日（土） 09:45~10:30 

⑩ JE編集委員会 1月 26日（土） 12:30 ,..._,13:30 

⑪ ポスター賞 ・優秀口演賞受賞式 1月 25日（金） 1s:oo ,......,1s:15 

⑫ ポスター賞受賞式 1月 26日（土） 16:30 ,,...._,15:45 

⑬ 懇親会 1月 25日（金） 18:30 ,-...,20:30 
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学術総会運営上のこ、連絡

1. 学術総会参加受付について

(1) lFに総合受付を設置いたします。

受付開始時間は、 1月 25日（金） ・26日（土） 8 : 45からとなります。

なお、会場の都合により、 8: 30にならなければ玄関が解錠されません。それより早く来場されて

も中に入れませんので、ご注意下さい。

(2) 事前に参加費を支払われた方は、参加票の記入による当日の受付の必要はございません。事前にお

送りしたネームカードを着用のうえ、抄録集引換書を受付まで持参いただき、抄録集とお引き換え

下さい。

(3) 当日参加申し込みをされる方は、事前に HPより参加票を印刷、記入のうえ持参いただき、総合受

付にて手続きをして下さい。

当日申し込みの参加費は一般 10,000円、学生 5,000円、懇親会費は一律 5,000円です。

(4) 学術総会会場および懇親会会場へのご入場には、常にネームカードを着用して下さい。

2. 座長の方へ

(1)特別講演、シンポジウムおよび一般口演の座長の方は、ご担当セッション開始の 30分前までに第 1

会議室 (1階）にて受付を済ませ、会場内次座長席にお着き下さい。

(2) 受け持ち時間内の進行は座長に一任しますが、終了時間を厳守して下さい。

シンポジウムは発表後に総合討論の時間を設けて下さい。

3. 特別演題演者・シンポジウム演者の方へ

(1)発表時間の 30分前までに第 1会議室 (1階）にて発表受付を済ませて下さい。

(2) 発表前に会場内次演者席にお着き下さい。

(3) 当日は PowerPointによる PC発表をお願いします。詳しくは「8. Power Pointプレゼンテーショ

ンの要項」をご覧下さい。

4. 奨励賞受賞講演発表者の方へ

(1) 奨励賞授賞講演の 30分前までに第 1会議室 (1階）にて発表受付を済ませて下さい。

(2) 奨励賞受賞講演の際には、発表前に次演者席にお着き下さい。

(3) 講演は PowerPointによる PC発表をお願いします。詳しくは「8.Power Pointプレゼンテーショ

ンの要項」をご覧下さい。

(4) 発表時間は 15分です。質疑応答はありません。

5. ポスター賞について

(1) 1月 25日、 26日の各日毎にポスター賞を若干名選定します。

(2) 参加者は、ネームカードについている投票用紙に番号をご記入の上、 1総合受付の投票箱に入れて
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下さい。

(3) 1/25 (9 : 00,...__,14 : 00)、1/26(9 : 00,...__,14 : 30) おひとり各 3票まで有効です。投票日の日付が異

なるものに関しては、投票を無効とさせていただきます。

(4) 受賞者は各日 15: 00までにポスター会場、および l階総合受付前に掲示します。

(5) ポスター賞授賞式の 30分前までに発表受付 (3階ロビー）にて受付を済ませて下さい。

6. 優秀口演賞について

(1) 一般口演 (1) において、座長、他審査員により優秀口演賞を若干名選定します。

(2)受賞者は受賞式 (1/25 18 : 00,...__,) にて発表します。

7. 一般演題発表者の方へ

A. 口演演者の方へ

(1) 発表時間の 30分前までに各発表会場前の発表受付にて受付を済ませて下さい。

(2) 発表前に次演者席にお着き下さい。

(3) Power Pointによる PC発表をお願いします。詳しくは「8. Power Pointプレゼンテーションの要

項」をご覧下さい。

(4)発表時間は 10分（口演 7分、質疑応答 3分）です。 口演終了時間 1分前にベルを 1回、口演終了

時間にベルを 2回鳴らします。発表時間終了の 10分が経過した時点でベルを 3回鳴らします。発

表時間を厳守して下さい。

B. ポスター演者の方へ

(1) 掲示 ・展示等の時間は以下の通りです。

ポスターセッションの演者の方はセ ッションの 5分前に各自のポスターを準備して下さい。

掲示 討論 撤去

1月 25日（金） 9: 00,....__,10: 00 13: 00,....__,14: 00 17: 30,....__,18: 00 

1月 26日（土） 9 : 00,....__,10 : 00 13 : 30,....__,14 : 30 16 : 00,....__,16 : 30 

(2)掲示スペースは横 90cmX縦 210cm(縦長）です。ボードの左上隅（横 20cmX縦 20cm) に演題番号

（事務局にて準備）を貼りますのでこのスペースは空けて下さい。

(3) 掲示に必要な画鋲および発表者リボンを、各ボードの前に用意しておきます。

(4) 発表者は討論時間中、発表者リボンを着用し、ご自身のポスターの前にお立ち下さい。 （形式は自

由討論です）

(5)撤去時間内にポスターを撤去して下さい。その際、画鋲および発表者リボンは元の位置にお戻し下

さし‘。

(6) 撤去時間を過ぎても掲示してあるポスターについては、事務局で撤去 ・処分させていただきますの

で予めご了承下さい。

8. Power Pointプレゼンテーションの要項

発表データに関しては全て当日受付となります。

ご発表の 30分前までに、各発表受付にて受付、発表データの確認、お引渡しをお済ませ下さい。
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A. Windowsを利用される場合（動画がない場合）

(1) 会場では Windows7、PowerPoint2010がインストールされたパソコンをご用意いたします。 （他の

OSやバージョンで作成した場合は、保存形式を変更するなどの互換性にご注意願います。

(2) フォントに関しては標準で装備されているものをご利用下さい。

推奨フォント

【日本語】 MS明朝、 MSゴシック、 MSP明朝、 MSPゴシック

【英語】 Arial 

(3) 受付可能メディアは CD-Rおよび USBフラッシュメモリーとなります。

(4) ファイル名には、それぞれの演題番号と拡張子(「.ppt」もしくは「.pptx」)のみを半角英数字

でつけて下さい（例： OP-01. ppt)。演題名や発表者名などは記入しないで下さい。

(5) 発表ファイルは本学術総会以外の目的には使用せず、学術総会終了後直ちに消去致します。

B. Macintoshを利用される場合 ・Windowsで動画がある場合

(1) Macintoshを利用される場合または動画のある発表データを利用される場合は、ご自身のパソコン

およびACアダプタをご持参願います。また出力には D-Sub15ピンメスコネクタを利用しますので、

パ ソコンにコネクタがあるかをご確認下さい。交換コネクタが必要なパソコンの場合は必ず交換コ

ネクタをご持参下さい。事務局では Macintoshのパソコンを用意しておりません。

(2) 画面のミラーリングの設定を事前に行って下さい。

(3) スクリーンセーバーや省電力等の設定はお切り下さい。

(4)発表データは念のため、 CD-Rまたは USBフラッシュメモリ ーにてお持ち下さい。

9. ランチョンセミナー

1月 25日（金） 12 : 00----...,13 : 00 (ランチョンセミナー (1) (2)) 

1月 26日（土） 12 : 30----...,13 : 30 (ランチョンセミナー (3))

上記時間にて、ランチョンセミナーを開催いたします。参加いただけます人数には制限がございます。

また入場には「参加整理券」 （無料）が必要になります。会期中に参加整理券（入場・弁当引換証）を

配布いたしますので、参加ご希望の方は lF受付にてお受け取り下さい。

10. ドリンクサービス

日時： 1月 25日 （金） 13 : 00'"'--'14 : 00 

1月 26日（士） 13 : 30'"'--'14 : 30 

会場 ：体育館（ポスターセッション会場）

※予定数が無くなりましたら終了とさせて頂きます。

11. 懇親会

2013年 1月 25日（金） 18 : 30.........,20 : 30 

場所：レストラン ・ミネルバ（大阪大学吹田キャンパス 銀杏会館 2階）

事前参加申込による参加申込のみの受付とさせていただきます。定員になり次第、締め切らせて頂きま

す。
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12. その他

(1) 会場内は全て禁煙です。

(2) 会場での呼び出しは行いません。総合受付前のメッセージボードをご利用下さい。

(3)会場内での携帯電話による通話は禁止とさせていただきます。電源をオフにするかマナーモードで

ご使用下さい。

(4) 1階にクロークをご用意致します。貴重品はお預かりできませんので各自所持して下さい。
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学術総会会場へのこ‘案内

◆会場へのこ案内

（メイン会場）

◆吹田キャンパスヘのこ案内

大阪大学コンベンションセンター

パス停より 徒歩3分

モノレール駅より徒歩10分

体育館
（ポスターセッション会場）

〒565-0871 大阪府吹田市山 田丘 1-1 大阪大学コンベンションセンター
TEL:06-6879-7171 E-mail:convention-c@office.osaka-u.ac. jp 

【JR東海道線】

茨木駅下車近鉄バス「阪大病院 ・阪大本部前」行に乗車。終点 「阪大本部前」下車徒歩 3分

【北大阪急行線】

千里中央駅下車阪急バス「阪大本部前」行または「茨木美穂ヶ丘」行に乗車。 「阪大本部前」下車徒歩 3分

【大阪モノレール】

万博記念公園駅で彩都線（国際文化公園都市線）に乗り換え、「阪大病院前」駅下車徒歩約 10分
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会場案内図
（コンベンションセンター内）

3階
(MOホール）

＇ 
男子WC

女子WC

（第3会議室）

2階

（第2会議室）
ー

（研修室）

一
1階

ぃ→一~-

（第1会議室） ー
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ポスター会場図
（体育館内）

口演会場（コンベンションセンターより）

ー

受付 ドリンクコーナー
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13:00 

13:30 

14:00 

14:30 

17:00 

17:30 

18:00 

19:30 

20:00 

学会日程・時間割

一

受付

受付（市民講座）

疫学セミナー

(2階第2会謙室）

市民講座
疫学研究手法の新しい

展開

(3階 MOホール）

笑いと健康

Journal of Epidemiolo窃

特別セミナー

(2階第3会謙室）

若手の集い

(2階第2会謙室）

理事会

(1階第1会謙室 ）

8:45 

9:20 

9:30 

10:10 

11:10 

11:40 

12:00 

13:00 

14:00 

16:00 

18:00 

18:30 

20:30 

一受付

オープニングセレモニー

(3階 MOホール）

特別講演～学会長講演～

(3階 MOホール）

本部企画シンポジウム

(3階 MOホール）

奨励賞受賞講演

(3階 MOホール）

ランチョン ランチョン
セミナー(1)セミナー(2) 広報委員会

(ホ3階ー MO (会2階謙室第）2 
(2階第3会謙室）

ル）

ポスター(1)

（体育館）

シンポジウム(1)

(3階 MOホール）

アジアでの疫学研究と東洋の知の形成

一般口演(1) 一般口演(2)

(3階 MOホール） (2階第2会謙室）

ポスター(賞3階、優M秀O口ホ演ール賞）授賞式

懇親会

（銀杏会館／レストラン・ミネルバ）
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8:45 

9:15 

9:45 

10:30 

12:15 

12:30 

13:30 

14:30 

16:30 

一受付

評護委員会

(3階 MOホール）

総会・若手の集い報告

(3階 MOホール）

シンポジウム(2)

(3階 MOホール）

超高齢
社会における疫学の新しい展開

ランチョンセミナー(3)I JE編集委員会

(3階 MOホール） (2階第3会攘室）

ポスター(2)

（体育館）

一般口演(3) 一般口演(4)

(3階 MOホール） I (2階第2会謙室）

ポスター賞授賞式

(3階 MOホール2



第 23回日本疫学会学術総会プログラム

特別発表／シンポジウム

◆学会長講演 場所：3階MOホール 2013年 1月25日（金） 9:30.........,l 0:10 

座長 ：辻 一郎（東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学）

SL-01 人一疫学一人

第 23回日本疫学会学術総会学会長

大阪大学医学系研究科社会環境医学講座公衆衛生学 磯博康

◆本部企画シンポジウム 場所：3階MOホール 2013年 1月25日（金） l 0: l O,..__, l l : l 0 

座長：祖父江友孝（大阪大学大学院医学系研究科環境医学）

HS-01 公的統計の二次的利用および疫学会アンケート結果について

藤田保健衛生大学医学部衛生学講座 橋本修二

HS-02 公的統計の二次的利用について一審査する立場から一

厚生労働省大臣官房統計情報部審査解析室 小貫正子

HS-03 公的統計の二次的利用について一申請する立場から一

独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部

片野田耕太

HS-04 個人情報保護・医療分野個別法について

山梨大学医学部社会医学講座 山縣然太朗

◆奨励賞受賞講演 場所： 3階MOホール 2013年 1月25日（金） l l : l O,...,_, l l :40 

座長 ：秋葉 澄伯（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学 ・予防医学）

AW-01 がんに影響を及ぼす心理社会的要因の検討

東北大学東北メディカル・メガバンク機構予防医学・疫学部門 中谷直樹

AW-02 日本における循環器疾患の大規模コホート統合データベースの構築と解析

滋賀医科大学社会医学講座医療統計学部門 村上義 孝
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◆シンポジウム 1 場所： 3階MOホール 2013年 1月25日（金） 1 4:00-1 6:00 

アジアでの疫学研究と東洋の知の形成
座長 ：磯博康（大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学）

座長 ：Yong-hua Hu (Peking University, School of Public Health) 

Sl-01 Risk System Epidemiology(?) 

Seoul National University, School of Public Health Domyung Paek 

Sl-02 Health Management in China ---A New discipline and profession for the control of 

Non-communicable diseases 

Professor, Peking University School of Public Health Peiyu Wang 

S 1-03 Evolution and integration of large-scale cohort studies on cancer in Asia: 

The Asia Cohort Consortium 

AXA Department of Health and Human Security, Graduate School of Medicine, The 

University of Tokyo; Epidemiology and Prevention Division, Research Center for Cancer 

Prevention and Screening, National Cancer Center Manami Inoue 

S 1-04 Making Evidences for Cardiovascular Prevention of Asian People 

Professor, Department of Health Science, Shiga University of Medical Science 

Katsuyuki Miura 

◆シンポジウム2 場所： 3階MOホール 2013年 1月26日（土） l 0:30-----1 2: l 5 

超高齢社会における疫学の新しい展開
座長 ：安村誠司（福島県立医科大学医学部公衆衛生学）

座長 ：中村好ー （自治医科大学公衆衛生学）

S2-0l 高齢者の自立支援と介護予防について

高知大学教育研究部医療学系（公衆衛生学） 安田誠史

S2-02 介入研究から見た高齢者の社会参加・社会貢献

東京都健康長寿医療センター 研究所社会参加と地域保健研究チーム 藤原佳典

S2-03 コホート研究を基盤に、骨折リスク予測に基づく骨粗慰症検診のあり方を考える

近畿大学医学部公衆衛生学 伊木雅之

S2-04 社会疫学の視点から見た高齢者一JAGESプロジェクト

日本福祉大学健康社会研究センター 近藤克則

S2-05 高齢者の心の健康ーコモンメンタルディスオーダーの疫学から

東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 川上憲 人
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ランチョンセミナー

◆ランチョンセミナー(l) 場所：3階MOホール 2013年 1月25日（金） 1 2:00,...__, 1 3:00 

座長：大平哲也（大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学）

日本人高血圧の特徴と降圧治療の留意点

自治医科大学循環器内科学 苅尾七臣

◆ランチョンセミナー(2) 場所第2会議室 2013年 1月25日（金） 1 2:00........, 1 3:00 

座長：宮本 恵宏（国立循環器病研究センター予防健診部）

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012におけるハイリスク病態の管理ー糖尿病、 CKD、PAD-

慶應義塾大学衛生学公衆衛生学 岡村智教

◆ランチョンセミナー(3) 場所：3階MOホール 2013年 1月26日（土） l 2:30,..._, l 3:30 

座長：三浦克之（滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門）

保険医療情報データベースの整備と利活用：国内外の動向

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 中山 健夫

一般演題

◆一般口演 1 場所： 3階MOホール 2013年 1月25日（金） 1 6:00-----1 8:00 

◆座 長 ：清原 裕 （九州大学大学院医学研究院環境医学分野）

0-01 肥満度別のインスリン分泌不全及び抵抗性の 2型糖尿病発症への影響：佐久研究

大阪大学大学院医学系研究科 辰巳友佳子

0-02 入浴による夜間収縮期血圧低下一平城京コホートベースライン横断解析一

奈良県立医科大学地域健康医学教室 佐伯圭吾

0-03 中性脂肪の高値は糖尿病者においてより虚血性脳心疾患死亡と関連する：茨城県健康研究

公益財団法人茨城県総合健診協会茨城県立健康プラザ／筑波大学医学医療系社会

健康医学 山岸良匡

0-04 心房細動発症リスク因子の時代的変遷について一CirculatoryRisk in Communities 
Study (CIRCS) 

大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学／自治医科大学循環器内科学／心臓病

センター榊原病院循環器内科 佐 野文彦
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◆座長：玉腰 暁子（北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野）

0-05 一般住民における糖代謝異常が死因に与える影響の時代的推移：久山町研究

九州大学大学院医学研究院環境医学部分野 志方健太郎

0-06 がん患者の生存率の社会経済因子による格差：大阪府がん登録資料による検討

大阪府立成人病センターがん予防情報センター 伊藤 ゆり

0-07 自覚的ストレスと自殺リスクに関する前向きコホート研究：宮城県コホート研究

東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 柿崎真沙子

0-08 早産低出生体重児と小児慢性腎臓病の関連についての検討

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻生物統計学／東京慈恵会医科大学

小児科学講座 平野大志

◆座長：栗山 進一（東北大学大学院医学系研究科環境遺伝医学総合研究センター分子疫学分野）

0-09 脂質摂取レベルと全死亡リスクー大規模コホート研究(JACCStudy)による検討一

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 若井建志

0-10 有酸素能力と尿路結石症に関するコホート研究

独立行政法人国立健康・栄養研究所 澤田 早

0-11 脆弱性骨折発生における骨代謝指標の有用性の検討—JPOS Studyによる満 10年追跡調査

近畿大学医学部公衆衛生学 玉置淳子

0-12 地域高齢者における日常生活動作(AOL)障害頻度とその原因疾患の時代的推移：久山町

研究

九州大学大学院医学研究院環境医学 吉田大悟

◆一般口演2 場所： 2階第2会議室 2013年 1月25日（金） 1 6:00-1 8:00 

◆座長：加藤則子（国立保健医療科学院）

0-13 ライフコースにわたる両親の社会経済状況と児の発達障害との関連：J-SHINE2010データ

東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 近藤尚己

0-14 母乳栄養が乳幼児期の貧血発症に与える影響について一沖縄県乳幼児健診データを用い

た検討一

東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野 田中太一郎

0-15 妊娠中における母親の能動及び受動喫煙と出生時低体重：九小卜1・沖縄母子保健研究

福岡大学医学部衛生・公衆衛生学 三宅吉博
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0-16 日本の中学生における不正咬合と頭痛との関係について～甲ヽ州市母子保健縦断調査～

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野／国立成育医療研究

センター研究所成育社会医学研究部 駒 崎裕子

◆座長：谷川 武（愛媛大学大学院医学研究科公衆衛生・健康医学）

0-17 ダイオキシン環境曝露の出生児の脳神経発達に与える影響：ベトナムにおける小児コホ

ート 3年間の追跡

金沢医科大学公衆衛生学 西条旨子

0-18 福島県「県民健康管理調査」プロトコールー東日本大震災後の放射線の健康影響に関する

調査一

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター／福島県立医科大学医学部公衆衛

生学講座 安村誠司

0-19 東日本大震災の医療救援者における PTSD症状の予測因子に関する検討

国立病院機構災害医療センター精神科／国立病院機構災害医療センター臨床研究部／

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所／科学技術振典機構 CREST

西大 輔

0-20 J-MICC研究静岡地区における口腔衛生習慣と現在歯数の関連

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 須磨紫乃

◆座長：小嶋 雅代（名古屋市立大学大学院医学研究科医学教育・社会医学講座公衆衛生学分野）

0-21 自殺死亡と地域特性に関する分析

東京慈恵会医科大学環境保健医学講座 須賀 万智

0-22 自覚的生きがいの程度と帯状疱疹発症との関連 ShozuHerpes Zoster (SHEZ) Study 

大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座公衆衛生学教室／一般財団法人阪大

微生物病研究会 鷹尾友紀子

0-23 高齢者の健診受診行動の関連要因：沖縄におけるソーシャル・キャピタルの検討—
]AGES-OKINAWA Study 

琉球大学法文学部人間科学科/SocietyHuman Development and Health, 

Harvard School of Public Health 白井こころ

0-24 運動基準2006の基準値23メッツ時／週を目指す介入が腰痛有訴に及ぼす影響：無作為割

付介入研究

独立行政法人国立健康・栄養研究所健康増進研究部 宮地元彦
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◆一般口演3 場所： 3階MOホール 2013年 1月26日（土） l 4:30'"'"'l 6:30 

◆座長：溝上 哲也（国立国際医療研究センター国際臨床研究センター疫学予防研究部）

0-25 川崎病発症時年齢と冠動脈障害の関連ー和歌山川崎病研究会による 12年間の症例調査

結果一

和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学 北 野 尚美

0-26 川崎病患者の長期追跡研究：第8回追跡結果

自治医科大学公衆衛生学教室 中村好一

0-27 インスリン分泌不全と抵抗性の 2型糖尿病発症への影響：佐久研究

大阪大学大学院医学系研究科／滋賀医科大学臨床看護学講座 森本 明子

0-28 日本人2型糖尿病において軽症であっても網膜症の存在は循環器疾患発症の危険と関連する。

-JDCSからー

山形大学医学部眼科/Centre for Eye Research Australia/大阪がん循環器予防センター

川崎良

◆座長：八谷寛（藤田保健衛生大学医学部公衆衛生学）

0-29 炎症性サイトカインの遺伝子多型と HbAlcとの関連

佐賀大学医学部社会医学講座予防医学分野 西田裕一郎

0-30 20歳からの体重増加の有無によって BMIと腹囲の関連は異なる

結核予防会第一健康相談所

0-31 日常活動を含む身体活動の総死亡に対するリスクの検討：Japan Arteriosclerosis 

Longitudinal Study: JALS 

Japan Arteriosclerosis Longitudinal Study (JALS) 

岡山明

Japan Arteriosclerosis Longitudinal Study Group 

0-32 慢性脳血管障害者の総合的追跡調査 Ibarakifollow-up studyー発病10年間の QOL推移と

地域リハの課題—

藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科 澤 俊二

◆座長 ：田中 英夫（愛知県がんセンター研究所疫学・予防部）

0-33 糸球体濾過量の低下の発症リスクとしての高尿酸血症

大阪市立大学大学院医学研究科産業医学 佐藤 恭子

0-34 がん検診受診率格差のモニタリングーハイリスクポピュレーションアプローチのための基礎

資料として一

大阪府立成人病センターがん予防情報センター 田淵貴大
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0-35 英国の出生コホート別喫煙開始年齢と肺癌死亡の長期トレンドに基づく早期喫煙開始の
インパクト

帝京大学大学院公衆衛生学研究科 船渡川伊久子

0-36 がん罹患の若年化傾向についての科学的考察

国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部 松 田智大

◆一般口演4 場所： 2階第2会議室 2013年 1月26日（土） 1 4:30"-'1 6:30 

◆座長：田邊 直仁（新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科）

0-37 多施設共同疫学研究における中央事務局業務の実際とその整理

北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野 玉腰暁子

0-38 健診受診が医療費に与える影響ーpropensityscore matched cohortによる解析一

東北大学大学院医学系研究科社会医学講座 公衆衛生学分野 渡邊 崇

0-39 関節リウマチ寛解基準としての PatientReported Outcome一信頼性と妥当性の検証

名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学 小嶋雅代

0-40 日本人における MTHFR,MTR, MTRR遺伝子多型と慢性腎臓病リスク

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 菱田 朝陽

◆座 長 ： 佐 藤 渓ー （千葉県衛生研究所）

0-41 ケニアの辺縁地域における乳幼児の貧血ならびに栄養失調に関する栄養疫学研究

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科／長崎大学熱帯医学研究所生態疫学分野

田中 準一

0-42 緑茶摂取と体重増加リスクとの関連：高山コホート研究

岐阜大学大学院医学系研究科 疫学・予防医学分野 玉井裕也

0-43 日本食パターンと要介護発生に関する研究：大崎コホート 2006研究

東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 遠 又靖丈

0-44 適度のアルコール摂取は介護状態の発生を予防する 日高コホート研究

公立豊岡病院日高医療センター 内科 田中憧一郎

◆座長：賣澤篤（東北大学大学院医学系研究科予防医学・疫学部門）

0-45 IL-6遺伝子多型(rs1800796)とメンタルヘルスとの関連

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 森田 えみ
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0-46 全国縦断調査資料を用いた咀咽能力の違いによる健康状態別余命の推定

日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学 那 須郁夫

0-4 7 Relationships between changes in time spent walking since middle age and incident disability: 

the Ohsaki Cohort 2006 Study 

Division of Epidemiology, Department of Public Health and Forensic Medicine, Tohoku 

University Graduate School of Medicine Chou Wan-Ting 

0-48 高齢者の認知症リスク指標に関連する地域要因の検討,,..._,JAGES HEART開発の一環として

～ 

放射線医学総合研究所 小 橋元

◆ポスター発表(1) 場所：体育館 2013年 1月25日（金） l 3:00~14:00 

Pl-001 神戸トライアル（第 1報） 研究デザインと新しいバイオマーカーとしてのLOX-1系変性LDL

指標の基本集計

慶應義塾大学衛生学公衆衛生学／先端医療センターコホート研究グループ

岡村智 教

Pl-002 神戸トライアル（第 2報）成人後の体重増加と高分子量アディポネクチンおよび LOX-1系変

性 LDL指標の関連

先端医療センターコホート研究グループ 久保田芳美

Pl-003 神戸トライアル（第3報）LOX-1系変性LDL指標とシスタチンC・推定糸球体濾過量との関連

慶應義塾大学衛生学公衆衛生学／先端医療センターコホート研究グループ

杉山大 典

Pl-004 神戸トライアル（第4報）都市部住民における高分子量アディポネクチンと代謝性因子、 CAVI

との関連

大阪教育大学養護教育講座／神戸先端医療センター 門田 文

Pl-005 神戸トライアル（第5報）都市部一般住民における LOX-1系変性LDL指標と CAVIとの関連

兵庫医科大学環境予防医学／先端医療センター 東山 綾

Pl-006 成人期における体重増加とアディポカイン、 CRP、HOMA-IRとの関連

福山大学生命工学部 木村安美

Pl-007 メタボリックシンドロームヘの生活習慣改善プログラムの介入効果の評価：メタアナリシス

帝京大学大学院公衆衛生学研究科 山岡和枝
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Pl-008 喫煙と飲酒の組み合わせによる糖尿病発症リスクの検討：茨城県健康研究

筑波大学 内分泌代謝・糖尿病内科／茨城県総合健診協会茨城県立健康プラザ／

新潟大学大学院血液・内分泌・代謝内科 菅原歩美

Pl-009 メタボリックシンドロームのための栄養教育プログラム効果の評価：無作為化比較試験研究
プロトコル

昭和女子大学大学院生活機構学専攻 渡辺満利子

Pl-010 hOGGl遺伝子の Ser326Cys多型と空腹時血糖の関連

佐賀大学医学部社会医学講座予防医学部野 原めぐみ

Pl-011 クラスター無作為化比較試験による 2型糖尿病のための生活習慣改善プログラムの介入

効果の評価（第 2報）

栄養サポートネットワーク合同会社 安達美佐

Pl-012 血中カロテノイドレベルと骨粗しょう症発症リスクとの関連一三ヶ日町縦断研究

農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所 杉浦実

Pl-013 体重あたりの握力と 2型糖尿病、高血圧、脂質異常症に関する横断研究

早稲田大学／（独）国立健康・栄養研究所／東京ガス株式会社 川上諒子

Pl-014 血清フェチュインA値とインスリン抵抗性との関連一般住民における疫学的検討

久留米大学病院内科学講座 心臓血管内科 大渕綾

Pl-015 一般住民における血清尿酸値と左室重量係数の関連

久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門 吉村 彩子

Pl-016 月経周期と生活習慣との関連

浜松医科大学健康社会医学 安田孝子

Pl-017 日本人中年男性における BMIと蛋白尿の新規発症との関係

大阪市立大学大学院医学研究科都市医学大講座・産業医学分野 上原新一郎

Pl-018 健診データから見た通常の保健指導と遠隔保健指導の比較

国立保健医療科学院研究情報支援研究センター 藤井仁

Pl-019 継続的な身体活動習慣ば慢性膝痛の発症を予防するか？ー前向きコホート研究一

島根大学大学院医学系研究科環境予防医学／日本学術振興会 鎌田真光

Pl-020 一般住民において起立性高血圧は男女で関連が異なる

自治医科大学地域医療学
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Pl-021 特定健診に対する意識調査～特に末受診者の意識に着目して～

龍谷大学社会学部 井上辰樹

Pl-022 住民健診受診者におけるアルブミン尿と血清 microRNA(miR-21、miR-122)との関連

藤田保健衛生大学医療科学部臨床検査学科 鈴木康司

Pl-023 一般集団における PCSK9E32K遺伝子多型と血中 LDLコレステロール値との関連

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 銀 光

Pl-024 禁煙が糖尿病のリスクに及ぼす影響に関する前向き研究ーJPHC研究より一

国立保健医療科学院生涯健康研究部 大庭志野

Pl-025 職域健診の血圧水準がその後の医療費に及ぼす影響の年代別比較

滋賀医科大学／（相平和堂健康管理室 志摩梓

Pl-026 地域一般住民の飲酒と健康関連 QOLとの関連一端野・壮瞥町研究より一

札幌市立大学看護学部看護学科／札幌医科大学医学部公衆衛生学講座 藤井瑞恵

Pl -027 HbAlc値正常者における 1,5-AG低値と脳卒中発症との関連(CIRCS)

大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学／大阪がん循環器病予防センター

今野弘 規

Pl-028 地域住民における心不全バイオマーカーと循環器疾患リスクファクターの関連

筑波大学医学医療系社会健康医学 吉原雅大

Pl-029 地域住民における血清HDLコレステロール値の20年間の推移：CIRCS筑西市協和地区研究

筑波大学医学医療系社会健康医学 門 野 彩花

Pl-030 ウエスト周囲長・身長比による 2型糖尿病予測スクリーニング精度の検討：TOPICS 

新潟大学大哨浣医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝学闊坐／虎の門病院健康管理センター／

筑波大学大学院疾患制御医学専攻 内分泌代謝・糖尿病内科 平安座依子

Pl-031 岩手県末期腎不全患者登録事業平成 23年度集計結果

岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座／岩手県末期腎不全登録協議会

Pl -032 Serum 25-hydroxyvitamin D and insulin resistance 

国立国際医療研究センター疫学予防研究部

Pl -033 HTRAl遺伝子多型と高血圧症との関連： J-MICC横断研究

京都府立医科大学大学院医学系研究科地域保健医療疫学
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Pl-034 BMIとSIRTJ遺伝子多型の関連

名古屋大学大学院医学系研究科健康社会医学専攻社会生命科学講座予防医学

東端孝博

Pl-035 2型糖尿病発症に至るまでの BMIの長期変化に関する大規模縦断的検討：TOPICS 

新潟大学大学浣医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝学闊坐／虎の門病院健康管理センター／

筑波大学大学院疾患制御医学専攻内分泌代謝・糖尿病内科 平安座依子

Pl-036 イソフラボン摂取と胃がんリスクとの関連：多目的コホート研究より

国立がん研究センターがん予防・検診研究センター予防研究部 原 梓

Pl-037 胃がんリスクに関する喫煙期間と Helicobacterpyloriの交互作用

愛知県がんセンター研究所疫学・予防部／名古屋大学大学院医学系研究科臓器病態診断学

石 岡久佳

Pl-038 カルシウム摂取と前立腺がん罹患との関連について一大崎国保コホート研究一

東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 松尾兼 幸

Pl-039 肺がんの症例対照研究

札幌医科大学公衆衛生学／聖マリア学院大学 鷲尾昌一

Pl-040 日本人集団における Timeto First Cigaretteと膵臓がんとの関連

愛知県がんセンター研 究 所 疫学・予防部／

名古屋市立大学大学院医学研究科腫瘍 •免疫内科学 中尾心人

Pl-041 Role of genetic polymorphisms on risk of carcinogenesis of cholangiocarcinoma in Thailand 

長浜バイオ大学大学院バイオサイエンス研究科動物病態学 楊玉興

Pl-042 婦人科がんの罹患動向および特徴

国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部

Pl-043 早期大腸腫瘍切除者におけるビタミンDサプリメントによる糖代謝への影響

国立国際医療研究センター臨床研究センター疫学予防研究部

Pl-044 トリプルネガティブ乳癌の危険因子の検討

宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部

松田彩子

黒 谷佳代

西野善一

Pl-045 日本人集団における喫煙期間と口腔咽頭癌死亡リスクとの関連：茨城県健康研究

獨協医科大学医学部公衆衛生学講座／茨城県立健康プラザ 齋藤 伸枝

Pl-046 神奈川県悪性新生物登録よりみた子宮頸がんの罹患および死亡の動向に関する検討

横浜市立大学産婦人科 元木葉子

-23 -



Pl-047 日本人における喫煙依存度と頭頚部がん・上部消化管がんリスク

愛知県がんセンター研究所疫学・予防部 尾瀬 功

Pl-048 肝炎ウイルス感染と生活習慣による肝がん発生の予測：多目的コホート研究

独立行政法人国立環境研究所環境健康研究センタ一環境疫学研究室／独立行政法人国

立がん研究センターがん予防・検診研究センター予防研究部 道川武紘

Pl-049 埼玉県における麻疹サーベイランスの現状

埼玉県衛生研究所感染症疫学情報担当

Pl-050 B型・C型肝炎ウイルス検査受検状況：大阪市における横断研究から

大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学

山田文也

福 島若葉

Pl-051 腸管出血性大腸菌感染症 diffuseoutbreak早期検出のための標本サイズの検討

埼玉県衛生研究所 尾関由姫恵

Pl -052 The Sero-Epidemiological Study On The Prevalence Of Hepatitis B And C Virus 

Infections Among General Population In Binh Thuan, Vietnam 

Department of Epidemiology, Infectious Disease Control and Prevention, Institute of 

Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University /Provincial Department of Health of 

Binh Thuan Province, Vietnam DO HUY SON 

Pl-053 -

Pl-054 時系列解析による気象因子のデング熱に対する影響ースリランカの事例から一

長崎大学熱帯医学研究所 後藤健介

Pl -055 Bad life style and poor mental health 

国立保健医療科学院 谷 畑健生

Pl-056 日本食パターンのうつ症状への効果と仕事のストレス因子による影響(J-HOPE)

国立国際医療研究センター医療情報解析研究部 鈴木知子

Pl-057 血中ビタミン 86濃度と抑うつ症状との関連について

国立国際医療研究センター臨床研究センター疫学予防研究部 南里明子

Pl-058 高齢者における義歯・ブリッジの使用有無とソーシャル・キャピタルとの関連：JAGESプロジェ

クト

神奈川歯科大学歯科医療社会学分野 山本龍生

Pl-059 認知症になりやすい地域はあるのか：JAGESプロジェクト

国立長寿医療研究センター
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Pl-060 心理的ストレス負荷に対する循環器系・自律神経系反応に及ぼす閉経の影響

梅花女子大学看護学部／大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学 廣川 空美

Pl-061 医学部新入生の 3か月後のライフスタイルと首尾一貫感覚(SOC)の変化と相互の関係

獨協医科大学教育支援センター／獨協医科大学地域医療教育学 西山 緑

Pl-062 精神疾患の社会階層間格差：日米比較

大阪大学グローバルコラボレーションセンター 本庄かおり

Pl-063 自閉症スペクトラム障害は社会経済的地位が高い家庭に多いか？

（独）国立成育医療研究センター研究所成育社会医学研究部 藤原武男

Pl-064 夏期の睡眠状況と睡眠に影響を及ぼす要因一岐阜県多治見市の調査結果

筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻 萱場 桃子

Pl-065 余暇の過ごし方と飲酒行動の関連

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 川合紗世

Pl-066 心理療法「オートノミー・トレーニング」による慢性疾患一次予防の試み一ハイデルベルク研究一

九小卜1大学健康科学センター 永野純

Pl-067 喫煙行動の社会格差と社会環境の関係

東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野

Pl-068 慢性腎臓病と医療費との関連：岩手県北地域コホート研究

岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座

Pl-069 愛知県における保健医療統計データを活用した現状分析及び地域診断

愛知県衛生研究所企画情報部

Pl-070 ウッタイン統計を用いた黄砂の健康影響に関する調査研究

東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野

Pl-071 減量後の体重維持に対する web支援の効果検証一研究デザイン一

筑波大学医学医療系 JA茨城県厚生連生活習慣病学寄附講座

相田潤

丹野 高三

広瀬かおる

西脇祐司

中田由夫

Pl-072 生殖補助医療が先天異常に与える影響一既存全国データ(2004年ー2010年）による単胎児

と多胎児の比較一

石川県立看護大学健康科学講座 大木秀一
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Pl-073 メタボローム解析を疫学研究に導入するための基礎的検討と研究デザイン（鶴岡メタボロー

ムコホート研究）

慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学／慶應義塾大学先端生命科学研究所

武林 亨

Pl-074 統計からみる障がい児の状況

大阪府立母子保健総合医療センター 企画調査部 植田紀美子

Pl-075 臨床調査個人票の有用性と問題点

国立保健医療科学院 疫学調査研究分野 土井由利子

Pl-076 一般用医薬品ロキソプロフェンの販売額と気象因子との関連

浜松医科大学健康社会医学講座 尾関佳代子

Pl-077 地方の消防職員の燃えつき尺度得点と関連する要因についての検討

鳥取大学医学部社会医学講座健康政策医学分野 細田武伸

Pl-078 鳥取におけるエコチル認知度調査と追加調査による大気汚染物質が及ぼす妊婦への健康影響

鳥取大学医学部エコチル調査鳥取ユニットセンター 大西一成

Pl -079 Effect of the geographic variation of temperature latency on the association between 

temperature and mortality in Japan 

Environmental Epidemiology Section, Center for Environmental Health Sciences, National 

Institute for Env1ronmental Studies, Japan Ng Chris Fook Sheng 

Pl-080 Adjusting for temperature confounding in multicity time-series studies of air pollutant: 

smoothness of predictor, lagged variable, and the selection of lag length 

Environmental Epidemiology Section, Center for Environmental Health Sciences, National 

institute for Environmental Studies, Japan Ng Chris Fook Sheng 

Pl-081 東日本大震災の被災地域住民における精神状態と握力の関連

東北大学大学院医学系研究科運動学分野 今井雪輝

Pl-082 原爆被爆者における胃がんへの放射線被曝影響の喫煙状況による違い

（公財）放射線影響研究所 疫学部 坂田 律

Pl-083 東日本大震災の前後の周産期に関する人口動態統計の分析

聖隷クリストファー大学看護学部／浜松医科大学健康社会医学講座 仲村秀子

Pl-084 Association of polymorphisms in NF-kBl, CD14, IL-6, IL-10, MCP-1, ICAM-1 and TNF-

and environmental factors in the progression of atherosclerosis 

Department of International Islands and Community Medicine, Kagoshima University 

Graduate School of Medical and Dental Sciences Kheradmand Motahare 
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Pl-085 東北メディカル・メガバンク事業：参加促進・阻害要因に関するインタビュー調査

東北大学東北メディカル・メガバンク機構／東北大学大学院医学系研究科 石黒真美

Pl-086 原爆胎内被爆者の死亡率と放射線リスク(1950-2008年）

（公財）放射線影響研究所疫学部 杉山裕美

Pl-087 東日本大震災における災害医療救援者の放射線被ばくに対する心配と精神的苦痛の関連

国立病院機構災害医療センター精神科／国立病院機構災害医療センター臨床研究部／

国立精神・神経医療研究センタートランスレーショナル・メディカルセンター／科学技術振興

機構 CREST 松岡豊

Pl-088 1日の食品群別摂取回数からみた東日本大震災被災者の食事パターンに関連する要因

国立健康・栄養研究所 西信雄

Pl-089 東日本大震災の医療救援者におけるオメガ 3系脂肪酸の PTSD症状に対する有効性の検討

国立病院機構災害医療センター精神科／国立病院機構災害医療センター臨床研究部／

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究／所科学技術振興機構 CREST
西大輔

Pl-090 原子力発電施設等放射線業務従事者の喫煙リスク

公益財団法人放射線影響協会放射線疫学調査センター 工 藤伸一

Pl-091 職業性ストレスモデルを用いた職場レベルのソーシャルキャピタルと血圧との関係

産業医科大学公衆衛生学教室 藤 野善久

Pl-092 地域における自殺関連行動と職業因子との関連

浜松医科大学健康社会医学講座 長谷川拓也

Pl-093 交代制勤務スケジュールが高血圧症および耐糖能異常症リスクに与える影響

産業医科大学医学部公衆衛生学 久保達彦

Pl-094 労働者の社会経済的指標間における健康問題の偏在：労働者大規模パネル調査(]-HOPE)
のベースライン調査結果

北里大学医学部公衆衛生学 堤明純

Pl-095 幼児用食物摂取頻度調査票(FFQs)作成のための基礎研究

独立行政法人国立環境研究所環境健康研究センター 佐藤ゆき

Pl-096 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル）追加調査『黄砂と子どもの健康調査』

の進捗報告

京都大学大学院医学研究科健康情報学 金谷久美子
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Pl-097 中学生の飲酒経験と地域環境要因

浜松医科大学医学部看護学科地域看護学講座／浜松医科大学医学部健康社会医学講座

水田明子

Pl-098 東北メディカル・メガバンク事業：地域子どもコホート事業の進捗について

東北大学東北メディカル・メガバンク機構 菊 谷昌浩

Pl-099 日本人小学生における体脂肪分布パターンと第二次性徴との関連：二重エネルギーX線吸

収法による検討

近畿大学医学部 公衆衛生学

Pl-100 中学生における食行動と腹部肥満の関係

昭和大学医学部公衆衛生学部門

Pl-101 日本人女性におけるニコチン依存度と子宮頚がんリスクとの関連

愛知県がんセンター研究所疫学・予防部

Pl-102 親の社会経済的要因と子の鵬蝕リスクとの関連：大阪母子保健研究

福岡大学医学部衛生・公衆衛生学

Pl-103 母乳中ダイオキシン類レベルの年次推移；1997年から 2011年までの観察

自治医科大学公衆衛生学

Pl-104 わが国小児の H砒'cobacterpylori陽性率と新規感染

愛知医科大学公衆衛生学

甲田勝康

落合裕隆

細野覚代

田中景子

上 原里程

上田純子

Pl-105 非妊娠時の体格を考慮した、妊娠中の喫煙が妊娠予後に与える影響の検討ー甲小M市母子保

健縦断調査から一

山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座 鈴木 孝太

Pl-106 温水洗浄便座使用の健康影響に関する研究早産との関連について

慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 朝倉敬子

Pl-107 エコチル調査における育児支援センターでの小児科医の役割に関する考察

横浜市立大学医学部小児科 川上ちひろ

Pl-108 日本人中高年者の食事パターンと高血圧症との関連

佐賀大学医学部社会医学講座予防医学分野 南里妃名子

Pl-109 日本人男性における飲酒による精神ストレスと食品・栄養素摂取量の交互作用：大規模横断研究

静岡県立大学食品栄養科学部 遠藤香
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Pl-110 所得による食やBMIの格差の地域間の差異

浜松医科大学健康社会医学講座 尾島 俊之

Pl-111 食パターンとメタボリック症候群およびインスリン抵抗性との関連：徳島県における断面調査

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部予防医学 有澤孝吉

Pl-112 住民健診受診者を対象とした血清Asymmetricdimethylarginine値と血清カロテノイド値との関連

藤田保健衛生大学大学院保健学研究科環境保健学 度會理佳

Pl-113 血清中の n-3系および n-6系多価不飽和脂肪酸濃度と認知機能との関連

独）国立長寿医療研究センター 予防開発部

Pl-114 国民健康・栄養調査結果の年次推移に協力率および人口の高齢化が与える影響

大塚礼

独立行政法人国立健康・栄養研究所 吉澤剛士

Pl-115 脂肪酸摂取量の生体指標としての血漿リン脂質脂肪酸組成：INTERMAP /INTERLIPID研究

滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門 宮川 尚子

Pl-116 大規模横断研究による慢性腎臓病 (CKD)リスクと食品・栄養素摂取との関連

静岡県立大学食品栄養科学部 栗木清 典

Pl-117 詳細型および簡易型食事歴法質問票を用いた日本人の食事由来全抗酸化能推定法の確立

およびその値の比較

東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学 児林聡美

Pl-118 判別分析による筋萎縮性側索硬化症の予後進展状況の予測に関する研究

愛知県立大学看護学部疫学 岡本 和士

Pl-119 臼蓋形成不全による変形性股関節症女性患者の生殖歴と診断時重症度との関連

大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学 乾未来

Pl-120 臼蓋形成不全による変形性股関節症患者の体重と診断時重症度との関連

大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学 大藤さとこ

Pl-121 運動継続の支援方法としての携帯電話の利用可能性

奈良県立医科大学地域健康医学教室 岡本希

Pl-122 臼蓋形成不全による変形性股関節症患者の疼痛と歩行能力に関連する因子

大阪市立大学大学院医学研究科 近藤亨子

Pl-123 IL-6遺伝子多型(C-634G)と骨密度との関連

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 中川 弘子
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Pl-124 パーキンソン病患者の非運動症状による摂食應下と QOLへの影響

山口大学医学研究科環境保健医学分野 韓 萌

Pl-125 ベーチェット病新規患者の 1年後の予後に関連する要因ー臨床調査個人票を用いて

順天堂大学医学部衛生学 黒沢美智子

Pl-126 ビタミン B6および葉酸の血中濃度と酸化的遺伝子損傷レベルとの関連

国立国際医療研究センター臨床研究センター疫学予防研究部 桑原恵介

Pl-127 痛風病因遺伝子ABCG2の解析による高尿酸血症の新規病態の解明

防衛医科大学校分子生体制御学 松尾 洋孝

Pl-128 PCR-CTPP法を用いたモルヒネ関連遺伝子多型の同定

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 田村高志

Pl-129 患者は正しく点眼を行なっているか？一緑内障点眼薬処方歴による記述疫学一

山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座 横道洋司

Pl-130 サイトカイン特に IL-6遺伝子多型と肝機能マーカーの関連性について J-MICCStudy 

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 杉本裕香

Pl-131 健常高齢者の生活習慣と記憶機能に関するコホート調査

京都大学大学院人間・環境学研究科認知科学分野

Pl-132 在宅療養におけるALS患者の礁下状況とALS機能評価スケールとの関連

椙山女学園大学看護学部

Pl-133 肥満高齢者に対するノルディックウォーキング・プログラムの有効性に関する研究

高田明美

石井英子

大阪大学全学教育推進機構 藤田和 樹

Pl-134 回復期リハビリテーション病床数に関連する要因

浜松医科大学健康社会医学講座／医療法人社 団 明 徳 会 協 立 十 全 病 院 浅川 仁

Pl-135 介護老人保健施設の看護・介護・リハビリテーション担当者による，入所高齢者のニーズ理解

の特性

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／星城大学リハビ

リテーション学部作業療法学専攻 大 浦 智子

Pl-136 地域在住高齢者におけるテレビ視聴時間の関連要因

東京医科大学 公衆衛生学講座
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◆ポスタ一発表(2) 場所：体育館 2013年 1月26日（土） 1 3:30"-" 14:30 

P2-001 埼玉県市町村国保加入者における平成20年度、 21年度、 22年度の特定健康診査成績の検討

埼玉県立大学 木下節子

P2-002 睡眠時間と高血圧，脂質異常症および高血糖との関連：茨城県健康研究

筑波大学大学院人間総合科学研究科／茨城県総合健診協会茨城県立健康プラザ

P2-003 地域住民における中心動脈圧と心電図左室肥大との関連(CIRCS)

大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学

P2-004 千葉県市原市における特定健診と連携した分子疫学コホート研究の構築

千葉県がんセンター研究所がんゲノムセンター

P2-005 -

P2-006 都市近郊住民における循環器疾患発症のリスクファクターの検討

大阪がん循環器病予防センター

P2-007 睡眠時間と HbAlcの関連：J-MICC Study (佐賀地区）

佐賀大学医学部社会医学講座予防医学分野

辻本健彦

雀仁哲

横井左奈

小野 優

大塚 康子

PZ-008 入学時健康診査における学生の身体計測値と生活習慣等との関連に関する横断研究

静岡県立大学短期大学部 一般教育等 那須恵子

PZ-009 わが国の疫学研究における2型糖尿病発症の定義と追跡方法：システマティックレビューによ

る検討

国立国際医療研究センター糖尿病研究センター糖尿病研究部 後藤 温

PZ-010 スクリーニング血糖値の上昇と脳血管疾患死，心疾患死，癌疾患死，総死亡との関連：JMS 

cohort study 

自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門 懸樋英一

P2-0ll 日本人勤労者における高感度 CRPと10年間の高血圧発症との関連

名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療学・公衆衛生学 上村 真由

P2-012 「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」における糖尿病患者の臨床像

東京大学医科学研究所公共政策研究分野 永井亜貴子

-31 -



P2-013 Mortality trends and risk factors of cardiovascular diseases: a comparison between Japanese 

and Chinese population 

Faculty of Medicine, University of Tsukuba WAGATSUMA Yukiko 

P2-014 血糖高値者における血中総・高分子アディポネクチンと循環器疾患発症に関するコホート

内症例対照研究

愛媛大学大学院医学系研究科健康科学・基礎看護学 斉 藤功

P2-015 高血圧症者を対象とした医師ー薬剤師協働による血圧管理における健康関連 QOLの評価

東京薬科大学薬学部薬学実務実習教育センター 戸張裕子

P2-016 動脈硬化検診における検診結果と運動による影響の関連研究

名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野／春日井市健康管理事業団

P2-017 保健医療評価指標を用いた日本における糖尿病管理の評価

東京大学大学院医学系研究科健康と人間の安全保障(AXA)寄付講座

P2-018 起立負荷に対する血圧脈拍および自律神経機能の変化について

大阪がん循環器病予防センター

P2-019 睡眠の質と家庭血圧との関連についての横断的検討：東温スタディ

愛媛大学大学院医学系研究科公衆衛生・健康医学

P2-020 ガム法による刺激時唾液分泌量・食行動と肥満度との関連：東温スタディ

愛媛大学大学院医学系研究科統合医科学

神谷真有美

池田奈由

梶浦貢

江口依里

丸山広達

P2-021 Descriptive study of NCO in recent 10 years in Mongolia 

Jichi Medical University ツォグゾルバータルエンフォュン

P2-022 南ブラジル日系永住者における肥満およびメタボリックシンドローム有所見割合

横浜市立大学大学院医学研究科疫学・公衆衛生学部門 水 嶋 春朔

P2-023 高血圧に対する肥満の寄与の年次推移：国民代表集団における検討

滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門

P2-024 地域住民におけるたんばく質の摂取状況と慢性腎臓病発症との関連

大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学

P2-025 あまみ島嶼地域における動脈硬化とストレスに関する研究

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター
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永井 雅人

久保佐智美

桑原和代



P2-026 果物（みかん類）の高頻度摂取が循環器疾患発症及び全死亡に及ぼす影響について

愛媛大学総合健康センター 岡田克俊

P2-027 日常身体活動量や運動習慣、海洋療法による動脈硬化要因及び医療費の改善に関する

研究

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学講座 嶋谷圭一

P2-028 皮膚症状と循環器疾患死亡との関連；JACC study 

大阪大学大学院医学系研究科医学専攻社会環境医学講座公衆衛生学教室西田陽子

P2-029 日本人の高血圧患者を対象とした脳卒中発症予測モデルの構築

京都大学医学部附属病院探索医療センター 手良向聡

P2-030 心血管疾患と脳血管疾患での死亡リスクモデルの違いと人口寄与危険率の検討：JACC 
study 

名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学 山下健太郎

P2-031 ゥッタイン登録による脳卒中関連心停止の季節変動と温度変化について

国立循環器病研究センター予防医学疫学情報部 西村邦宏

P2-032 糖尿病と閉塞性睡眠時無呼吸症候群の関連性及び方向性のメタ解析

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 内分泌代謝・糖尿病内科 藤原和哉

P2-033 ヘマトクリットとインスリン抵抗性ならびに無症候性脳血管障害との関連

京都大学大学院医学研究科ゲノム医学センター 田原康玄

P2-034 日本人2型糖尿病患者における食塩摂取と心血管疾患との関係：JDCS 

新潟大学医学部血液・内分泌・代謝内科学講座／筑波大学大学院人間総合科学研究科

内分泌代謝・糖尿病内科 堀川千嘉

P2-035 喫煙依存指標としての早朝喫煙時間の肺癌リスクに関する検討

愛知県がんセンター研究所疫学・予防部 福本紘一

P2-036 地域がん登録における原発部位不明のがんの疫学像

栃木県立がんセンター研究所疫学研究室 大木いずみ

P2-037 胃がん家族歴と胃がん死亡リスクの関連

大阪大学大学院医学系研究科 歌田真依

P2-038 院内がん登録全国集計を用いたがん患者受療動態の可視化に関する研究

大阪大学大学院医学系研究科 片山和子
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P2-039 局所進展型非小細胞肺癌において、同時併用化学放射線療法後の consolidation

chemotherapyは予後を改善するか？

名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センター 安藤昌彦

P2-040 Body mass index and weight change over adulthood was associated with mortality from liver 

cancer, JACC study 

Public Health, Department of Social and Environmental Medicine, Osaka University 

Graduate School of Medicine LI Yuanying 

P2-041 Dietary antioxidants may reduce the risk of lung cancer mortality: the Japan Collaborative 

Cohort Study 

Faculty of Medicine, University of Tsukuba MA Enbo 

P2-042 原爆被爆者集団における肺がん検診による死亡率減少効果

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科原爆後障害医療研究施設資料収集保存・解析部

横田賢一

P2-043 日本人男女における三大栄養素摂取と胆嚢・胆管がん発症との関連：the JACC Study 

Group 

獨協医科大学公衆衛生学 長尾匡則

P2-044 初産年齢と子宮内膜がん罹患リスクに関する前向きコホート研究：宮城県コホート研究

東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 菅 原 由美

P2-045 広島入市被爆者を対象とした悪性新生物による死亡リスクの解析

広島大学原爆放射線医科学研究所

P2-046 芳香族アミンは尿路系以外の部位でも発癌性を有する可能性がある

奈良県立医科大学地域健康医学教室

P2-047 10年コホート調査に基づく職業と部位別がん死亡の関係

大阪大学大学院医学系研究科

大谷敬子

冨 岡 公子

堅 山 遥菜

P2-048 H1Nlpdm(2009)流行時の予防行動と罹患に関する大規模調査からみた感染規模に関する

数理疫学的検討

広島大学大学院医歯薬保健学研究院疫学・疾病制御学

P2-049 伊賀市におけるピロリ菌除菌事業

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学

P2-050 ヘリコバクターピロリ感染における出生年の影響に関する検討

愛知県がんセンター研究所疫学・予防部
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佐藤友紀

杢野純一郎

渡邊美貴



P2-051 アフリカにおける「顧みられない熱帯病(NTD)」をはじめとする感染症に対する一括診断法

の開発について

長崎大学熱帯医学研究所生態疫学分野／長崎大学大学院国際健康開発研究科

金子 聰

P2-052 人間ドック受診データによる気流閉塞と喫煙歴についての検討

名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野 辻村尚子

P2-053 ケニア西部の小学生における寄生虫感染率とリスク要因の解析

長崎大学熱帯医学研究所 凪幸世

P2-054 ラオス人民民主共和国の小児および母親における B型肝炎の有病率調査

国立国際医療研究センター国際医療協力局 蜂 矢正彦

P2-055 ストレス対処行動と BMIとの関連：J-MICC Study (佐賀地区）

佐賀大学医学部社会医学講座予防医学分野 島ノ江千里

P2-056 1年後の抑うつの発症と継続における要因の違い一日本公務員研究一

富山大学医学薬学研究部保健医学 立瀬剛志

P2-057 仮設住宅居住者における心理的ストレスのリスク要因の検討

東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野 小山史穂子

P2-058 幼児期の社会的スキルの発達軌跡と広汎性発達障害との関係

山梨大学大学院 医学工学総合研究部 篠原亮次

P2-059 東アジアにおける絶望感と健康関連 QOL:日中韓のデータより

国立循環器病研究センター予防医学・疫学情報部 竹上 未紗

P2-060 自殺死亡の地域集積性：2010年人口動態統計を用いた記述疫学研究

自治医科大学公衆衛生学 坪井 聡

P2-061 インターネットパネル登録者における生活習慣と QOLの関連について

三重大学医学部附属病院疫学センター 神田浩路

P2-062 健康フェスティバル参加者の就寝時刻と睡眠時間に関する一考察

日本赤十字豊田大学看護学部 山田裕子

P2-063 大規模疫学研究に使用可能な拡張自閉症表現型質問紙の包括的な比較

名古屋市立大学病院臨床試験管理センター 西山 毅

P2-064 在日コリアン高齢者と日本人高齢者における社会経済的地位と健康との関連

太成学院大学 看護学部 文 鐘瞥
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P2-065 睡眠時間と精神的身体的健康度の U字型関係ー仕事・家庭・行動・睡眠の質の役割一

富山大学 関根道和

P2-066 喫煙習慣と帯状疱疹の発症との関連 ShouzuHerpes Zoster (SHEZ) Study 

大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学教室 伴淳子

P2-067 ケニア共和国における一括同時診断技術による HIV感染者の空間分布に関する解析

長崎大学熱帯医学研究所生態疫学分野 星友矩

P2-068 J型の用量反応関係を検討した疫学研究のメタアナリシス

国立保健医療科学院政策技術評価研究部 中尾裕之

P2-069 体脂肪分布パターンと糖尿病および心血管疾患のリスク要因との関連：二重エネルギーX線
吸収法による検討

近畿大学医学部公衆衛生学教室 冬梅

P2-070 国民生活基礎調査匿名データによる単独世帯と主観的健康観との関連一匿名データの
学術活用（第一報）一

滋賀医科大学社会医学講座医療統計学部門 村上義孝

P2-071 国民生活基礎調査匿名データによる単独世帯と内分泌代謝疾患通院との関連—匿名データ
の学術活用（第二報）ー

大阪医科大学看護学部公衆衛生看護学領域 月野木ルミ

P2-072 システマティックレビューとメタアナリシスの動向と Mindsにおける EBM普及啓発の取り組み

公益財団法人日本医療機能評価機構 EBM医療情報部 Minds/東京大学大学院総合

文化研究科 国際社会科学専攻相関社会科学コース

P2-073 健康保険の種別にみた大阪府民の生活習慣および健康意識等の相違

大阪大学大学院医学系研究科 社会環境医学講座 公衆衛生学

P2-074 「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」における追跡調査

理化学研究所 ゲノム医科学研究センター

P2-075 日本の診療ガイドライン作成動向に関する調査報告

畠山洋輔

寺 田 実奈

久保充明

公益財団法人日本医療機能評価機構 EBM医療情報部 Minds/東京大学大学院医学

系研究科社会医学専攻医療コミュニケーション学分野 奥 村 晃子

P2-076 携帯電話の通話に使用した耳側を尋ねる質問紙調査の妥当性

東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学第二講座
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清原康介



P2-077 東北メディカル・メガバンク事業：山元町における住民意識調査

東北大学東北メディカル・メガバンク機構 中谷 直樹

P2-078 東日本大震災発生前の握カレベルは震災発生後の心的外傷後ストレス障害と関連する：

仙台卸商研究

東北大学大学院工学研究科／東北大学大学院医工学研究科 門間 陽樹

P2-079 東北メディカル・メガバンク事業：地域住民コホートの進捗について

東北大学東北メディカル・メガバンク機構 賓澤篤

P2-080 東北メディカル・メガバンク事業（宮城）：三世代コホートの計画について

東北大学東北メディカル・メガバンク機構／東北大学大学院医学系研究科 目時弘仁

P2-081 喘息による救急受診と気象・大気汚染との関連性

京都大学医学研究科医療疫学 山崎 新

P2-082 東日本大震災が子どものメンタルヘルスに与える長期的影響に関する研究：パイロット調査

（独）国立成育医療研究センター こころの診療部 水木 理 恵

P2-083 今後の災害に備えた家庭での防災対策実施に対する東日本大震災前後の比較

浜松医科大学 地域医療学／浜松医科大学 健康社会医学 原岡智子

P2-084 3段階階層モデルで解析をする大気汚染コホート研究の例数設計と検出力計算

国立環境研究所環境健康研究センター 竹内文乃

P2-085 広島原爆被爆者の固形癌死亡危険度における被爆線量依存性と被爆距離依存性について

広島大学原爆放射線医科学研究所 大瀧慈

P2-086 東日本大震災後における非常食対応マニュアルと給食提供の早期再開との関連：仙台市

保育所の悉皆調査

東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 小暮真 奈

P2-087 宮城県石巻市津波被災地域における環境リスクおよび仮設住宅居住者の現状

酪農学園大学獣医学群 蒔田浩平

P2-088 長期残効型殺虫剤浸漬蚊帳の地域効果に関する検討

長崎大学熱帯底学研究所生態疫学分野 駒 澤 大佐

P2-089 非正規雇用者と正規雇用者のライフスタイル（特に結婚との関連）についての検討

浜松医科大学健康社会医学教室 西山 慶子
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P2-090 日本語版 Demand-Control-SupportQuestionnaire(DCSQ)の再現性、整合性と妥当性の

検討

藤田保健衛生大学医学部公衆衛生学 間瀬純治

P2-091 企業における睡眠・疲労状況の実態一健康フェスティバル開催を活用して一

日本赤十字豊田看護大学看護学部 福田由紀子

P2-092 同一企業における業務内容の差異と睡眠状況に関する考察

昧トヨタプロダクションエンジニアリング

P2-093 高血圧と糖尿病の家族歴は小児肥満のハイリスクとなる

公益財団法人 岩手県予防医学協会

吉岡美紀

斗成陽子

P2-094 小学校入学時の体格が、その後の身長の変化に与える影響の検討：マルチレベル解析

山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座 Zheng Wei 

P2-095 3歳児の睡眠に関連する、母親の妊娠時および児の要因の検討

山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座 溝呂木園子

P2-096 生活習慣の青少年(15"'18 歳）の肥満度の変化への関連—全国 5 高等学校における検討—

筑波大学医学群医学類 山本駿

P2-097 妊婦およびパートナーの学歴が妊娠予後に及ぼす影響

山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座

P2-098 中学生における起立性調節障害の発症に関連する要因の検討

山梨大学大学院医学工学総合研究部附属出生コホート研究センター

P2-099 児童•生徒の社会経済状態および朝食摂取と平日の学習時間の関連

浜松医科大学医学部健康社会医学

野田北斗

佐藤美理

野田龍也

P2-100 The effect of equine assisted therapy as an alternative treatment for children with cerebral 
palsy: A systematic review and meta-analysis 

Kitsato Clinical Research Center, Kitsato University School of Medicine 王 国琴

P2-101 中学生における情報機器使用と長期欠席者

島根大学医学部 公衆衛生学 藤田委由

P2-102 中学生における深夜外出と生活行動要因との関連

神戸市看護大学健康生活支援学領域地域・在宅看護学分野／浜松医科大学医学部

医学科健康社会医学講座 菊地慶子
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P2-103 幼児期のテレビ視聴時間と行動的問題の関連

岐阜大学大学院医学研究科疫学・予防医学

P2-104 幼児における尿中イソフラボン代謝物とアレルギー性鼻炎との関連

岐阜大学大学院医学系研究科疫学・予防医学分野

和田恵子

中村こず枝

P2-105 胎児期ダイオキシン類曝露が 3歳半の発達に及ぼす影響一「環境と子どもの健康に関する

北海道スタディ」

北海道大学 環境健康科学研究教育センター 池野多美子

P2-106 野菜の摂取頻度およびカロテン類摂取と前立腺癌罹患の関連ーJACCStudy-

茨城県立医療大学医科学センター 梅澤光政

P2-107 Inverse association between milk intake frequency and all-cause mortaliy in the JACC study 

Department of Public Health and Health System, Nagoya University Graduate School of 

Medicine Chaochen Wang 

P2-108 中学校・地域連携食育プログラム開発のための食と健康の調査結果報告

熊本県立大学環境共生学部食健康科学科 渡邊純子

P2-109 2日間の食事調査に基づく習慣的摂取量の年齢階級別推定法に関する検討

国立保健医療科学院研究課程／長野県立総合リハビリテーションセンター 小林 真琴

P2-110 飲酒関連問題を発生させないような、節度ある適度な飲酒量の検討

鳥取大学医学部環境予防医学分野

P2-111 骨密度と食生活の関係について

名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野

尾崎米厚

鈴木美奈

P2-112 本邦における小児の注意欠陥／多動性障害および広汎性発達障害に対する医薬品処方

東北大学東北メディカル・メガバンク機構／東北大学大学院医学系研究科／東北大学病院

小 原拓

P2-113 小学生および中学生への食育介入研究

大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学 山中珠美

P2-114 日本人女性におけるエクオール排泄状況と食事性因子との関連

岐阜大学大学院医学系研究科疫学・予防医学分野 辻美智子

P2-115 名古屋市、浜松市と静岡県西部・中部の茶産地を比較した緑茶摂取量の検討

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 福田奈 菜
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P2-116 ビタミン B群（ナイアシン、 B6、B12、葉酸）と大腸がん発症との関連(JACCStudy) 

大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学 丸山皆子

P2-117 痛風病因遺伝子 ABCG2の変異が血清尿酸値におよぼす影響

防衛歴科大学校分子生体制御学 中山昌喜

P2-118 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」における個人情報管理者の必要性

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学 浜島信之

P2-119 透析患者増加率マップと慢性腎臓疾患(CKD)との関連

愛知学泉大学家政学部管理栄養士専攻

P2-120 障害者歯科受診患者の骨密度と抜歯原因

岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター

柴 田清

森 貴幸

P2-121 地域在住者の血漿中メタボロームプロファイルの検討一鶴岡メタボロームコホートー

慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室／慶應義塾大学先端生命科学研究所

原 田成

P2-122 Distortion in representativeness in an epidemiological study in welfare research 

筑波大学医学医療系 TAKAHASHI HID ETO 

P2-123 Web調査を用いたオーラルヘルスリテラシーに関わる要因の検討

埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科口腔保健科学専攻 野 口有紀

P2-124 呼吸機能と骨密度および運動量の相関についての記述疫学

名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野 荒 井健介

P2-125 飲酒習慣及び喫煙習慣と骨密度の関連について

名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野 近 藤文

P2-126 人間ドックにおける細胞接着分子の分布と関連因子

名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野 細野晃弘

P2-127 骨密度と女性症状

名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野 岡京子

P2-128 人間ドックにおける萎縮性胃炎の分布と関連因子

名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野 鈴木貞夫

P2-129 黄砂時の自覚症状と金属アレルギーとの関連性

鳥取大学医学部病態制御外科／鳥取大学乾燥地研究センター 大谷渓二
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P2-130 高齢者における食品摂取、 BMIと所得、近隣商店との関連：JAGESプロジェクト

浜松医科大学健康社会医学 中村美詠子

P2-131 摂食・礁下障害者における症状と健康関連 QOLに関する検討

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学

P2-132 地域在宅高齢者における身体機能の 10年間の経年変化

東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム

P2-133 石川県内の各地域における高齢期の妻や親を介護する男性介護者の実態

石川県立看護大学地域・在宅・精神看護学講座

内藤真理子

谷口優

彦聖美

P2-134 地域高齢者における痛み症状と睡眠状況の関連およびそれらが主観的健康観に及ぼす影響

についての検討

高知大学医学部公衆衛生学 宮野伊知郎

P2-135 地域在住高齢者の日常生活動作(AOL)低下に影響を及ぼすうつ症状の検討

関西大学人間健康学部 広崎真弓
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特別発表抄録

特別講演 ～学会長講演～

本部企画シンポジウム

日本疫学会奨励賞受賞講演

シンポジウム (1)

シンポジウム (2)
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(SL-01) 

(HS-0 l --HS-04) 

(A W-0 1 , A W-02) 

(S 1-01--S 1-04) 

(S2-01 --S2-05) 





SL-01 

人一疫学一人

磯博康

第 23回日本疫学会学術総会 学会長

大阪大学医学系研究科社会環境医学講座 公衆衛生学

疫学は、多くの先人の間でその定義は多少異なるものがありますが、わたくしの理解で共通の概念を

まとめると、「人の集団での健康事象の多寡を観察し、その発生要因、促進 ・抑制要因を分析し、これら

の因子に介入することで、健康問題の解決を図る学問、そのための方法論を提供し、実践に結びつける

学問」と言えます。

換言すれば、疫学は、健康な人を含めた人々を対象として、人々によって組織的に進められる学問で

あり、「ポプレーション ・サイエンス」というべきものです。本講演のタイトルを「人一疫学一人」とし

た理由はここにあります。疫学は、主として細胞や動物の実験に基づく基礎医学や患者を対象とした狭

義の臨床医学とは、アプローチは異なるものながら、人類の健康水準の向上 ・増進を目的とする上で、

その目的は共通であり、互いに相補的に働く学問です。このことは、当然のことながら、疫学を学ぶ者、

研究を行う者、さらに予防活動や政策を立案 ・遂行する者にとって、常に念頭に置くべき基本理念です。

一言に疫学と 言っても、その対象分野は、ライフコースに沿って、母子、児童・学生、成人、老人の

ステージがあり、その周りに人々を取り巻く環境、学校、職場、社会があり、さらに人々の行動に影響

を及ぼす文化、教育、経済、産業、保健医療福祉等の社会制度があります。そして、それぞれの人生の

ステージ、環境、社会から起こるあ らゆる健康事象がその対象となります。

人が人の集団を対象として進める学問という性格上、 一般に多くの人的資源と時間が必要となります。

しかも、少子高齢化社会において、複雑化 ・多様化する健康問題に対処する必要性が高まっている現在、

疫学の知識、技術、経験を有する人材の育成の重要性がますます大きくなっています。全国の大学での

学部教育、公衆衛生分野の大学院、疫学会等の学術団体での総会 ・セミナー・ 若手の集いなどが、その

プラットフォームと言えますが、いまだ米国 ・英国等の疫学の教育先進国に比べると、その規模はいま

だ小さいのが現状です。

本学会総会のテーマである「疫学と東洋の知の形成」は、疫学の基本理念に基づいて、「西洋の知」に

加えて「東洋の知」を活用し、今後益々複雑化 ・多様化すると予想される健康問題に対処して解決する、

柔軟で包括的な知恵の形成を目指すものです。西洋の知は、個々の分析力に卓越したものがありますが、

東洋の知には、協調、統合、継続、循環の概念に基づく、包括力に強みがあります。

わたくしは、日本人において一つの病因（高血圧）によって起こる疾患としては最も多い脳血管疾患

に関して、地域での高血圧対策を中心とした脳血管疾患予防の実践とその効果の検証、脳血管疾患の危

険因子の研究、さらに虚血性心疾患、脂質異常、糖代謝異常を含めた生活習慣病の疫学研究と政策提言

に携わってきました。本講演では、それらの研究の概要と疫学研究を進める上での人材育成の取り組み

と将来展望について述べ、会員の皆さんが、今後個々にあるいは共同で、疫学の発展のために実践する

ことを考える機会としたいと思います。
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本部企画シンポジウム (HS)

本部企画シンポジウム

「公的統計の疫学研究への二次的利用について」

座長

祖父江友孝（大阪大学大学院医学系研究科 環境医学）

疫学研究を実施するにあたって公的統計を利用することは、研究の質の向上や研究費の効率的利用の

観点から積極的に推進すべきである。 日本疫学会では、 2008年より統計利用促進委員会を設置し、①日

本版 NDI (National Death Index) の創設、②政府統計の利活用の促進、③疫学データ ・アーカイブの設

立、④調査環境の改善、などを検討課題として活動してきた。

一方、新統計法が 2009年 4月に全面施行され、同法に基づいた「公的統計の整備に関する基本的な計

画」が閣議決定された。基本計画の方針の 1つとして「統計データの有効活用の推進」が掲げられ、委

託による統計の作成等の実施（オーダーメード集計）、匿名データの作成・提供を推進することとされた。

しかし、必ずしもこれらの二次的利用が進んでおらず、疫学研究者に対しても、これらの制度を周知し

て積極的な利用を推進する必要があると考えられた。そこで、 2011年 9月に、統計利用促進委員会と厚

労科研「厚生労働統計データの疫学研究への二次的利用と他のヘルスケアデータとの連携について」研

究班が共同して、日本疫学会会員に対して二次的利用制度についての資料を提示し周知を行うと共に、

「公的統計の疫学研究への二次的利用に関する調査」を行った。本調査結果は、学会ホームページに掲

載されている。

本シンポジウムでは、公的統計の二次的利用および疫学会アンケート結果について、統計利用促進委

員会委員の橋本修二先生（藤田保健衛生大学医学部衛生学講座）から報告していただいた後、公的統計

の二次的利用について、審査する立場から小貫正子先生（厚生労働省大臣官房統計情報部審査解析室）

に、申請する立場から片野田耕太先生（独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん

統計研究部）にお話いただく 。さらに、現在話題となっている個人情報保護に関する医療分野個別法に

ついて、山縣然太朗先生（山梨大学医学部社会医学講座）から紹介していただく予定である。

昨今、個人を単位とする疫学研究を悉皆的に行うことが、個人同意を前提にする限りほぼ不可能な状

況になりつつある。行政資料や公的統計を疫学研究に効率的に利用することで、無駄な研究費をかける

ことなく、質の高い研究を実施することが可能になる。本シンポジウムを通じて、疫学専門家における

公的統計利用に関する知識と理解が深まることを期待する。
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HS-01 

公的統計の二次的利用および疫学会アンケート結果について

橋本修二

藤田保健衛生大学医学部 衛生学講座

公的統計とは公的機関により作成された統計をいう（以下、統計）。多種多様な情報が収集され、人口

動態統計、患者調査、国民生活基礎調査、国民健康 ・栄養調査、医療施設調査、受療行動調査などの多

くの健康に関わる統計（保健統計）が作成されている。二次的利用とは本来の作成目的以外で統計を利

用することをいう 。疫学研究での利用目的として疾病発生の記述と要因の関連性評価が挙げられる。疾

病発生の記述での利用方法としては、疾病の有病率や死亡率についての対象者の属性別、年次推移や地

域分布の観察などがある。要因の関連性評価の利用方法としては、疾病と要因の状況についての集団単

位の相関分析や統計の詳しい解析など、あるいは、異なる統計間や研究と統計間のリンクを基礎とする

ことがある。

統計法が改正され、 2009年度から施行されている。「行政のため」から「社会の情報基盤」の統計へと

転換され、二次的利用の促進が規定された。二次的利用には次の形式がある。(1)公表された集計データ

の利用：報告書冊子またはホームページ (e-Stat) からファイルをダウンロード。(2)統計法 33条に基

づく個票データの利用：従前の目的外使用。(3)オーダーメード集計の利用：研究者が集計方法を指定し、

国の機関などが集計し、その集計結果表を受け取る。(4)匿名データの提供の利用：匿名化された個票情

報を国の機関などから提供され集計する。

「公的統計の疫学研究への二次的利用に関する調査」が、日本疫学会統計利用促進委員会と、平成 23

年度厚生労働科学研究費補助金による「厚生労働統計データの疫学研究への二次的利用と他のヘルスケ

アデータとの連携について」研究班により実施された。統計の疫学研究への二次的利用の現状と課題を

明らかにすることが目的である。日本疫学会会員 766人（電子メールアドレス公開者）を対象とし、 2011

年 9,...___,10月にインターネットを介して 547人 (71.6%) から回答を得た。統計法 33条に基づく個票デー

タについて、利用者の割合は 2007年の日本疫学会会員調査のそれと変わらなかったが、申請から許可ま

での期間は大幅に短縮していた。オーダーメード集計と匿名データの提供について、利用希望者の割合

は大きく、また、国民健康・栄養調査と国民生活基礎調査などの利用希望が多かった。

統計法の改正と統計の二次的利用の促進は疫学研究へ大きな恩恵をもたらしつつある。さらなる発展

に向けて、疫学分野からの主導を期待したい。

-48 -



HS-02 

公的統計の二次的利用についてー審査する立場から一

小貫正子

厚生労働省大臣官房統計情報部審査解析室

平成 19年 5月に全面改正され、平成 21年 4月から全面施行となった統計法（平成 19年法律第 53号。

以下「法」という 。）においては、統計データの一層の利活用を目的として、従前は調査票情報の目的

外利用とされていた、調査票情報の提供（法第 33条）に加えて、新たにオーダーメード集計（法第 34条）

及び匿名データの作成（法第 35条） ・提供（法第 36条）といった統計データの二次的利用制度が設け

られた。

これらの条文は全て「できる規定」となっており、 「その業務の遂行に支障のない範囲において」と

の記述もあるように、取り組みは各府省に委ねられているところであるが、運用については、各府省で

ばらつきが生じないようにするため、 「運用に関するガイドライン」 （総務省政策統括官（統計基準担

当）決定）が策定されている。各条文によって異なるが、利用目的はどうか。利用申出者の要件はどう

か。利用される事項はその目的に沿ったものとなっているか（不要な事項が含まれていないか）。また、

調査票情報等は適正な管理ができる環境下での利用となっているか。利用者においては守秘義務が確実

に遵守されると認められるか。などを主な観点とし、調査実施機関において提供の可否を判断している。

例えば、利用目的では、調査票情報の提供は、高度の公益性を有する場合に限定し、更に、統計の作

成及び統計的研究を目的とした場合に提供可能としているが、オーダーメード集計及び匿名データの提

供は、学術的研究 ・高等教育等を目的として、成果が公表されるなどの一定の要件を満たすことで提供

可能となる。利用申出者の要件では、調査票情報の提供においては、行政機関等その他これに準ずる者

とされ、学生（大学院生を含む）は原則不可であるのに対し、オーダーメード集計及び匿名データの提

供は、 一般からの求めに応ずるとされており、大学院生（学部生であっても指導教員の指導の下での利

用であれば可）は利用可としている。また、この 2つのサービス提供に関しては、詳細な集計様式、分

析出力様式等は不要であるなど、利用申出にあたり留意すべき点等について報告したい。

現在、制度の創設から約 3年を経て、各府省のオーダーメード集計及び匿名データの提供に係るメニ

ューは徐々に増えていること、また、利用目的と必要要件を満たせば、民間企業においてもこの 2つの

サービスを利用することが可能であることなどを周知するため、総務省政策統括官（統計基準担当）及

び各府省のホームページやパンフレットによる広報、各種学会での発表等を通じて、二次的利用の拡大

に向けた取り組みを行っているところである。

今回、統計調査の二次的利用について、報告の機会を頂戴したことに感謝いたしたい。

-49 -



HS-03 

公的統計の二次的利用について一申請する立場から一

片野田耕太

独立行政法人国立がん研究センター がん対策情報センター がん統計研究部

疫学研究において、公的統計は利用しやすいのだろうか。またどのように利用すべきなのだろうか。

この 2点について自身の経験を交えながら考察を加えてみたい。

平成 21年から施行された改正統計法の下で、公的統計データを利用する際の選択肢が増えた。研究者、

あるいは大学などの教育関係者が利用できる枠組みは以下の 4つである。

①公表データ

②調査票情報の提供（いわゆる目的外使用）

③オーダーメイド集計

④匿名データの作成 ・提供

①は新統計法が施行される前から利用できたが、近年になって、

e-Stat 政府統計の総合窓口 (http://www.e-stat. go. jp/SGl/estat/eStatTopPortal. do) 

でデータをダウンロードすることが可能となり、利用できるデータの範囲が大きく広がった。以前は「保

管統計表」として紙媒体でしか利用できなかったデータ、例えば人口動態統計の死亡数のうち、都道府

県別 ・年齢 5歳階級別 ・死因簡単分類別の死亡数などがウェブ上で、しかも csvファイルで利用できる

ようになった。

②、③、④は公表データ以外の利用を申請するもので、データの細かさで言うと③のオーダーメイド

集計が最も粗く、②の調査票情報が最も細かい（つまり個票データに近い）。逆に②の調査情報は利用の

ハードルが最も高く、③のオーダーメイド集計はハードルが低い。例えば、②の調査票情報の申請を行

うためには文部科研や厚労科研などの公的研究費の裏づけが必要であるが、③あるいは④では必ずしも

その必要はない。

②の調査票情報の提供は、従来「目的外使用」と呼ばれていた枠組みで、長く疫学研究者の悩みの種

だったものである。疫学のイロハを全く知らない審査担当者と、禅問答のようなやり取りを延々繰り返

した経験のある方も多いだろう 。この状況は改正統計法の下で幾分改善された。例えば平成 24年度に「医

療施設調査」と「患者調査」の提供申し出を行った例では、事前審査開始からデータ受領まで約 3ヶ月

で、うち厚生労働省の担当者側の反応を待っていた期間は約 1ヶ月にすぎなかった。また、指摘された

修正箇所も技術上の問題でリーズナプルなものだった。

データ利用が容易になったことと、データに利用価値があるかは別問題である。公的統計の調査項目

には、政策課題の検討を目的に設けられたものもあれば、昔から慣例的に使い続けられてきたものもあ
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る。データを申請してみて初めて使いにくいことがわかったり、集計してみて初めてデータの偏りがわ

かったりすることもある。もし、現在の公的統計に実用性が乏しい調査項目が残っているとすれば、デ

ータの利用者と設計者の意思疎通がうまく機能していないということだろう 。公的調査は、調査の設計、

実施、集計、政策利用までを一通り行って、そこで得られた知見を設計にフィードバックしてその有用

性を高めていくべきものである。このサイクルは、調査主体である行政と、データの利用者である研究

者、教育者、実務者などが、互いに情報を共有し、知恵を出し合うことで初めて実現可能となる。新し

い統計法の下でデータ利用の選択肢が広がったことは、フィードバックを求める行政（ひいては国民）

の意思表示とも受け取れる。今度はデータの利用者側がボールを投げ返す番だと言えるだろう 。
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HS-04 

個人情報保護・医療分野個別法について

山縣然太朗

山梨大学医学部 社会医学講座

厚生労働省は「社会保障分野サブワーキンググループ」及び「医療機関等における個人情報保護のあ

り方に関する検討会」の報告書を 2012年 9月 12日に公表した。筆者は合同開催の会議で意見を述べる

機会があった。その経験から本件の経緯と疫学研究との関連について概説する。

I . 医療等分野での情報の利活用と保護のための環境整備の基本的な考え方

「マイナンバー法案」とは別に、医療・介護等の分野では独自に個別法を作ることとされた。検討事

項として、①医療等の分野のみで用いられる番号のあり方、②医療等分野の異なる機関間での仕組みの

導入、③個人情報保護法第 6条に基づく格別の措置としての利用と保護のルールの整備が挙げられた。

II. 医療等情報の利活用と保護に関する法制に盛り込むべき事項について

検言寸する事項として、①情報の取得・活用での目的明示• 本人同意のあり方、②安全管理措置、 ③罰

則のあり方、 ④主務大臣・第三者機関の関与の仕組み、 ⑤医療等に関する個人情報の範囲、 ⑥死者の情

報の取扱、⑦安全に匿名化等された情報の取扱、⑧小規模事業者に従事する者への適用、⑨医療等の個

人情報を取り扱う主体に共通するルール、⑩適用除外に関する考え方である。

III. 安全で効率的な情報の利活用を可能とする情報連携基盤の整備について

マイナンバーとは異なる、医療等分野でのみ使える番号や安全で分散的な情報連携の基盤を設ける必

要があるが、残された論点が多く、詳細な仕組みや利用場面を具体的なわかりやすい形で提示して検討

する必要があるとした。

N. 疫学研究との関わりと課題

医療記録、健診記録、介護サービス情報などの個人情報の IDが統一されることは疫学研究の精度と

効率を向上させ、経費の面でもメリットが大きい。一方で、次のような点が懸念される。ひとつには疫

学研究の倫理指針に基づいて取得された ICにより得た情報とそれを含むデータセットも個別法の対象

となるならば、個別法による管理や罰則と研究の ICとの整合性をどのようにするのかという問題がで

てくる。ふたつめは罰則規定についてである。この罰則規定が研究の委縮につながる可能性はないか。

検討会の議論の中でも罰則規定についてば澳重論があった。

上記はいずれも憲法で保障された学問の自由にも関わる問題でもある。

個人の健康情報は個人の利益のため（個益）と同時に、医学研究により家族や同世代の治療や次世代

の治療向上のため（公益）の 2面性がある。これを国民が十分に理解し、個人の健康情報が医学研究に

活用されることを積極的に支持してくれることを希望する。同時に、それを付託される研究者は国民の

信頼を裏切ることなく、研究を推進し、その期待に応えるという重大な使命を担っている。本個別法の

行方はわが国の医学研究のあり方に重大な岐路となる。
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AW-01 

がんに影響を及ぼす心理社会的要因の検討

中谷直樹

東北大学 東北メ ディカル・メガバンク機構 予防医学・ 疫学部門

【はじめに】現代社会においてストレスは増加する一方であり、「こころの健康」への関心が高まってい

る。近年、心理社会的要因の 1つである抑うつと死亡リスクに関するメタアナリシスにおいて、抑うつ

「あり群」の死亡リスクは「なし群」に比し 81%上昇したと報告されている。また、心理社会的要因の死

亡リスクのみならずがん発症／生存に与える影響への関心が高く、現在まで多くの研究が行われている。

がんの発症や進展に関連すると考えられている心理的特徴は、 (a) 情動表現の抑制及び強い情動反応

の否定、 (b) ストレスにうまく対処できないこと及び絶望感や無力感といったあきらめの反応であり、

タイプ Cパーソナリティと呼ばれている。 しかし、現在までタイプ Cパーソナリティとがん発症や予後

に関する一致した結果は得られていなかった。

一方、がん対策基本法に基づくがん対策推進基本計画で、がん患者のみならずその家族の様々な苦痛が

指摘され、その軽減が目標にあげられている。 しかし、世界的にもがん患者の家族の健康影響を検討し

た疫学調査は少ない現状にある。これまで演者は、心理社会的要因とがん発症／生存の関連、及びがん患

者のパートナーの健康影響について検討してきたので報告する。

【パーソナリティとがん発症リスク＝関連なし】宮城県内 14町村に居住する 40歳から 64歳の男女

(29, 606人）に対する 7年間の追跡調査の結果、 パーソナリティ指標とがん発症リスクとの関連はなかっ

た 1。一方、神経症傾向とがん発症リスクに関して、先行研究（後ろ向きデザイン、前向きデザイン）の

結果を因果の逆転により説明できることが示された 1。また、スウェーデン ・フィンランドの双生児男女

59,548人を対象とした 30年間の追跡調査の結果、両者の関連が示されなかった 臼

【パーソナリティとがん予後＝関連なし】上記研究 1,2一般地域住民を対象とした研究において、パー

ソナリティとがん予後の影響は示されなかった 3,4。また、デンマークの 6つのコホートを集めた研究に

おいてもパーソナリティとがん予後の関連は示されなかった 又 また、国立がん研究センター東病院肺が

ん患者におけるデータを用いた研究において、抑うつとがん予後の関連は示されず 6,7、両者の関連にお

いて、臨床症状が重大な交絡要因となっていることが示された¥

【がん患者の配偶者における健康影響＝うつ病リスクが増大する 】

デンマークの 100万人超の男性に焦点を当て、乳がん患者の男性パートナーのうつ病リスクを検証した

ところ、うつ病リスクが約 40%増大した 凡一方、がん患者の男性パートナーの死亡リスクについては、

そのリスク上昇が 3%と小さいものであり、臨床的意義は大きくなかった 匁
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【まとめ】演者の研究結果などから、心理社会的要因ががん発症／予後に及ぼす影響はない、あるいはあ

ったとしても小さいということが世界的知見となっている。一方、がん患者の家族に対する健康影響は

今後のがん疫学研究の重要な課題になると考える。

【謝辞】

これまでご指導を賜りました東北大学名誉教授久道茂先生、同教授辻 一郎先生、同教授福土

審先生、同教授栗山進一先生、同教授 賽澤篤先生、山形さくら町病院医師坪野吉孝先生、岡山

大学教授 内富庸介先生、 DanishCancer Center, Prof. Christoffer Johansen先生をはじめとする共

同研究者の先生方、並びに研究にご協力いただきました方々 、これまで所属した研究室の皆様に心より

感謝申し上げます。
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AW-02 

日本における循環器疾患の大規模コホート統合データベースの構築と解析

村上義孝

滋賀医科大学社会医学講座 医療統計学部門

1. コホート統合データベースの到来

本格的な情報化社会を迎え巨大データベース運用が現実となった今、 Meta-analysiswith Individual 

Participant (patient) Data (IPD), Pooled Analysis (統合データ解析）という手法を用いた研究が欧

米を中心に展開されている。このメタアナリシス手法は従来の論文公表データでなく、実際の個人単位

データを収集・統合しデータ解析するという点に特徴があり、 ProspectiveStudies Collaborations (PSC), 

Emerging Risk Factors Collaborations (ERFC), アジア太平洋地域の AsiaPacific Cohort Studies 

Collaborations (APCSC) (1,2, 3)などが有名である。 この世界的潮流を追う形で、わが国でも Japan

Arteriosclerosis Longitudinal Study (JALS), EPOCH-JAPAN (Evidence for Cardiovascular Prevention 

from Observational Cohorts in Japan (EPOCH-JAPAN)などが企画 ・運営され、アジア発のエビデンスが

発信されている。

2. EPOCH-JAPAN 

EPOCH-JAPANは 2005年に厚生労働省研究班（研究代表者：上島弘嗣）として出発した大規模コホート共

同研究である。コホート研究の選定基準は、基本健康診査項目を有する、 10年前後の追跡期間、対象者

が千人以上の 3点とし、全国各地から 13つの参加コホートが選択された。総対象者数は総死亡をエンド

ポイントにしたデータベースでは 188,321人、循環器をエンドポイントとしたデータベースは 90,528人

と、循環器疫学データベースではアジア有数の規模を誇る。この膨大な対象者数という利点を生かし、

通常の研究規模では検討が難しかった詳細カテゴリによる分析が実施された。 日本人集団における血圧

と総死亡との関連 (4)では、年齢カテゴリを詳細にすることで、血圧上昇による総死亡の連続的な増加

が 40歳代から 80歳代に至るまで明瞭に示された。また喫煙による人口寄与危険割合と年齢過剰死亡者

数の推計(5)では、喫煙による年間過剰死亡数について年齢階級別推計を実施した。循環器死亡データベ

ースでも同様に、血圧 (6)、喫煙(7)、総コレステロール(8)、腎機能(9)など重要危険因子の成果が発信

されている。

3. EPOCH-JAPANのこれから

EPOCH-JAPANは厚生労働省研究班（研究代表者 ：岡村智教）として現在も継続中で、参加コホートのエン

ドポイント情報の更新および新規コホート参加など、データベースの拡充・拡大を進めている。また今

までの研究成果が健康日本 21(第二次）報告書に引用されるなど、公衆衛生で活用されている。通常危険

因子の国民啓発には平均余命 (10)などが頻用されるが、生涯リスク、集団寄与危険割合など他の疫学指

標活用への期待は大きい。これら疫学指標を年齢カテゴリ別に算出し安定した形で提供するには、大規

模統合データベースは不可欠である。統合データ解析とは、多様な個性をもつコホート研究自体の特性
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を生かしつつ、緩やかな統合によって科学的な結論を導く方法論と実践であり、それら 2つを両輪に今

後とも発展していくことを期待したい。
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シンポジウム 1(S 1) 

Symposium (1) 
"Epidemiological studies with eastern wisdom to solve complicated public 
health problems in Asia" 

Organizers and co-chairs of the symposium 

Hiroyasu ISO (Graduate School of Medicine Osaka University) 

Yong-hua Hu (Peking University) 

Public health had started based on western models of medical and public health system. However, public health 

problems are outcomes of prevailing system, eastern models based on Asian system are essential for problem 

solving. Especially, eastern wisdom seeks harmony with environment and diverse societies, and emphasizes 

sustainability. 

To seek better health in changing public systems or communities in Asia, epidemiological approaches to 

evaluate health burdens and related factors and to develop effective interventions and policies are very important. 

They are expected to solve complicated health problems and health disparities in society with population aging by 

using advanced skills, knowledge and traditional wisdom from Eastern world. 

Japan has the highest life expectancy in the entire world, a ranking which it achieved very quickly over a short 

time span. As such, it has significant evidence and implications on epidemiological approaches to share usefully 

with Korea and China. Korea and Japan share similar medical insurance and pension systems. China is an area 

widely recognized area for its dramatic demographic changes. 

The present symposium is to exchange the information on epidemiology of health problems in the three Asian 

countries and to share potential interventions and policies for better health. That would stimulate the members of 

Japan Epidemiology Association to develop eastern wisdom in Epidemiology for better health in Asia and in the 

whole world. 
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Sl-01 

Risk System Epidemiology (?) 

Domyung Paek 
Seoul National University, School of Public Health 

In conventional epidemiology, risk factors have been measured and analyzed in regard to health status, most often 

cross-sectionally. With this epidemiologic approach, we have solved many acute problems, such as communicable 

diseases and traffic accidents. However, when the time scale of development for disease or accident gets prolonged, 

and multiple risk factors get involved, it is often not clear or straightforward to find simple answers to the problem. 

Conflicting results have been obtained, and even causality has been denied upon intervention trials. Furthermore, 

we often observe emergent effects that cannot be expected simply based on conventional epidemiologic findings. 

We need a new approach to overcome or compensate the conventional reductionist viewpoint. To have more 

holistic approach,'risk system epidemiology (?)'can be an alternative. Here, system is a concept, easy to define but 

difficult to measure. One of the key characteristics of system is that (risk) factors are connected with each other to 

form a coherent system and these connections can be stable as well as dynamic to preserve the whole system. How 

we can capture these connections as a whole can be a key to introduce risk system epidemiology. 

As we often resort to stories to understand long histories of enormous time scale, stories of risk factor relationships 

may be needed to characterize the risk system, especially of chronic nature. In conventional epidemiology, such 

stories were also employed as healthy worker effects or recall biases, even in very simple format. We may need 

more complete form of story such that why, who, what, how, where and when can be identified and quantified. In a 

system, risk factors are defined by their relationships with other factors such as productions, protections, or 

predictions. These other factors are controlled by many different roles of a system, and analysis of roles in terms of 

why, who, what, how, where, and when of the most compelling story can be a viable approach for risk system 

epidemiology. 

Here, as an example of the risk system story, how asbestos risk has been treated by our system over years can be 

examined. Asbestos as carcinogen has emerged from no concept of asbestos hazards, through asbestos hazards 

possible, hazardous asbestos to be regulated, carcinogenic asbestos to be controlled, and finally to carcinogen 

asbestos to be replaced. Differences in risk conception will result in differences in how risks are dealt by production, 

protection, and prediction roles, and analysis of these differences in roles may be able to explain differences in 

conventional risk factor epidemiology, especially in developing countries. 
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Sl-02 

Health Management in China 

---A New discipline and profession for the control of Non-communicable diseases 

Peiyu WANG 

Professor, Peking University School of Public Health 
Beijing 100191, China 

(wpeiyu2008@yahoo.cn) 

During the past 30 years, Non-communicable diseases (NCD) showed a continually rising and reached a rather high 

level: the prevalence of hypertension is over 30%, that of diabetes mellitus is about 10%, some major risk factor, 

such as overweight and obesity arrived 40%. NCD, together with the environment pollution and health care system 

reform, has becomes 3 major public health problems in China. 

In health care organization of China, there are 3 systems: hospital system, CDC (center for disease control of 

prevention) system and maternal health care system. The key for control of NCD is control of risk factors, but 

there is no substantial institute or profession for management or control of the risk factors. Therefore, the health 

management came to the world from 2005 as a new discipline, profession and counter-measure for NCD. Several 

years has passed since its birth. It brought some hopes and innovation or creation to the disease control, also caused 

some confusions. Here, I would like to introduce its theory, method or content as well as its practice in the real 

world of China. 

Academically, health management mainly uses the ideas and methods of epidemiology, health promotion, nutrition 

and clinical medicine (health examination) to management the health risk factors and achieve the better health. It 

contains 4 major contents: 1) to collect the health data by questionnaire, interview and physical checkup; 2) to 

assess and predict the health risk (the probability of disease; 3) to manage and intervention the health (nutrition, 

physical activities, mental health consultation, smoking and drinking); 4) to give instruction and guidance for the 

further medical examinations for the people who need. Health management uses the data from cohort studies and 

checkup to establish the statistical model to assess the health risk. This will greatly improve the effect of health 

education. The final goal is to effectively manage lifestyles or healthy behaviors. The profession (health 

management specialist) was approved by Chinese government in 2005. Currently, about 3000 specialist obtained 

the professional qualification certificate. They mainly works in physical checkup department of hospital, 

community health centers, Health Insurance Company, Health Management Company and of health management 

department in some big enterprises or institutes. Now there are over 3000 private Health Management Companies 

in China and its number is still increasing at high speed. The service is usually chargeable business, not public 

welfare. 
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In the intervention and management of health, we use not only the methods of epidemiology, health promotion and 

nutrition, but also some Asian wisdom or culture, such as traditional Chinese medicine, Tai Chi (shadowboxing) 

and Yoga therapy. In the case of mental health consultation, some philosophy ideas of Confucianism, Taoism and 

Buddhism showed very good effects. Now mental stress which comes from living, working as well as disparities in 

social life plays an important role in chronic diseases. Confucianism, Taoism and Buddhism are very useful in 

regulating the human relationship and social harmony. 

In several year practices, the health management has showed its big potential as well as good benefits for health 

surveillance and health protection. On the other hand, its development is not agreed with the relevant policies. 

There were no special positions for health management specialist in corresponding institute (e.g., community 

hospital). They could not obtain preferential treatment even they have the professional qualification certificate. 

They are trying to find out a sustainable and applied way to do the health management as well as appeal for 

relevant policy. Moreover, from the academic view, it is still at an immature and unskilled stage. The discipline 

needs very much to develop its capacity and improve its level. However, it is a valuable try in solving the 

complicated problem of public health. 
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Sl-03 

Evolution and integration of Large-Scale Cohort Studies on Cancer in Asia: 

The Asia Cohort Consortium 

Manami Inoue 

AXA Department of Health and Human Security, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo; 
Epidemiology and Prevention Division, Research Center for Cancer Prevention and Screening, National Cancer 
Center 

Chronic diseases are increasing worldwide, and Asian countries face a growing disease burden and the 

many important health challenges. The patterns and causes of disease differ among populations, in particular, much 

remains unknown about the causes of disease in Asians, who account for a substantial portion of the global 

population. Against this background, large-scale cohort studies are essential in investigating genes, environment, 

and gene-environment interactions as causes of disease. These efforts require a sufficiently large cohort or 

population laboratory for understanding the roles of genetic variation, environmental exposure, and interactions 

between them. 

The Asia Cohort Consortium (ACC) is a large consortium of cohort studies in Asian countries, with 

approximately 50 active members from Bangladesh, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, 

Thailand, etc., as well as collaborators in the United States and elsewhere. The ACC seeks to understand the 

relationship between genetics, environmental exposures, and the etiology of disease through the establishment of a 

cohort, or population laboratory, of at least 1 million healthy individuals across Asia who will be followed over 

time to various disease endpoints, including cancer. 

The ACC was first proposed in November 2004 at a meeting in Korea co-chaired by John Potter (US) and 

Daehee Kang (Korea). The meeting identified the need to establish a large consortium of cohorts, with the aim that 

it 1) serve as a platform for cross-cohort collaborative projects and combined analysis, and 2) act as an incubator 

for new cohorts. A steering committee established at the second meeting in 2005 included principal investigators 

from various cohort studies in each participating country. 

One strategy for the first aim is to combine existing cohorts, which will achieve the desired results more 

quickly, more cheaply, and with similar scientific validity. Many ACC members who are also principal investigators 

of previously established cohorts are collaborating on a study focused on body mass index (BMI) and all causes 

and major causes of mortality in Asian populations. The cross-cohort collaborative project, BMI in Asian 

populations, has yielded 4 articles to date. 

With regard to the second aim, new cohorts have been funded as part of the consortium and begun 

operations in Korea, Malaysia, Singapore, and Taiwan. Cohorts in other countries are under development. 

Instruments and protocols among Consortium members are shared via a password-accessible website, and 

discussion among working group members takes place through occasional separate meetings and communications. 
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The ACC Coordinating Center has been established at the Fred Hutchinson Cancer Research Center (US) 

to provide support for scientific collaboration, coordination and communication, data operations, and statistical 

consultation. Investigators meet on a biannual basis to report on the progress of their respective country's cohort, 

discuss issues relevant to the development of common protocol guidelines, and prepare for collaborative projects. 

To address and resolve the issues of harmonization across different cohort studies, working groups were established 

in the areas of diet and nutrition, obesity and physical activity, occupation and enviromnent, tobacco smoking and 

alcohol drinking, family history and genetics, as well as biospecimens and sample collection, data collection and 

management, and follow-up and endpoint ascertaimnent. 

Many challenges remain for the ACC, including harmonization of data from previously established 

cohorts, standardization and harmonization of new cohorts, ethical and legal issues in international studies, and 

obtaining constant funding. 
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Asia Cohort Consortium website: http://www.asiacohort.org/ 
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Boffetta P, et al. Body mass index and diabetes in Asia: a cross-sectional pooled analysis of 900,000 individuals in 

the Asia cohort consortium. PLoS One. 2011;6(6):el9930. 

Lin Y, et al. Association of body mass index and risk of death from pancreas cancer in Asians: findings from the 
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Sl-04 

Making Evidences for Cardiovascular Prevention of Asian People 

Katsuyuki Miura 

Professor, Department of Health Science, Shiga University of Medical Science 

Cardiovascular diseases (CVD) have become the world-wide epidemic in the 20th century; 

however, it was known that the contents of CVD were totally different between Western countries 

and Eastern countries. In the middle of the 20th century, coronary artery disease (CAD) raged in 

Western countries especially in northern part of Europe and America, whereas stroke did in Eastern 

countries especially in East Asian countries. This phenomenon was first known by mortality 

statistics data, but it was confirmed also by incidence rate data from the WHO-MONICA Project. 

To reveal the determinants of this big difference in CVD composition, the Seven Countries 

Study was conducted in 1950's. The study clarified that very high CAD mortality in Finland and 

very low CAD mortality in Japan were mainly explained by a large difference in serum cholesterol 

level, which was due to a difference in saturated fatty acid intake among countries. Another 

land-mark international study was the NI-HON-SAN Study showing that Japanese immigrants to 

the United States, who were exposed to Western lifestyle, got higher CAD mortality and lower stroke 

mortality compared with Japanese living in Japan. 

In 1950's, Dr. Dahl suggested in an ecological study that higher salt intake is related to higher 

prevalence of hypertension among populations; the study showed very high salt intake (>25 g/day) in 

northern Japan where stroke mortality was very high. To investigate the relationship between salt 

intake and blood pressure by highly standardized methods, the INTERSALT was performed in 52 

populations from 32 countries in 1980's. In the INTERSALT, salt intake evaluated by 24-hour 

urinary sodium excretion was higher in East Asian countries (China, Korea, and Japan), which was 

related to higher blood pressure, and therefore to higher stroke mortality. 

The INTERMAP (International Study of Macro-Micro-nutrients and Blood Pressure) is an 

international cooperative study in China, Japan, UK, and USA, where highly standardized in-depth 

4-timed 24-hour dietary recalls were performed. Detailed comparison in nutrients intake between 

East (China and Japan) and West (UK and USA) in late 1990's showed higher salt intake, higher 

sodium/potassium ratio, lower intake of total fat, saturated fat, trans fat, sugar, calcium, and lower 

total energy in Eastern countries. These nutritional characteristics are largely related to Asian 

dietary pattern with rice as the staple diet. Some of these characteristics are favorable, while 
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others unfavorable for CVD prevention; therefore, establishment of healthy Asian dietary pattern is 

needed. 

While large-scale meta-analyses of cohort studies on CVD risk factors have been done mainly 

using Western populations, such meta-analyses in Asian populations are needed where stroke is 

dominant among CVDs. Asia Pacific Cohort Studies Collaboration {APCSC) is a meta-analysis of 

cohort studies from 9 countries in Asia Pacific region. One of its findings was that, although CAD 

mortality and morbidity is lower in Asian countries, the relative risk of CAD by higher serum 

cholesterol was similar among Asian countries and Australia-New Zealand. 

A recent international study on subclinical atherosclerosis in younger generations of Korean, 

Japanese, Japanese-American, and US Whites named the ERA-JUMP showed that coronary 

atherosclerosis was progressed in Japanese-American rather than US Whites, suggesting that Asian 

people have high potential to be atherosclerotic. Several recent descriptive data indicated an 

increasing trend in CAD incidence in Asian countries. Asian countries should establish strategies 

to prevent CAD increase and to decrease stroke through healthy lifestyle for Asian people. 
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シンポジウム 2 (S2) 

シンポジウム (2)

「超高齢社会における疫学の新しい展開l

座長

安村誠司（福島県立医科大学医学部公衆衛生学）

中村好ー（自治医科大学公衆衛生学）

日本における高齢化の進行は世界に例がなく、 2011(平成 23)年の高齢化率（全人口に占める 65歳以

上の高齢者の割合）は、 23.3%(2,975/12, 780万人） (2012年 10月 1日）であり 、他の先進諸国よりも

高齢化しており、世界一高齢化した国であると言っても過言ではない。特に、高齢化の速度が他の先進

諸国と比較にならないほど速く、このような人口構造の急速な変化に制度的な対応を迫られている。そ

の一例が、医療制度改革や介護保険制度の導入であろう。ここではその詳細な説明は省略するが、いず

れも高齢化に対応したものであることは周知の事実である 。 これら国の保健 ・ 医療 • 福祉などの制度改

革にどれほど疫学、疫学者、日本疫学会が貢献しただろうか。一定の役割を演じたことは間違いないが、

残念ながら、疫学で得られたエビデンスが大いに活用されたとは必ずしも言い難い。

日本疫学会が設立した 1991 (平成 3)年の高齢化率は、 12.6%(1, 558/12,404万人）であり、約 20年

で、高齢者の人口は約 2倍となったことがわかる。 日本疫学会学術総会においては、設立当初は、循環

器疾患やがん、難病など疾病を対象とした疫学の成果や手法、課題等のシンポジウムなどの企画が多か

った。「（超）高齢社会」、「高齢化」をタイトルとしたシンポジウムが企画されたのは本学術総会が初め

てではないかと思われる。このことは、「超高齢社会」、「高齢化」が、社会的な課題としては重要である

ことの認識はあっても、疫学における相対的な位置づけがあまり高くなかったことに起因しているので

あろう 。また、これらの課題に取り組む疫学研究者が少なかったこともその理由の一つであろう。

本シンポジウムでは、この分野で活躍されている研究者にそれぞれの専門領域における現在までに明

らかにされている到達水準と、今後の課題について報告頂きたいと考えている。総合討論においては、

今回取り上げられなかった課題で、今後取り組むべきものとしてどのようなことがあるのかについても

議論したい。

• 安田誠史氏には、高齢者の自立支援と介護予防について、

• 藤原佳典氏には、高齢者の社会参加、社会貢献について、

・伊木雅之氏には、高齢者に多い疾病 ・病態、特に、骨粗慇症 ・骨折について、

・近藤克則氏には、健康格差の視点から見た高齢者について、

• 川上憲人氏には、高齢化に伴う心の健康問題について、

を中心に、話題提供をお願いした。

本シンポジウムを通じて、「超高齢社会」、「高齢化」を疫学的に見ることの重要性とその面白さを知る

機会になればと考えている。多くの疫学研究者がこの分野に興味を持ち、参入し、多くの有益なエビデ

ンスが出ることは国民に大きな福音になると確信するものである。
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S2-01 

高齢者の自立支援と介護予防について

安田誠史

高知大学教育研究部 医療学系（公衆衛生学）

高齢者の介護予防には、身の回り動作に他者の手助けが必要な状態（要介護状態）となることの予防

と、要介護状態の重度化予防とがある。このうち要介護状態となることの予防を取り上げ、現状を踏ま

えて課題を考察する。

要介護状態となることの予防には、要介護となるリスクが高い高齢者を特定し、生活機能の遂行に必

要な機能を維持向上させる介入を行うハイリスクアプローチと、高齢者集団全体を対象に、生活機能の

遂行に必要な機能の集団全体での分布を好ましい方向へ移動させるポピュレーションアプローチとがあ

る。

ハイリスクアプローチは、ハイリスク者の把握から始まる。集団の裔齢者全員を対象に、生活機能の

遂行に必要なさまざまな機能を、自記式調査と客観的測定とを組み合わせて定期的に評価する機会を作

り、各機能が障害域にある者を特定する。 しかし、ハイリスク者ほどそのような機会には参加しない。

各高齢者が日常生活で接触する家族、隣人、地域の見守り組織構成員、かかりつけ医などが、その高齢

者の生活機能を支える機能に低下を認めたらその時点で、各機能の評価と介入を担う機関へ紹介する経

路の活用が欠かせない。

ハイリスク者に対する介入の具体的な方法として、運動器の機能、口腔機能、そして栄養状態の改善

には科学的に有効な方法がある。 しかし、認知機能と精神機能を改善させる方法の有効性についてはレ

ベルの高い根拠がなく、有効な介入方法の開発が課題である。

ハイリスクアプローチによって介入した機能が改善したとしても、各機能の改善が中長期的に高齢者

の生活機能の維持につながるという根拠は乏しい。ハイリスクアプローチでの介入を受ける高齢者が、

介入終了後、改善した機能を活かしてどのような自立生活を実現したいのかを、介入開始時点から具体

的に目標として設定する必要がある。そのための介入方法を開発しなければならない。

ポヒ°ュレーションアプローチは、さまざまな機能の維持向上のための啓発にとどまってきた。これか

らのポピュレーションアプローチは、高齢期になってもその人なりに家族や地域への貢献を続け、自立

生活を送る高齢者が普遍的な裔齢者像である社会への転換をめざすべきである。 自己実現している高齢

者が多い社会ほど、高齢者の生活機能を支える各機能の集団全体での分布が好ましい領域にあり、また、

ハイリスク者が、介入を受けて改善した機能を活用して生活機能を維持する期間が長いはずである。こ

のような期待される変化を裏付ける科学的根拠づくりも必要である。
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S2-02 

介入研究から見た高齢者の社会参加・社会貢献

藤原佳典

東京都健康長寿医療センター 研究所社会参加と地域保健研究チーム

少子 ・超高齢社会が進行する我が国においては、高齢者の潜在的能力をいかにして地域社会の活性化

につなげるかが大きな課題である。一方では、高齢期の第二 • 第三の人生設計を考える上で、健康増進 ・

介護予防をはじめ、生涯学習といった側面からも社会参加 ・社会貢献の重要性が強調されている（「長寿

社会における生涯学習のあり方」文部科学省生涯学習政策局， 2012)。

社会参加・社会貢献は、 Lawton(1972)により体系化された人間の 7つの活動能力水準のなかでも最も

裔次な「社会的役割」、「知的能動性」を包含する活動である。

地域高齢者の 8年間の追跡研究(TMIG-LISA)において、「社会的役割(Socialrole)」と「知的能動性

(Intellectual activity)」の低下が日常生活の維持に必要な 「手段的自立(InstrumentalADL)」障害の予

知因子であり、これらは順に階層構造を示し、社会参加・社会貢献活動の健康への効果が期待されてい

る。特に、ボランティアをはじめ社会貢献活動は、自己完結する生涯学習 ・保健プログラムと異なり、

責任や役割が明確化される高次の社会参加活動といえる。以下、 II. ボランティア活動から生涯学習 ・健

康づくりに至るプログラムと III.生涯学習型健康づくり活動からボランティア活動へと至るプログラム

の 2つの介入研究を紹介する。

II. 高 齢 者 ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 学 校 支援事業 REPRINTS(JlEsearch of 図~oductivity by 

図ergenerational~ympathy)は、米国の代表的なソーシャルキャヒ゜タル介入プログラム Experience

CorpsR をもとに 2004年より地域特性の異なる全国 4自治体において開始された世代間交流プロジェク

トである 。 1~2 年間の学校 ・ 幼保育園等で絵本の読み聞かせを主とするボランティア活動により高齢者

ボランティア群(n=67)はコントロール群(n=74)に比べて主観的健康感、社会的サポート ・ネ ットワーク、

地域共生意識、児童の情操教育、保護者の感謝 ・負担軽減等において多面的効果が報告されている。

III. 都内 2地区にて記憶愁訴のある地域高齢者を募集し(n=60、交互法 RCT)、いわゆる認知症予防教

室を開催した。プログラムの内容は、絵本読み聞かせ法の習得を題材にし、約 2時間の講座を週 1回、

合計 12回実施した（出席率 94%)。認知機能検査では物語の遅延再生で有意な介入効果がみられた。また、

初回 MCIスクリーニング検査 (MoCA-J)の得点の低かった対象者をサブ解析した結果、注意機能検査

(TMT、かなひろいテスト）においても有意な介入効果がみられた（講座修了後ボランティア移行率 70°/o)。

以上、 I、IIの介入研究より高齢者におけるボランティア活動と生涯学習型健康づくり活動は相互に融

合し、健康面に一定の効果が期待できることが示唆された。一方、高齢者の介入研究においては課題が

多い。研究デザイン上は、①コホート研究だけでは、社会的にインパク トが弱い。②介入研究では、対
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象集団のリクルートや維持が難しい。研究手法上は、③アウトカムの設定や評価が難しい、④脱落例が

多く、交絡要因の影響が大きく長期追跡が困難である。

今後の展望としては、対象高齢者のレベルに合わせた社会参加の姿ー就労、ボランティア、趣味 ・稽

古、近所付き合い、デイサービスーがある。個々の研究と同時に、それらの推移 ・変遷を観察すること

によりシームレスな社会参加の全体像を捉えることが行政等実務者から疫学研究者に求められている。
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S2-03 

コホート研究を基盤に、骨折リスク予測に基づく骨粗髭症検診のあり方を考える

伊木雅之

近畿大学医学部 公衆衛生学

超高齢社会では、老年病、あるいは老年症候群が大きな問題となる。骨粗慇症はその一つである。骨

粗髭症は骨量の低下と骨の材質や構造の劣化によって骨強度が低下し、骨折リスクが上昇した状態とさ

れる 以骨粗髭症性骨折の中でも、大腿骨近位部と椎体の骨折は要介護の重要な原因であるばかりでなく、

生命予後にも悪影響を及ぼす2。前者の年間発生件数は 2007年には 15万件、 1987年の 3倍となり、先進

国では 2000年前後から減少しているにも関わらず＼今なお増加している4。椎体骨折は脊柱の後弯を増

強し、姿勢を不安定にして転倒リスクを上げ、新たな骨折の原因となる。また、胸腔内圧が上昇し、換

気量の減少、右心負荷の増大、食道裂孔ヘルニア等を来す。椎体骨折は経年的には減少しているが、そ

れでも日本人に多い。これらの骨折を介した骨粗髭症の DALYは欧州では大腸癌や乳癌を上回ると推定さ

れている只

我が国の骨粗魅症の有病者数は 1200万人と推計されるが尺 患者調査による推計患者数は約 50万人八

4.2%にすぎない。治療が進んでいない原因は骨粗髭症が潜行性に進行することだ。無自覚のハイリスク

者の発見と治療が必要で、その重要なツールは検診である。

我が国の骨粗髭症検診は 1994年「婦人の健康づくり推進事業」として 18-39歳の女性を対象に始まっ

た。この対象に骨折のハイリスク者が多いとは考えられず、検診と言う より、骨粗慇症の一次予防の動

機付けとして行われたのであろう 。その後、対象は 40歳から 70歳の 5歳刻みと高齢側に拡大したが、

なお中年中心は変わっていない。現行検診のも う一つの問題は検診目的が骨折のハイリスク者の発見で

はなく、低骨密度者の発見となっていることだ。骨折のリスク要因は低骨密度だけではない。高齢、女

性、低体重、骨折既往、喫煙、飲酒、ステロイド使用などがあり、これらを用いた骨折リスク評価法が

採用されるべきである。

骨粗髭症検診の対象年齢の設定には Numberneeded to screen (NNS) 8をシミュレートする方法がある。

NNSは一人分のアウトカムを改善するために何人をスクリーニングしなければならないかを表す数で、本

件では一人の骨折を防ぐために必要な骨密度の測定数を示す。これを年齢階級別に求めるためには、各

年齢階級の骨折発生率、ハイリスク者の存在率、ハイリスク者のそれ以外に対する骨折の相対リスク、

治療の実施率と継続率、薬剤による骨折の相対リスク減少が必要だが、いずれも疫学調査から得られる。

このシミュレーションからは大腿骨近位部骨折の NNSは50歳代前半では 24万人、70歳代でようやく 1000

を下回り、中年者では極めて効率が悪い。発生率が比較的高い椎体骨折では 50歳代後半で 1000を下回

り、 65歳で 100を下回る。ハイリスクアプローチはハイリスク者の存在率が高いほど効率が良く、骨粗
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魅症の場合は高齢ほど良くなってしまう 。したがって、検診対象は骨折予防によって減少する DALYの大

きさも考慮して決める必要がある。

現骨粗慇症検診では骨密度測定の費用負担や資源不足のために実施数が限定され、カバー率が著しく

低く なっている。健康増進事業報告によれば、 2010年の骨粗魅症検診の受診者は約 26万人で、対象人口

の 4.4%に過ぎない。これを改善するには骨密度測定を含まない骨折リスク評価法を一次検診として実施

し、ハイリスク者に二次検診として骨密度測定やレントゲン撮影をする方法が考えられる。

演者らが 1996年に開始した JapanesePopulation-based Osteoporosis (JPOS)コホート研究ではベー

スライン時点での骨密度を含むリスク要因を幅広く調査し尺その後 10年間の X線写真上の椎体骨折と症

候的骨折を把握している叫 ベースライン時 40,...__.,79歳の対象者のデータを用いて、骨折をアウトカムと

した場合の各種検診ス キームの感度や特異度、 NNSがシミュレートできる。全員の腰椎骨密度を測定し、

骨粗髭症を診断して治療するス キームでは、感度は 35.2%、特異度 86.7%、NNS59となる。一方、 主要骨

粗魅症性骨折の既往があるか、臨床的リスク要因 11項目から骨折リスク評価ツール FRAXR11を用いて向こ

う10年間の主要骨粗慇症性骨折リスクを推定し、それが 8%以上の者を一次検診の陽性者として、骨密度

測定と椎体 X線撮影からなる二次検診にまわすスキームでは、感度は 53.3%に改善し、特異度は 81.3%、

NNS (ここでは骨密度測定数）は 13となる。このスキームであれば、一次検診は問診やアンケートで可

能なので、例えば特定健診の問診項目に追加すれば、カバー率は一挙に向上し、骨粗慇症検診は大きく

改善する。

超高齢社会では医療費や介護費を含む社会保障給付費は増大する一方、国内総生産は停滞し、有効性

が明らかでない対策を継続できる余裕はなくなっていく 。コホート研究では対策の有効性は実証できな

いが、有効性を疑うことやス キームの選択には活用できる。我々はそうした活用ができるようなコホー

ト研究を世に出さねばならない。

1 NIH Consens Statement. 2000; 17: 1 

2 Cauley JA, et al. Osteoporos Int 2000; 11 :556 

3 Cooper C, et al. Osteoporos Int. 2011 ;22: 1277 

4 Orimo H, et al. Arch Osteoporos. 2009;4:71 

5 Johnell J, Kanis J. Osteoporos Int 2006; 17: 1726 

6 Yoshimura N, et al. J Bone Miner Metab. 2009;27:620 

7平成 20年患者調査下巻厚生統計協会，東京，2010

Rembold CM. BMJ 1998・317:307 

, Iki M, et al. Osteoporos Int. 2001;12:529 

10 Tamaki J, et al. Osteoporos Int. 2011 ;22:3037 

Kanis JA. Osteoporos Int 2007;18:1033. (http://www.shef.ac.uk/FRAX/too1.aspx?country=3) 
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S2-04 

社会疫学の視点から見た高齢者一JAGESプロジェクト

近藤克則

日本福祉大学 健康社会研究センター

JAG ES (Japan Gerontological Evaluation Study, 日本老年学的評価研究）プロジェクトの概要と到

達点，今後の課題について報告する．

プロジェクトの概要ーJAGESの前身は， 2市町の協力を得て，高齢者を対象に身体 ・心理 ・社会など

多面的に評価した AGES(Aichi Gerontological Evaluation Study, 愛知老年学的評価研究）プロジェク

ト(1999,.....__,)である．健康格差をはじめ「健康の社会的決定要因」を解明する社会疫学的な視点から「エ

ビデンスに基づく介護保険政策」に寄与するため， 2010/11年には全国 31市町村の約 11万人の高齢者

を対象とする大規模調査へと発展してきた．

主な到達点（成果）ー 1)2003年度の約 3.3万人を対象とする横断分析によって日本の裔齢者の最大

6.9倍の健康格差の存在を， 2) コホート研究によって死亡や新規要介護認定についても健康格差が見ら

れ「逆の因果」だけでは説明不能なことを， 3) マルチレベル分析によって個人レベル要因を考慮して

も，地域レベルのソーシャル ・キャヒ タ゚ルが主観的健康観（横断研究）や要介護認定（縦断研究）と関

連を示すことを， 4) 地域介入研究によってソーシャル・キャピタル涵養の可能性を， 5) ベンチマー

クによって転倒率やうつ，認知症リスクなどにおいて，小学校区間で 3,.....__,6倍もの地域間健康格差がある

こと，などを明らかにしてきたこれらは「健康日本 21(第 2次）」で健康格差や社会環境の質の向上

が明記され，「介護予防マニュアル」 (2012改訂版）で地域づくりの重要性が謳われることに寄与したと

思われる．

今後の課題一残された課題も多い．健康日本 21に明記された「健康格差の縮小」は，果たして可能な

のか，「社会環境の質の向上」とは何を指し，どの程度の効果があるのか，などについては 1つのコホー

トの観察研究では明らかにできない．政策課題となったので市町村などの実践が求められ，効果の評価

には社会的環境の異なる多地域間で比較できる大規模な研究で，かつ介入前後比較できる縦断研究で，

介入群と対照群との比較，効率については複数の有効な介入間での比較などができる大きなプロジェク

トが必要である．これらは一つの大学でできるようなものではない．学際的で高度な分析疫学的，政策

評価的な手法にも通じた研究組織と介入を行う市町村など政策 ・実践現場との共同が不可欠である ．困

難ではあるが，いまや世界一の長寿国 ・超高齢社会となった日本の疫学者が取り組むべき課題と思われ

る．
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S2-05 

高齢者の心の健康ーコモンメンタルディスオーダーの疫学から

川上憲人

東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野

高齢者のコモンメンタルディスオーダー

気分障害、不安障害、物質使用障害など比較的頻度の高い精神疾患をコモンメンタルディスオーダー

(CMD)と呼ぶ。世界精神保健日本調査(2002-2006)では、 65歳以上の高齢者における米国精神医学会診断

基準 DSM-IVによる CMDの 12ヶ月有病率は 3.8%、その内訳は気分障害 1.2%、不安障害 2.3 %、物質使

用障害 0.4%である。精神疾患は 65歳以上の高齢者における 2010年の世界疾病負担の 2%から 4.5%を占

めている (Murrayet al. Lancet, 2012)。ここでは、高齢者の CMDに注目してこれまでの疫学研究の成

果を概観し、今後の疫学研究の方向性について述べる。

CMDの危険因子

CMDの危険因子はライフコースに渡り、かつ遺伝から社会的要因まで幅広い要因の影響を受ける。双生児

を対象としたコホート研究によれば、遺伝、子供時代の被養育体験、 トラウマとなる出来事、最近の生

活出来事、社会的支援の低さが総合的に大うつ病の罹患に影響していた (Kendleret al. , Am J Psychiatry, 

1993)。子供時代の被養育体験は壮年期においても CMDの罹患リスクを増加させる (Kessleret al. Br J 

Psychiatry,. 2010)。

CMDと他疾患との合併

高齢者では身体疾患の有病率が増加する。精神疾患と精神疾患の相互関係も重要である (Princeet al, 

Lancet 2007)。虚血性心疾患などの身体疾患と大うつ病とは、お互いの罹患リスクを増加させる。精神

疾患の存在により身体疾患の予後が悪化したり、コンプライアンスが守られない場合もある。大うつ病

は高齢者において重要な疾患である認知症の罹患リスクを増加させる (Ownbyet al. Arch Gen Psychiatry, 

2006)。また CMDは自殺の危険因子である (Hirokawaet al. J Affect Dis 2012)。

CMDの発症予防

認知行動療法は大うつ病の罹患リスクを 0.7倍まで低下させる (Cuijperset al. Am J Psychiatr 2008)。

しかし高齢者では研究が少ない。認知行動療法が抑うつを (Wilsonet al. Cochrane Review 2009)、身

体活動が不眠を (Montgomery& Denn. Cochrane Review, 2009) 改善するとの少数の報告があるのみで

ある。

これからの裔齢者の CMDの疫学研究

高齢者においても CMDに関する疫学研究が必要である。CMDは遺伝、ライフコースにわたる社会心理的お

よび身体的要因に影響されて生じる疾患であるため、大規模な遺伝、環境要因を総合する長期にわたる

コホート研究が求められ。また高齢者における CMDの予防のための介入研究の推進が必要であり、介入

は現時点のみならずライフコースに及ぶ視点が必要である。一方で、抑うつや不安などだけでなく、幸

福や満足などポジティブな精神的要因に関する疫学研究が新しい方向性として注目されている

(Reichhardt, Nature, 2006)。
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一般口演抄録

一般口演 (1)

一般口演 (2)

一般口演 (3)

一般口演 (4)
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0-01 

肥満度別のインスリン分泌不全及び抵抗性の 2型糖尿病発症ヘ
の影響：佐久研究

辰巳友佳子 1、森本明子 1,2、出浦喜丈 3、水野正一 叉 大野ゆう子 1、渡邊昌 3,4

1大阪大学大学院医学系研究科、 2滋賀医科大学臨床看護学講座、 3佐久総合病院、4

生命科学振興会

キーワー ド： 痩せ、インスリン分泌不全、 2型糖尿病

【目的】肥満度によリインスリン分泌能とインスリン抵抗性が 2型糖尿病
発症に与える影響が異なるかを明らかにする。
【方法】 2006年度に佐久総合病院の 1泊人間ドックを受診した 30- 69 

歳の地域住民 4318名のうち、糖尿病者及び 2007- 2010年度に 1泊人
間 ドックを一度も受診しなかった者等を除外した 3039名を前向きに 2010
年度まで追跡した。75gOGTT2時間血糖値 200mg/dl以上、空腹時血糖値

126mg/dl以上、及び 2型糖尿病治療の自己申告を糖尿病発症と定義した。

インスリン分泌指数 0.4以下をインスリン分泌不全、 HOMA- IR1.7以上
をインスリン抵抗性と定義し対象者を正常、インスリン分泌不全、インスリ
ン抵抗性、インスリン分泌不全＋インスリン抵抗性の 4群に分類した。そ
して対象者を BMIの四分位で層化し (Q1、Q2、Q3、Q4)、各層において

正常者を基準とした 2型糖尿病発症リスクを交絡因子を調整した Cox回
帰分析を用いて算出した。
【結果】 3.5年間の平均追跡期間に 204名 (Q1:26名、02:44名、 Q3:62名、

Q4:72名）が 2型糖尿病を発症した。BMIの四分位点は 25th:21.1kg/m叉
50th :23. Okg/m叉 75th:24.9kg/m2であった。インスリン分泌不全の割合は

Q1で 38.2%、Q2で 31.0%、 Q3で 29.7%、Q4で 17.8%であった。
インスリン抵抗性の割合は Q1で 3.1%、Q2で 8.3%、Q3で 16.2%、
Q4で 38.3%であった。Q1および Q2では正常を基準としたインスリン
分泌不全の 2型糖尿病発症に対するハザード比及び 95%信頼区間はそれ
ぞれ、 3.79(1.47-9.39)、7.95(3.60-17 .56)であったがインスリン抵抗性に
おいては有意な 2型糖尿病発症リスクの上昇は見られなかった。インスリ
ン抵抗性は Q3、Q4においては有意な 2型糖尿病発症リスクの上昇がみら
れ、ハザード比はそれぞれ 4.15(1.43-12.01)、7.12(2.49-20.41)であった。

【結論】肥満度が低い群ではインスリン分泌不全を呈する者の割合が高く、
2型糖尿病発症においてもインスリン分泌不全の影響が大きいことが示唆
された。

0-03 

中性脂肪の高値は糖尿病者においてより虚血性脳心疾患死亡と
関連する：茨城県健康研究

山岸良匡 1,2、西連地利己 1,3、入江ふじこ 4、渡辺宏 5、磯博康 6、大田仁史 1

1公益財団法人茨城県総合健診協会 茨城県立健康プラザ、 2 筑波大学医学医療系
社会健康医学、 3 獨協医科大学 公衆衛生学、4 茨城県保健福祉部保健予防課、5 公
益財団法人茨城県総合健診協会、6 大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学

キーワード ：脂質異常、中性脂肪、糖尿病

【背景・目的】血清中性脂肪と虚血性心疾患・脳梗塞との関連は糖尿病の
有無により異なる可能性が臨床医家の経験から指摘されている。すなわち、
糖尿病を有する場合には血清中性脂肪と虚血性心疾患・脳梗塞との関連が
強く、中性脂肪の管理をより厳密にする必要性があるという認識があるが、
一般集団におけるエビデンスはない。
【方法】茨城県健康研究は、 1993年度に茨城県内 38市町村 （当時）の基本
健康診査を受診した 40~79歳までの男女 97,882名からなるコホート研究
である。本研究では、このうち脳卒中・心臓病の既往歴のある者等を除く
88,329名を対象に、 2008年 12月まで追跡した。1993年の健診時の血清
中性脂肪値 （随時採血）とその後の脳梗塞、虚血性心疾患及びその両者を
合計した虚血性脳心疾患死亡との関連を、糖尿病 （空腹時血糖値 126mg/dl

以上、非空腹時血糖値 200mg/dl以上、糖尿病治療のいずれか）の有無別
にCoxの比例ハザードモデルを用いて分析した。調整因子として、性、年
齢、現在喫煙、飲酒区分、 bodymass index、収縮期血圧、降圧剤服用の

有無、血清総コレステロール、 HDL—コレステロール、高脂血症治療薬服用
の有無及び採血区分 （空腹時・非空腹時）をモデルに投入し、中性脂肪値
150mg/dl未満を基準として、150-199mg/dl、200-299mg/dl、300mg/dl以

上の 4群に分けて多変量調整死亡リスク比 [95%信頼区間］を算出した。
【結果】中央値 15.2年間の追跡期間中、虚血性心疾患 963例、脳梗塞 1003
例の死亡があった。糖尿病がある者 (n=4,509)では、中性脂肪が 300mg/dl

以上の群では 150mg/dl未満の群に比べ、虚血性心疾患の死亡リスク比 [95

% Cl]は 1.47(0.77-2.81]、脳梗塞の死亡リスク比は 1.95(0.96-3.99]とい
ずれも有意ではなかったが、糖尿病がない者 (n=83,820)の死亡リスク比

（虚血性心疾患で 1.29(0.93-1.78]、脳梗塞で 0.76(0.50-1.15])よりも高く、
糖尿病による交互作用はいずれも有意であった （虚血性心疾患で p=0.02、
脳梗塞で p=0.04)。虚血性心疾患・脳梗塞をあわせた場合、糖尿病がある者
での死亡リスク比は、中性脂肪が 150-199mg/dlの群で 1.10(0.75-1.59]、

200-299mg/dlの群で 1.24(0.85-1.80]、300mg/dl以上の群で 1.68[1.04-

2.71]であり、糖尿病がない者 （それぞれ 1.15[ 1 . o 1-1 . 31 l、0.94(0.80-1.11]、
1.04(0.81-1.34]) に比べて関連は強かった （交互作用 p=0.001)。
【考察・結論】糖尿病は中性脂肪と虚血性脳心疾患との関連を増強し、糖

尿病がある者で、中性脂肪が 300mg/dl以上の場合に有意に虚血性脳心疾

患の死亡リスクが上昇した。一方糖尿病がない群ではこのような関連は認
められず、糖尿病がある者では糖尿病がない者よリも厳格に中性脂肪を管
理することが、虚血性脳心疾患の予防に有用である可能性がある。
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入浴による夜間収縮期血圧低下 一平城京コホートベースライ
ン横断解析一

佐伯圭吾 入 大林賢史 入 岩本淳子 2、根津智子 尺 冨岡公子 1、岡本希 1、野口
孝則 叉 刀根庸浩 4、車谷典男 l

1奈良県立医科大学 地域健康医学教室、2天理医療大学 看護学、 3帝塚山大学
現代生活学部食物栄養学科、4 奈良県立医科大学 産学官連携推進センター

キーワード ：入浴、夜間血圧、自由行動下血圧測定

【背景】自由行動下血圧測定による夜間血圧は再現性が高く、心血管疾患
の罹患および死亡率に関連し、その関連が降圧薬治療の有無に独立して見
られる点から、日中血圧より正確な心血管疾患の予測因子と考えられてい
る。入浴中および入浴直後の血圧変動に関する研究は散見されるが、夜間
血圧への影響は明らかではない。

【目的】入浴の有無がその日の夜間血圧に及ぼす影響を検討する事を目的
とした。

【方法】対象者は応募法による 60歳以上の男女 192名である。対象者宅
を訪問して、服薬内容・喫煙習慣・飲酒習慣・教育歴・収入等に関する問診
と、空腹時採血 (HbA1c・ 血糖 ・TG・LDL・HDLコレステロール）、BMI
計測の後、自由行動下血圧計 (30分間隔で測定）とアクチグラフを装着し
てもらうとともに、自宅寝室にボタン電池型の室温計 (10分間隔で測定）
を設置した。48時間の連続測定とし、これを春または秋 (5、6、9、10月）
と冬 (11~4月）の 2回（計 4日間）行った。入浴の有無は自記式生活記
録とアクチウォ ッチのイベントボタンを用いて記録するよう求めた。従属
変数を夜間収縮期血圧 （生活記録による入床から離床までの平均血圧）、 説
明変数を個人変数 （性・年齢・ BMI・糖尿病の有無・飲酒習慣・現在喫煙・
降圧薬の服用、）、および測定日変数（夜間寝室温度・入浴の有無・アクチ
グラフによる睡眠指標 （睡眠効率、入眠潜時、睡眠時間）とする混合線形
モデルを用いて解析した。

【結果】年齢は 69.9土 6.3歳（平均士標準偏差）で、男性は 96名 (50.0%)

であった。4日間の測定 (192名X 4日=768人・日）のうち、 4日入浴し
ていた者が 146名 (76.0%)、1~3日入浴が 42名 (21.8%)、入浴なしが

2名、入浴状況不明が 2名で、入浴日は延べ 584日であった。「入浴あり
日」は単変量解析で、夜間収縮期血圧と有意な負の関連を認めた ((3=-4.27
, 95%CI -7.29, -1.24)。さらに単変量解析で夜間収縮期血圧と有意な関連を
認めた年齢 ・性・現在喫煙・糖尿病・睡眠効率．入眠潜時 ・夜間平均寝室
温度、等価所得で調整した多変量モデルにおいても、「入浴あり日」は夜間
収縮期血圧と有意な負の関連を認めた ((3=-3.84、95% Cl -6.93, -0.75)。

【考察】入浴は独立した夜間収縮期血圧低下因子であると思われる。入浴
習慣は夜間血圧低下を介して疾病予防に寄与している可能性が示唆された。
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心房細動発症リスク因子の時代的変遷について一 Circulatory
Risk in Communities Study(CIRCS) 

佐野文彦 1,2,7、大平哲也 1、北村明彦 氏 今野弘規 1、岩仁哲 1、木山昌彦 3、
岡田武夫 叉 山岸良匡 4、山海知子 叉 谷川武 史 石川善紀 叉 苅尾七臣 叉 磯博
康 l

1大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学、2 自治医科大学 循環器内科学、 3大阪
がん循環器病予防センター、 4筑波大学 医学医療系社会健康医学、5筑波大学 医
学医療系 保健医療学、6 愛媛大学大学院医学系研究科 公衆衛生・健康医学、 7心
臓病センター榊原病院 循環器内科

キーワード：心房細動、コホート、リスク因子

【背景】心房細動の発症リスクには、これまで高血圧・糖尿病・高度肥満
などの動脈硬化リスク因子や飲酒習慣などの生活習慣が指摘されているが、
報告によりさまざまであり、また日本人を対象とした研究、リスク因子の
時代的変遷を検討した研究はほとんどない。

【目的】異なる年代における日本人の心房細動発症率およびそのリスク因
子を同定し、経年的な比較を行う。

【方法】長期間疫学研究を実施している秋田、大阪、高知の地域住民を対象
として、 1981年から 1985年の間に住民健診を初回受診した 30-80歳の
男女 9094人 (Cohort1)および 1991年から 1995年の間に同健診を初回
受診した 30-80歳の男女 8602人 (Cohort2)を前向きに調査し (Cohort
1では 1990年まで、 Cohort2では 2000年まで）、それぞれの Cohortで
の心房細動の発症率とそのリスク因子を比較検討した。

【結果】 Cohort1 (平均年齢 53.8士 11.9歳）および Cohort2(平均年齢
56.0土 11.6歳）の平均観察期間はそれぞれ 6.0年、 6.4年で、追跡者数 （追
跡率）はそれぞれ 7568人 (83.2%)、7206人 (83.8%)であった。新規
心房細動発症数は Cohort1 87人 （罹患率 1.92/1000人年）、 Cohort2
290人 （罹患率 6.29/1000人年）と、 Cohort2でより多く認められ、年齢調
整後の罹患率は Cohort2で 3.27倍であった。心房細動発症リスク因子を検
討したところ、 Cohort1では年齢 ：／＼ザード比 (HR)1.04 (1.02-1.07)、多
量飲酒（日本酒換算で 1週間に 2合以上）： HR2.25 (1.14-4.46)の2つが、
Cohort2では年齢： HR 1.02(1.01-1.03)、高血糖 （空腹時血糖 110mg/dl

以上あるいは随時血糖 140mg/dl以上） ：HR 1.36(1.03-1.81)、高度肥満
(BMIが 30以上）：HR 2.33(1.46-3.72)、多量飲酒： HR 1.77(1.19-2.64) 

の4つが心房細動発症リスクとして認められた。男女別の検討でも同様の
結果が得られた。

【考察】
心房細動発症は経年的に増加をみとめ、その発症リスクは年齢と飲酒習慣
から高度肥満と高血糖を加えた複合リスクに変化した。近年の生活習慣の
変化による高度肥満、高血糖の増加が心房細動発症リスク因子の変化に影
響した可能性が考えられる。

【結論】
心房細動は 1980年代から 1990年代にかけて罹患率が 3.27倍に増加し、
年齢と飲酒習慣に加え、高血糖、高度肥満が新たな心房細動発症リスク因
子として認められるようになった。
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一般住民における糖代謝異常が死因に与える影響の時代的推
移：久山町研究

志方健太郎 1、二宮利治 2、福原正代八池田文恵入永田雅治 1、向井直子 ＼
平川洋一郎 1、北園孝成 2、清原裕 1

1 九州大学大学院医学研究院環境医学部分野、 2 九州大学大学院病態機能内科学

キーワード ：糖代謝異常、死因

【背景】近年、わが国では糖尿病を含む糖代謝異常の増加が指摘されてい
るが、糖代謝異常が死因に与える影響の時代的変化については良く知られ
ていない。
【目的】福岡県久山町の地域住民を対象に時代の異なる集団を設定しその

追跡調査の成績を比較して、糖代謝異常が死因に与える影響の時代的推移
を検討した。
【方法】 1961年、 1974年、 1988年に、久山町の住民健診を受診したそ

れぞれ第 1集団 1,646名、第 2集団 2,107名、第 3集団 2,736名（いず
れも 40歳以上）を対象とした。糖代謝異常は、各集団の健診受診時の糖
尿病の病歴に加え、以下のパラメータを用いて定義した。第 1集団は尿糖
陽性者に 100g経口糖負荷試験 (OGTT)または飽食試験を施行した。第
2集団は空腹時血糖値または随時血糖値を測定した。第 3集団は空腹時血
糖値、随時血糖値、 75gOGTTを診断に用いた。いずれも境界型あるいは
糖尿病に該当すると考えられる。この 3集団をそれぞれ 13年間追跡して、
糖代謝異常と総死亡、心血管病死亡、癌死亡との関連を検討した。
【結果】追跡期間中に総死亡 1,525名 （第 1集団 459名、第 2集団 482

名、第 3集団 584名）、心血管病死亡 476名 （それぞれ 168名、 152名、
156名）、癌死亡 420名 （それぞれ 103名、 137名、 180名）を認めた。
総死亡に対する糖代謝異常の性・年齢調整ハザード比 (HR)は、第 1集団
1.26 (95%信頼区間 0.94-1.69)、第 2集団 1.63(1.29-2.06)、第 3集団
1.16 (0.99-1.37)と、明らかな傾向は認めなかった。同様に心血管病死亡に
対する糖代謝異常の性・年齢調整 HRはそれぞれ 1.60(1.04-2.4 7)、1.76
(1.17-2.65)、1.38(1.00-1.90)で、時代とともに減少傾向にあった。一方、
癌死亡に対する糖代謝異常の性・年齢調整 HRはそれぞれ 0.98(0.51-1.92)、
1.69 (1.10-2.61)、1.57(1.17-2.10)と、糖代謝異常は第 2集団から癌死
亡の有意な危険因子となった。
【考察】糖代謝異常が心血管病死亡に与える影響は時代とともに減少する傾
向にあったが、癌死亡に与える影響は 1970年代以降増大する傾向にあっ
た。わが国では時代とともに糖尿病や高血圧の治療法が普及したことによ
り、糖代謝異常が心血管病死亡へ与える影響が減少したと推測される。近
年、糖代謝異常が癌死亡の危険因子になるという報告が散見されるように
なったが、心血管病死亡による競合リスクの影響が時代とともに小さくなっ
たことにより、 1970年代より糖代謝異常と癌死亡との関連が明確になって
きたことが示唆される。
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自覚的ストレスと自殺リスクに関する前向きコホート研究：宮
城県コホート研究

柿崎真沙子 1、菅原由美 1、丹治史也叉渡邊生恵 3、深尾彰 4、辻一郎 l

1東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野、 2 東北大学病院、3東北大学大学院
医学系研究科看護教育・管理学分野、 4 山形大学

キーワード ：自殺、前向きコホート研究、自覚的ストレス

【背景】自覚的ストレスは、ストレス脆弱性の 1つの指標と考えられてお
り、全死亡リスクや心疾患死亡リスクとの関連が報告されている。 しかし
ながら自殺リスクとの関連を検討した研究は少ない。
【目的】日本人の一般地域住民を対象に、自覚的ストレスの強さとその後

の自殺死亡リスクとの関連を検討する。

【方法】 1990年6月から 8月に、宮城県内 14町村に在住する 40歳から 64
歳の住民全員 51,921名に生活習慣に関する質問票を配布した。 47,605名
(92%)から有効回答が得られ、追跡開始以前に異動した者、心疾患、がん、
脳卒中の既往者、自覚的ストレスの質問に未回答の者を除外した 44,332名
（男性： 21,210人、女性： 23,122人）を解析対象とした。1990年から 2008
年までの 18年間の追跡により、 145例の自殺者を確認した。自覚的ストレ
スは、低い、中等度、高い、の 3分類とし、自覚的ストレスが低い群を基準
した際の他の群の自殺リスクのハザード比と 95%信頼区間を Cox比例ハ
ザードモデルにて算出した。また多変量解析の補正項目は年齢、教育歴、疾
患既往歴、婚姻状況、飲酒、喫煙、歩行時間、 BodyMass Index、緑茶摂取
頻度、睡眠時間、生きがい、 EysenckPersonality Questionnaire-Revised 
(EPQ-R)における神経症傾向、非協調性傾向とした。
【結果】自覚的ストレスが低い群と比較し、中等度群での多変量補正相対危険
度は 1.80(95 %信頼区間： 0.93-3.48)、高い群では 2.24(同： 1.10-4.56) 
となった。傾向性の P値は 0.03で、自覚的ストレスが高いほど自殺リス
クは増加した。

また、男女別、疾患既往歴の有無、職業の有無、神経症傾向および非協
調性傾向の高低にわけ層別化解析を行ったが、全体での解析と同様に自覚
的ストレスが高い群において自殺リスクが増加する傾向が示された。
ベースライン時の年齢を 55歳未満と以上に分けて層別化解析を行った結

果、 55歳未満の者でのみ、自覚的ストレスの強さと自殺リスクとの関連が見
られた。55歳未満では自覚的ストレスが中等度の者で多変量補正相対危険
度が 5.46(95 %信頼区間： 1.33-22.43)、高い者で 6.55(同： 1.54-27.84) 
となリ、傾向性の P値は 0.01となった。55歳以上では自覚的ストレスが
中等度の者で多変量補正相対危険度が 0.84(95 %信頼区間： 0.38-1.84)、
高い者で 1.10(同： 0.42-2.87)、傾向性の P値は 0.78であり、 55歳以上
では自覚的ストレスの強さは自殺リスクと関連しなかった。
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がん患者の生存率の社会経済因子による格差：大阪府がん登録
資料による検討

伊藤ゆリ 1、中谷友樹 叉 中山富雄 1、田淵貴大 1、宮代勲 1、井岡亜希子 尺 池
田章子 1、津熊秀明 1、RachetBernard3 

1大阪府立成人病センター がん予防情報センター、2 立命館大学 歴史都市防災研
究センター、3 ロンドン大学 衛生学・熱帯医学校

キーワード：がん登録、生存率、健康格差

【背景】
経済状況の悪化に伴い、「格差社会」が顕著になり、その影響が健康状態にも表
れている。健康日本 21において、健康格差の縮小の文言が取り入れられた一方
で、既存統計資料に基づく社会経済因子と健康格差のモニタリング体制は十分に
整備されていない。
【目的】

大阪府がん登録資料を用いて、がん患者の生存率における社会経済因子の格差の
有無およびその時代変化を検討することを目的とする。
【方法】

社会経済因子の指標として、国勢調査 (2000年）データを用いて町字別に推定
された地理的剥奪指標 （中谷，2011)を生成した。患者の診断時の住所情報をも
とに剥奪指標を推定し、大阪府がん登録資料に付与し、剥奪指標の大きさに応
じて 5分位群を設定した。1993~2004年に診断された主要 13部位のがん患
者について、剥奪指標 5分位の群別に 5年相対生存率を算出した。診断時期別
(1993-1999年、 2000-2004年）にも検討し、格差の推移を把握した。
【結果】
最も剥奪指標の大きい （貧困の度合いが高い）群と最も剥奪指標の小さい （貧

困の度合いが低い）群における相対生存率の差を格差の大きさとした。5年相対
生存率 (2000-2004年診断患者）では、男女ともほとんどの部位で、格差が認
められた。差が 10%を超えたのは、男性では前立腺 (16%)、結腸 (15%)、
口腔 (14%)、膀脱 (13%)、胃 (13%)、直腸 (12%)であった。女性では
10%を超えたのは白血病 (11%)のみであり、次いで、卵巣 (8%)、膀脱 (7
％） であった。10年相対生存率 (1993-99年診断患者）では、さらに差が拡大
し、男性では結腸 (26%)、膀脱 (25%)、前立腺 (22%)、 女性では子宮体部
(20 %)、膀脱 (19%)において大きな差がみられた。1990年代と 2000年代
の 5年相対生存率を比べると、男性では口腔等、膀脱、白血病、食道、女性では
結腸において差が拡大していた。
【考察】
ほとんどの部位でがん患者の社会経済因子による格差が認められた。その理由

として、検診をはじめとした早期診断、医療へのアクセス、治療内容、通院の継
続など様々な状況において、剥奪指標の大きい患者群では不利な状況にあったこ
とが考えられる。各々の寄与度については、今後の検討課題としたい。
【結論】
大阪府のがん患者の生存率において社会経済因子による格差が認められた。
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早産低出生体重児と小児慢性腎臓病の関連についての検討
平野大志 1.2、松山裕 1、篠崎智大 1、上村治 3、石倉健司 4、大襦靖雄 1

1 東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 生物統計学、 2 東京慈恵会医科
大学 小児科学講座、3 あいち小児保健医療センター 腎臓科、 4 東京都立小児総合
医療センター 腎臓内科

キーワード ：低出生体重児、慢性腎臓病、 Barker仮説

【背景】
Barker仮説が 1980年代に発表されて以降、子宮内環境を予想するマー
カーである出生体重が低いほど、 2型糖尿病、慢性腎臓病 (CKD)などの慢
性疾患の発症リスクが高くなることが示唆されている。実際、低出生体重
で出生した児が後に CKDに罹患するリスクは正常体重児の約 1.7倍であ
るという結果が Whiteらより報告されている。 しかし、過去の報告は 1編
を除くすべてが欧米からのものである。さらに、ネフロン数は人種間で異
なるとされるため、これらの結果をアジア人にすぐさま外挿することは妥
当ではない。
【目的】

今回我々は、小児 CKD疫学調査データおよびナショナルデータベースを
使用して、低出生体重 (LBW)と小児期の CKD発症に関連があるかどうか
を検討した。
【方法】

2011年 4月から 2012年 3月の間に行われた小児 CKD疫学研究から得
られた CKDstage3-5の 434人 (1993-2010年の間に出生）を小児 CKD
ケースとし、厚生労働省の平成 23年人口動態統計および OECDHealth 
Data 2011から算出した、同時期に出生した全ての児の出生体重と比較す
ることで、 CKDに対する LBW(出生体重く 2,500g)のリスク比、人口
寄与割合 (PAF)、さらに出生年を調整した Mantel-Haenszelリスク比 (MH
リスク比）を算出した。
【結果】

CKDケース 434人のうち、出生体重および妊娠持続期間の記載があり、
かつ明らかな腎尿路奇形が認められなかった 272人を解析対象とした。男
女比は、 170vs 102と男児が多く、出生体重に関しては 2,500g未満の
LBWが 76人 (27.9%)、2,500-3999gが 192人 (70.6%)、4,000g以上の
巨大児は 4人 (1.5%)であった。一方、ナショナルデータベースから算出し
た同時期に出生した児の総数は 20,619,622人であり、LBWは 1,776,750
人 (8.6%)であった。これらより、 CKDに対する LBWのオッズ比は 4.1
(95%CI: 3.16-5.37)、PAFは 21.0%と算出され、 CKDに非常に強い関連があ
ることが認められた。これは出生年を調整した MHリスク比 4.09(95%CI 
3.14-5.33)とも大きな違いは見られなかった。

【結論】、
LBWか小児 CKDと非常に強い関連があることが認められた。また、 PAF
の結果から、 LBW増加に歯止めをかけることが、後の CKD患者増加の抑
制、さらには現在の医療費高騰の主因となっている人工透析患者増加の抑
制につながるのではないかと考える。
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脂質摂取レベルと全死亡リスクー大規模コホート研究 (JACC
Study) による検討一

若井建志＼内藤真理子 1、磯博康 2、伊達ちぐさ 3、玉腰暁子 4、大規模コホー
トの運営委員会 5

1名古屋大学大学院医学系研究科予防医学、2大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生
学、 3兵庫県立大学環境人間学部公衆栄養学、 4北海道大学大学院医学研究科公衆衛
生学、5 大規模コホートの運営委員会

キーワード ：脂質、栄養疫学、コホート研究

【背景・目的】脂質摂取レベルの適正水準を検討するため、大規模コホート
研究のデータを用い、脂質摂取量と全死亡リスクとの関連を検討した。今回
は追跡期間を 2009年末まで延長し、脂肪酸グループ別の解析を追加した。
【方法】分析対象者は、 JACC(Japan Collaborative Cohort) Studyベース

ライン調査 (1988~1990年）の食物摂取頻度調査により、脂質摂取量が
推定しえた 40~79歳の男性 23,118人、女性 35,558人である。対象者を
エネルギー調整脂質摂取量 （総脂質、飽和脂肪酸 [SFA]、一価不飽和脂肪
酸 [MUFA]、多価不飽和脂肪酸 [PUFA])で五分位に分け、第 1五分位に
対する第2~5五分位の全死亡ハザード比を、年齢および他の交絡要因を
調整して推定した。
【結果】 2009年末までの追跡期間中 （平均土 SD:16.5士5.5年）に、男

性 6,291人、女性 5,365人の死亡が確認された。男性では、 PUFA摂取
増加に伴い全死亡ハザード比が上昇する傾向 (trendP = 0.055)がみられ
た他、明らかな傾向は認められなかった。一方、女性では、全死亡リスク
と総脂質、SFA、MUFA、PUFA摂取との間に負の関連を認め (trendP < 
0.05)、総脂質では第4五分位 （ハザード比 0.86)、SFA、MUFA、PUFAで
は第 5 (最高）五分位でハザード比が最低 （ハザード比はそれぞれ 0.89、
0.89、0.87)となった。総脂質摂取量の第 1五分位に対する第2~5五分
位の全死亡ハザード比 (95%信頼区間）はそれぞれ、男性で 1.03(0.95-
1.12)、1.00(0.92ー 1.09)、0.97(0.89ー 1.06)、1.07(0.99ー 1.17)(trend 
P = 0.33)、女性で 1.02(0.94ー 1.10)、0.99(0.91―1.07)、0.86(0.79-
0.94)、0.93(0.85ー 1.01)(trend P = 0.006)であった。
【考察・結論】女性において全死亡ハザード比最低の総脂質摂取量 （％工

ネルギー）は約 23%であったが、妥当性研究から食物摂取頻度調査法に
よるエネルギー比率の過小評価 （中央値の比 ［食物摂取頻度調査／食事記
録] 0.84)を考慮すると、 27%程度に相当する可能性がある。また女性で
は、 SFA摂取量の最高五分位で全死亡リスクが最低となり、この時の摂取
量（％エネルギー）は 9.1%で、食物摂取頻度調査法による過大評価［中央
値の比 1.12]を考慮しても 8.1%であった。日本人の食事摂取基準 (2010
年版）では、 30歳以上の目標量 （％エネルギー）は総脂質 20~25%、SFA
4.5~7.0%であるが、死亡リスクが最低となる摂取量は女性でこれらより
もやや高い可能性がある。
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脆弱性骨折発生における骨代謝指標の有用性の検討-JPOS
Studyによる満 10年追跡調査

玉置淳子 1、伊木雅之 1、門脇英子 1、佐藤裕保叉秋葉隆 3、松本俊夫 4、西野
治身 5、鏡森定信 見 香川芳子 7、米島秀夫 8

1近畿大学医学部 公衆衛生学、2仁愛大学人間生活学部、 3東京女子医科大学腎臓病
総合医療センター血液浄化療法科、 4 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
生体情報内科学、5 日本通運株式会社富山支店、 6富山大学、 7女子栄養大学、8秀
和綜合病院

キーワード ：脆弱性骨折、骨代謝指標、コホー ト研究

【目的】 脆弱性骨折発生予知に関する骨代謝指標の有用性についての疫
学的エビデンスの集積は未だ十分ではない。そこで、 3地域在住の日本人
女性から無作為に抽出した標本の 10年追跡集団を用いて、骨代謝指標が
脆弱性骨折発生リスクを予知するかどうかを検討した。
【対象と方法】 1996年のベースライン調査を受診した 1651名中、10年間
に 1回以上追跡できたのは 1556名であった。解析に用いた対象は、ベー
スライン時 40歳以上で骨代謝性疾患既往が無く、骨密度・骨代謝指標等を
測定できた 924名。ベースライン時の骨密度は二重エネルギーX線吸収法
(Hologic社 QDR4500A)にて第2-4腰椎正面と大腿骨近位部を測定。脆

弱性骨折発生の有無は、調査時の問診または郵送調査によって追跡。ベース
ライン時に 50歳以上の 563名の脊椎側面デジタル画像で各椎体高を測定。
椎体高 20%以上の短縮をみとめ、 McCloskey-Kanis基準又は Genant法
grade2以上を椎体骨折発生有リとした。骨代謝指標としてベースライン時の
血清 osteocalcin(OC),bone-specifi alkaline phosphatase(BAP), procol-
lagen type 1 aminoterminal propeptide(P1 NP), C-terminal cross-linked 
telopeptide of type I collagen (CTX), 尿中 totaldeoxypyridinoline(tDPD), 

freeDPD(fDPD)を測定し、解析にはポアソン回帰モデルを用いた。
【結果】 924人のベースライン時の年齢 59土 11歳、 bodymass index (BMI) 
24.0士3.5kg/m叉 腰椎・大腿骨近位部骨密度は 0.867土 0.1669/cm叉
0.689士0.118g/cm2であった。8053.6人年中、椎体骨折を含めた脆弱性

骨折発生の発生は 114名にみとめた （椎体骨折 87名、椎体以外の骨折発生
33名）。 BAP,P1NP,tDPD,fDPD値の上昇は、ベースライン時の年齢、 BMI、
大腿骨近位部骨密度、既存椎体変形の有無と独立して、脆弱性骨折発生リス
ク上昇と有意に関連し、各々の 1SD増加毎の Rateratioは、 1.28、1.24、
1.41、1.30であった。BAP,fDPD値は、年齢、 BMI、腰椎骨密度、既存椎
体変形の有無と独立して、椎体骨折リスクと有意に関連していた。いずれ
の骨代謝指標も、椎体以外の脆弱性骨折とは骨密度と独立した有意な関連
をもたなかった。
【結論】日本人女性において骨代謝指標は、年齢、 BMI、大腿骨近位部骨密

度と独立して、椎体骨折を含めた脆弱性骨折発生の発生リスクを予知する
ことが示唆された。
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有酸素能力と尿路結石症に関するコホート研究

澤田亨 1、川上諒子 1,2、岡本隆史 叉 塚本浩二 2、宮地元彦 1

1独立行政法人国立健康・栄養研究所、2 東京ガス株式会社 安全健康•福利室

キーワード：身体活動、最大酸素摂取量、運動負荷テスト

【背景】身体活動に伴う身体の振動や、発汗後の水分摂取量が尿路結石の
早期排泄を促進する可能性が考えられ、身体活動が尿路結石症の予防や予
後の改善に貢献する可能性がある。しかしながら、これまでに我々が知る
限り、尿路結石症と身体活動の関係を疫学的に調査した研究はみあたらな
い。【目的】日本人男性労働者を対象に、低い身体活動量が尿路結石症の危
険因子であるかどうかを評価することを目的に後ろ向きコホート研究を行
なった。【方法】東京ガス株式会社において 1985年に最大下運動負荷テス
トおよび定期健康診断を受診した男性を対象にした。身体活動量の評価に
は、身体活動量の客観的な指標である有酸素能力として最大酸素摂取量の
推定値を用いた。最大酸素摂取量の推定値は、最大下運動負荷テスト時に
得られた心拍数と作業量から Astrandのノモグラムおよび年齢補正係数を
用いて計算した。2004年に実施した定期健康診断時における自記式質問
紙および看護師の聞き取りによって尿路結石の発症の有無および発症年を
確認した。追跡に先立ち、追跡開始年およびそれ以前に尿路結石が発症し
ていた者を追跡対象から除いた。その後、対象者を追跡開始時点の最大酸
素摂取量で三分位に分類し 2004年までの間の尿路結石症の罹患者数を群
別に確認した。そして、ロジスティッ ク回帰モデルを用いて最も低い有酸
素能力群を基準にした他の各群の年齢を調整したオッズ比を求めた。また、
交絡因子として BMI(連続数）、 飲酒習慣 (3群）、喫煙習慣 (3群）を調
整した多変量調整オッズ比を求めた。【結果】追跡対象者数は 4,074人で
あり、追跡開始時点における平均年齢 （中央値）は 31歳 （四分位範囲 ：
28-35歳）であった。追跡期間中に 258人が尿路結石を発症していた。低
い有酸素能力群に対する他の群の尿路結石症罹患の年齢調整オッズ比およ
び 95%信頼区間は 0.93(0.67-1.26)、0.75(0.54-1.03)であった（トレンド

検定： P=0.080)。また、年齢以外の交絡因子を調整した多変量調整オッズ
比 (95%信頼区間） は 1.01(0.74-1.39)、0.84(0.59-1.19)であった （トレ
ンド検定： P=0.319)。【結論】有酸素能力と尿路結石症の間に明確な関係
は認められなかった。今後は、特定の身体活動に着目した前向きコホート
研究を展開していく予定である。
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地域高齢者における日常生活動作 (ADL)障害頻度とその原因
疾患の時代的推移：久山町研究

吉田大悟 1、二宮利治 叉 小原知之 叉 平川洋一郎 1、永田雅治 4、福原正代 1、
池田文恵 八 向井直子 入志方健太郎 1、清原豊 1

1九州大学大学院医学研究院 環境医学、 2 九州大学大学院医学研究院 病態機能内
科学、 3 九州大学大学院医学研究院 精神病態医学、 4 九州大学大学院医学研究院
地域医療教育ユニッ ト

キーワード ：AOL障害、時代的推移、地域高齢者

【背景】近年、高齢者の増加に伴い、 ADL障害による要介護者の増加が重
要な問題となっている。そのため、地域高齢者における ADL障害の頻度と
その原因疾患について把握することは重要であるが、その時代的推移を検
討した報告は少ない。

【目的】福岡県久山町で行われた ADL障害の有病率調査の成績を用いて、
地域高齢者における ADL障害の頻度とその原因疾患の 20年間に渡る時代
的推移について検討する。

【方法】 1985年、 1992年、 1998年、 2005年に久山町で行われた ADL障
害の有病率調査に参加した 65歳以上の高齢住民、 878名（参加率 93.6%)、
1175名 (95.5%)、1417名 (98.3%)、1550名 (90.6%)を対象とした。
地域の公民館、対象者の自宅、病院や施設において質問紙を用いた面接調査
を行った。ADLは食事、入浴、着衣、排尿や排便のコントロール、イスへ
の移乗の 5項目について評価し、 1項目以上介助が必要な場合を ADL障
害ありとし、さらに 4項目以上障害されている者を重度 ADL障害者と定
義した。住民健診の結果や通院カルテなどの詳細な臨床情報をもとに原因
疾患を診断した。ADL障害者の 5年生存率の時代的変化の検討には、生存
時間解析を用いた。

【結果】 ADL障害の有病率 （性年齢調整後）は、 1985年 9.9%、1992年
8.9%、1998年 12.3%、2005年 13.1%と時代と共に有意に増加した。続
いて ADL障害の原因疾患の時代的推移を検討したところ、脳血管疾患の
割合は、 1985年から 2005年の間に 16.5%から 13.4%に減少した。一
方、認知症の割合は、 28.6%から 33.5%と有意に増加した。特に重度 ADL
障害者の原因疾患として、認知症の割合の増加が顕著であった (1985年
36.8%、1992年 40.9%、1998年 43.1%、2005年 61.4%)。ADL障害者
の 5年生存率は、 1985年の 28.3%に比べ、 2005年には 48.7%と有意に
改善した。

【結論】福岡県久山町の高齢者では、 ADL障害の頻度は過去 20年間に時
代とともに有意に増加した。ADL障害の原因疾患として、時代と共に脳血
管疾患の占める割合が低下し、認知症の頻度が増加した。高齢者の ADL障
害を予防するうえで、脳血管疾患のみならず、近年増加傾向にある認知症
の予防対策が重要な課題であるといえよう。
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ライフコースにわたる両親の社会経済状況と児の発達障害との
関連： J-SHINE2010データ
近藤尚己 1、高田未里 1、橋本英樹 1

1東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻

キーワード：社会経済要因、発達障害、ライフコース疫学

【目的】親の小児期および現在の社会経済状況 (socioeconomicstatus 
SES)は妊娠中から出生後の環境に影響を与え児の発達を左右する可能性
がある。複数の経路仮説が提唱されているが、その検証は十分ではない。今
回、 Japanesestudy on Stratification Health, Income, and Neighborhood 
(J-SHINE)初回調査ならびに追加調査データを用いて検討した。
【方法】東京都区内・近郊 4市区から無作為抽出した 25~50歳の男女

13,920名を対象としてコンピューター・アシストによる自己回答 （ある
いは聞き取り）の質問調査を 2010年に実施し （回収数 4385人；有効回
収率 34.2%、接触者ベース回収率では 52%)、 2011年に対象者の子ど
も調査を追加した （対象 2185世帯中 1551世帯 （回収率 70.9%))。発
達障害をスクリーニングする Strengthsand Difficult Questionnaire日本
版を実施した 4歳児から高校生 1972名を解析対象とした。先行研究に基
づき、同尺度の 13点以上を 「中等度以上の支援が必要な発達状況： some 
need(+)」とし、両親の現在および小児期の SESごとの someneed(+)の
割合比 (prevalenceratio: PR)を求めた。親の小児期 SESは対象児の祖
父母の SESおよび父母の 15歳.5歳時点の経済状況自己評価で評価した。
ポアソン分布をあてはめた一般化推定方程式 (GEE) により世帯内集積性
および可能性のある交絡因子（両親の年齢と精神疾患の既往）を調整した。
【結果】父母の学歴・職業・個人所得および世帯の所得・資産は、いずれ

も強く someneed(+)割合と有意に関連した。所得および職業との関連は
父親のほうが強く、親が生産関連職の場合、管理職・専門職の場合に対す
る調整 PRは、父の職業で 2.12(95 %信頼区間 1.24-3.62)、母の職業で
1.60 (0.98-2.61)であった。学歴との関連の強さは父母同等であった。父
母の 15歳時の経済状況との関連は弱かったが 5歳時の経済状況とは父母
ともに強く関連した (5段階評価： trend p<0.001)。父方・母方ともに祖
父母の学歴が低いほど someneed(+)割合が高い傾向が見られ (PRs:1.19
~1.64)、母方の祖父母の学歴のほうが父方よりも PR推定値が大きい傾向
が見られた。これらの父母の小児期 SESの PRは現在の父母の SESでの
調整により大きく低下したが、完全に無関連とはならなかった。小児期と
現在の SESとの明確な交互作用は認めなかった。
【考察】小児の発達は親の現在の SESの影響を強く受けるが、親の幼少

期の SESの直接効果 (latenteffects pathways)の存在も支持された。特
に母方の祖父母の学歴の影響が強い可能性が見られた点は興味深い。今後、
妊娠中の両親の生活習慣・出生時の健康状態・育児状況等の関与について
検討していく必要がある。
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妊娠中における母親の能動及び受動喫煙と出生時低体重 ：九州・
沖縄母子保健研究

三宅吉博＼田中景子 1、荒川雅志 2

1福岡大学医学部衛生 ・公衆衛生学、2 琉球大学大学院観光科学研究科 ウェルネ
ス研究分野

キーワード：出生前コホート研究、喫煙、出生時低体重

【背景】西洋諸国では、妊娠中の母親の能動喫煙が子の出生時低体重の最
も重要で予防可能なリスク要因と認識されている。一方、母親の受動喫煙
の影響については、明確な結論は得られていない。
【目的】九州・沖縄母子保健研究のデータを活用し、妊娠中の母親の能動

及び受動喫煙と出生時低体重との関連を調べた。
【方法】 1565組の単胎の母親とその子を対象とした。妊娠中ベースライ

ン調査及び出生時追跡調査で質問調査票を用いて情報を得た。出生時体
重 2500g未満を Lowbirth weight (LBW)、出生時 37週未満を preterm
birthと定義した。2010年の板橋らによる在胎期間別出生時体格標準値に
従い、性別、初経産別、在胎週別に出生体重が 10パーセンタイル未満を
small-for-gestational-age (SGA)と定義した。能動喫煙は以下の 4カテゴ
リーに分類した：1)妊娠中を通して非喫煙； 2)妊娠初期のみ喫煙； 3)妊娠通
してではないが、中期或いは後期に喫煙； 4)妊娠中通して喫煙。
【結果】 7.7%で LBW、4.0%で pretermbirth、7.8%で SGAであった。

妊娠中非喫煙に比較し、妊娠中通しての喫煙は有意に SGAのリスクの高
まりと関連し、補正オッズ比は 2.87(95% Cl: 1.11 to 6.56)であり、 量 ・
反応関係は P値が 0.04と有意であった。母親の能動喫煙と pretermbirth 
の量・反応関係は P値が 0.048と有意であったが、 3カテゴリーの補正
オッズ比はいずれも有意ではなかった。母親の能動喫煙と LBWとは関連
がなかった。妊娠中非喫煙群と妊娠中通しての喫煙群との補正平均出生時
体重の差は 169.6gであった。男女別の解析では、男児のみ妊娠中通して
の喫煙と SGAリスクとの関連が有意であったが、男女間の交互作用は有
意ではなかった。非喫煙者における家庭或いは職場の母親の受動喫煙はい
ずれの結果因子とも関連は認めなかった。
【考察】質問調査票により曝露情報を得た。米国妊婦の調査では、尿中の

コチニン濃度と自己申告の喫煙本数との間に強い相関があった。
【結論】本邦で初めて妊娠中を通した喫煙が SGAのリスクを高め、出生

時体重減少と関連する一方、妊娠初期のみの喫煙はいずれのアウトカムと
も関連がなかったことを示した。
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母乳栄養が乳幼児期の貧血発症に与える影響について一沖縄県
乳幼児健診データを用いた検討一
田中太一郎 1、営間隆也 2.3、仲宗根正 2.-l、玉那覇榮ー 2,5、宮城雅也 2,6、下
地ヨシ子 2、高良聰子 2.7、浜端宏英 2,8、安里義秀 2,9、西脇祐司！、山縣然太
朗 10

1東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野、 2 公益社団法人沖縄県小児保健協会、 3
わんぱくクリニック、 4 沖縄県宮古福祉保健所、 5 中頭病院、 6 沖縄県立南部医療セ
ンター • こども医療センター、7 たから小児科医院、 8 ァワセ第一医院小児科、9 I¥一
トライフ病院、 10山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座

キーワード：母子保健、母乳栄養、貧血

【背景】乳幼児の鉄欠乏性貧血はよく認められる疾患であり、治療を要さ
ない場合も多い。しかし、重度の貧血が長期にわたると精神運動発達の遅
れの原因となる可能性も示唆されている。鉄欠乏性貧血の頻度は母乳栄養
児において高いことが知られているが、我が国では大規模な地域集団を対
象とした検討はこれまでに行われていない。
【目的】母乳栄養とその他の栄養法では乳幼児期の貧血発症に違いがある

か、および離乳食の開始時期が貧血の発症に影響を与えるかについて明ら
かにする。
【方法】 2000~2008年に生まれ、沖縄県内で乳児前期健診、乳児後期健

診、 1歳 6か月児健診の全てを受診した児 55,641人 （男児 ：28,639人、
女児： 27,002人）を対象に検討を行った。なお、出生時体重が 2,500g未
満の児、早産・過期産児、多胎児は除外した。各健診時点での栄養法、離
乳食の開始時期について質問紙を用いて調査し、同時に毛細管血を用いて
へモグロビン (Hb)値の測定を行った。なお、 Hb値が 11g/dl未満を貧血
とした。
【結果】健診時点での栄養法別に貧血の有病率を検討すると、乳児前期、乳
児後期ともに母乳栄養群では、混合栄養群、人工乳群と比べ、貧血の有病率
が高かった（前期： 12.3 %、 10.2%、 6.9%、後期： 18.3 %、 8.0%、 5.0
％）。また、母乳栄養群、混合栄養群では、貧血の有病率が女児よりも男児で
高かった。乳児後期健診時点での貧血の有病率は乳児前期から乳児後期に
かけて人工乳を継続していた群よりも母乳栄養を継続していた群で有意に
高かった（オッズ比：男児 6.5(95 % Cl : 5.9-7.2)、女児： 3.6(3.3-4.0))。
乳児後期に母乳栄養であった群の乳児後期健診時点での貧血有病率は、離
乳食を開始した時期によって差を認めなかった。
【考察】母乳栄養児では他の栄養児に比べて貧血の有病率が高いこと、女

児よりも男児で貧血の有病率が高いこと、および離乳食の開始時期は貧血
の有病率に関係しないことが明らかとなった。母乳が乳児にとって最良の
栄養であり、母乳育児に多くのメリットがあることは言うまでも無く、今
後も母乳育児のさらなる推進は重要であると考えられる。同時に貧血の早
期発見や貧血を予防するための方策の策定も必要であると思われる。

なお、本研究は沖縄県小児保健協会が主体となって実施している研究事
業の成果の一部である。
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日本の中学生における不正咬合と頭痛との関係について～甲州
市母子保健縦断調査～

駒崎裕子 1,2、藤原 武男 叉小川 卓也 1、佐藤美理 叉鈴木孝太 叉 山縣然太朗 3、
森山啓司 1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野、 2 国立成育医療研究
センター研究所成育社会医学研究部、 3 山梨大学大学院医学工学総合研究部

キーワード：不正咬合、頭痛

【背景】近年世界的に子どもの頭痛が問題になっているが、頭痛の発症には
様々な原因があり、そのメカニズムは完全には明らかとなっていない。一
方、不正咬合と頭痛との関係性が報告され始めているが、我が国での報告
はなく、代表性のある集団を対象とした検討が求められている。

-78 -

【目的】本研究の目的は、日本人の中学生 (12-15歳）において、不正咬
合と頭痛との関係について検討することである。
【方法】甲州市立中学校 5校に在籍し健康診断の欠席者を除く全ての生

徒 (943名：男子 53.6%)を対象とした。各校の学校歯科健診時に、訓練
された矯正歯科医が矯正治療必要度指標 (Indexof Orthodontic Treatment 
Need)に準じて、不正咬合の診査を行った。頭痛の有無、また他の生活習
慣や身体状況も質問紙を用いて調査した。得られたデータを元に、頭痛と
不正咬合の関連の解析を行った。頭痛の有症率が高いため、他の生活習慣
や身体状況を調整した robustvariance estimatorsによるポワソン回帰分
析を用いた。頭痛と不正咬合の種類ごとの関連の解析も行った。
【結果】頭痛の有症率は、不正咬合を有する群で 46.5%、不正咬合を有さ

ない群で 37.5%であった。不正咬合を有する群は有さない群より、他の
生活習慣や身体状況を調整した上でも頭痛の有症率が高かった (adjusted
Prevalence Ratio [PR], 1.15; 95% Cl, 0.99-1.34)。また頭痛と不正咬合の
種類ごとの解析では鋏状咬合を有する群で頭痛の有症率が有意に高かった
(adjusted PR, 1.42; 95% Cl, 1.05-1.91)。
【結論】日本の中学生を対象とした調査の結果、不正咬合者において有意

に高い頻度で頭痛を認め、特に鋏状咬合を有する群でその傾向が強かった。
以上の結果より、不正咬合が頭痛発症のリスクファクターとなる可能性が
示唆された。
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ダイオキシン環境曝露の出生児の脳神経発達に与える影響：ベ
トナムにおける小児コホート 3年間の追跡

西条旨子 l、PHAM THE TAl1・2、NGUYEN THI NGUYET ANH1, TRAN 

NGOC NGHI尺 丸銭笑子 1、中川秀昭 1、森河裕子 3、岡本理恵 4、城戸照彦 4、

HOANG VAN LUONG叉 TRAN HAI ANH叉 PHONG THAN PHUONG叉
西条寿夫 6

l金沢医科大学 公衆衛生学、 2ベトナム軍医科大学、3金沢医科大学 看護学部、4

金沢大学医薬保健領域保健学系、 5ベトナムダナン市テンケー地区病院、 6 富山大学
医学薬学研究部 システム情動科学

キーワード ：ダイオキシン、小児コホート、脳神経発達

【背景】ベトナムでは、戦争中枯葉剤の副産物であるダイオキシンに一般

住民が暴露し、戦後 40年経過した現在も、元米軍基地周辺に、ホットス

ポットと言われる高濃度汚染地域が存在する。そこで、我々は平成 20年

に、ホットスポッ トの一つであるダナン市テンケー地区で出生児 150名の

コホートを立ち上げ、生後 4ヶ月および 1歳時の脳神経発達を追跡調査し、

母乳中ダイオキシンが高かった母親の出生児に、体重増加不良と言語・運

動機能、社会情動発達の軽度な遅れが認められることを報告してきた。

【目的】本研究では、この小児コホートを 3歳まで追跡し、ダイオキシン高

濃度暴露群と低濃度暴露群の 3年間の脳神経発達スコアの相違を検討した。

【方法】母乳中総 dioxin-TEO(総ダイオキシン毒性等価指数）と乳児 DDI

（一日ダイオキシン摂取量）の 75パーセンタイル値をカ ットオフ値として

対象児を 2群 （高、低暴露群）に分け、 4ヶ月、 1歳、 3歳のベーリー脳

神経発達尺度 (BayleyIll)のスコアの平均値を、各断面および 3年間全体

で、ミックスモデルを用いて交絡要因を調整した上で比較した。

【結果】高 TEQ群のスコアは、 4ヶ月時点では微細運動が、 3歳時では認

知及び運動 （微細、粗大、合計）が、低 TEQ群に比べ有意に低かった。ま

た、全期間でも運動 （粗大、合計）のスコアが高 TEQ群で高かった。また、

高 DDI群は、 4ヶ月の時点で、認知のスコアが低 DDI群に比べ有意に低

く、全期間でも同様に、高 DDI群の認知の有意なスコア低下が認められた。

【考察】母乳中 TEQあるいは DDIの高い 4ヶ月児は、認知、運動機能の

軽度の低下を示すが、 1歳では相違が有意ではなくなり、 3歳になると再

び、機能の低下が有意となる。全期間通してみると、高暴露群の発達スコ

アは、認知、運動能力で低下しており、幼児期になっても軽度ではあるが、

発達に影響があることが考えられる。今後も追跡が必要である。

【結論】母親のダイオキシン暴露は、その出生児の脳神経発達に影響を与

えていることが示唆される。
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東日本大震災の医療救援者における PTSD症状の予測因子に
関する検討

西大輔 1,2,3,9、中谷直樹 5,9、曽根稔雅 6,9、野口普子 2,3,9、浜崎景 7,9、浜崎
智仁 8,9、小井土雄一 2,9、松岡豊 1,2,4,9

1国立病院機構災害医療センター 精神科、 2 国立病院機構災害医療センター 臨床

研究部、 3国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所、 4 国立精神・神経医療
研究センター トランスレーショナル・メデイカルセンター、 5 鎌倉女子大学、 6東

北福祉大学健康科学部、 7富山大学医学部 公衆衛生学、 8富山大学 和漢医薬学
総合研究所、，科学技術振興機構 CREST 

キーワード：震災、救援者、 PTSD

【背景】災害発生時には、被災者だけでなく救援者も心的外傷後ストレス障

害 (PTSD)を発症する危険性が高くなることが知られている。 しかしわが

国の医療救援者に関して、 PTSDの予測因子は明らかになっていなかった。

【目的】東日本大震災の被災地に派遣された災害派遣医療チーム (DMAT)

の隊員において、 トラウマ体験の最中とその直後の精神的苦痛を評価する

13項目の質問紙 PeritraumaticDistress Inventory (PDI)が、 PTSD症状

を予測するかどうかを縦断的に検討した。

【方法】初回調査では POIのほかに、人口統計学的背景、派遣前のストレ

ス、こ遺体に接した経験、子どもを救出した経験、震災関連のテレビの視

聴時間など、海外の先行研究から PTSDと関連があると考えられている要

因について調べた。追跡調査では、 PTSD症状を質問紙 Impactof Event 

Scale-Revised (IES-R)で評価した。IES-Rの得点を従属変数、 PDIの得

点を独立変数、初回調査で調べたそのほかの要因を調整変数として重回帰

分析を行った。なお、 PDIに関しては項目こ‘との予測妥当性を調べるため

単変量の回帰分析も行った。全ての解析は、両側検定、有意水準は p<0.05

に定めた。

【結果】平成 23年 4月 2日から 22日の間に、被災地に派遺された DMAT

隊員 1,816名中 254人が研究に参加した。その後、 2011年 7月 11日か

ら 8月 4日までの間に、 68. 1 %にあたる 173人が追跡調査に参加した。

重回帰分析の結果、 POIの得点の高さと、 4月時点で震災関連のテレビの

平均視聴時間が 1日4時間以上であったことが、 7-8月時点での PTSD

症状を予測していた。POIの項目のなかでは、「感情的になった自分を恥じ

た」「感情的に取り乱しそうになった」という項目が特に PTSD症状を強

く予測していた。
【考察】参加率や脱落率の高さなどの限界はあるが、災害後に被災地に派

遣される救援者が注意すべき反応や対処行動が示唆された。

【結論】被災地への派遣前に救援者の PTSD症状の予測因子を周知し、早

期のセルフケアや専門家への相談につなげることが、救援者の PTSD予防

に有用と考えられた。
【文献】 NishiD, et al. PLoS one 2012 
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福島県「県民健康管理調査」プロトコールー東日本大震災後の
放射線の健康影響に関する調査一

安村誠司 1,2、細矢光亮 1,3、山下俊一 l、神谷研二 1,4、阿部正文 1,5、明石真

言 6、児玉和紀 八 小笹晃太郎 7

1福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター、 2福島県立医科大学医学部公
衆衛生学講座、3 福島県立医科大学医学部小児科学講座、4広島大学原爆放射線医科
学研究所所長、5福島県立医科大学医学部病理病態診断学講座、6放射線医学総合
研究所、 7 放射線影響研究所

キーワード：東日本大震災、放射線、健康影響

【背景】2011年3月 11日午後2時 46分に発生した地震とそれに津波による

東日本大震災 （以下、震災と略す）、さらに東京電力福島第一原子力発電所事故

に伴う放射線の健康影響が危惧された。
【目的】福島県では、震災や原子力発電所事故により、多くの県民が健康に不安

を抱えている状況を踏まえ、長期にわたり県民の健康を見守り、将来にわたる健

康増進につなげるため「県民健康管理調査」を実施することになり、福島県立医

科大学が受託し実施することになった。
【方法】調査は、基本調査と詳細調査 （甲状腺検査、健康診査、こころの健康度・

生活習慣調査、妊産婦に関する調査）から成り立っている。
基本調査は、県内居住者の約 205万人の外部被ばく線量を把握するための質問

紙調査である。甲状腺検査は、チェルノブイリ原発事故での甲状腺がんの発生増

加という事実を背景に、震災時に 18歳以下の約 36万人を対象として超音波検

査を実施することとした。健康診査は、国によって避難を余儀なくされた警戒

区域の約 21万人すべてを対象として、その健康状態の把握することとした。ま

た、こころの健康度•生活習慣調査も上述と同様に約 21 万人を対象として、こ
ころの健康度及び生活習慣は、年齢に応じた4種類の質問紙を作成し、郵送調査

を実施した。妊産婦に関する調査では、震災時に母子健康手帳を交付された約

16000人の健康管理のために郵送調査を実施した。
【結果】 2012年 8月 31日現在、回答率は 22.9%(470,593人/2,056,994人）

であった。回答をして頂く工夫を今後も続ける必要がある。実効線量推計結果

では、累計 122,798人のうち放射線業務従事経験者を除く 119,450人の推計

結果は、 SmSv未満が 99.2%、10mSv未満は 99.9%であった。甲状腺検査は

83,289人が受診した。99.5%が次回 （平成 26年度以降）の検査まで経過観察で

よい A判定であった。健康診査の受診率は 35.4%であった。こころの健康度・

生活習慣調査の回収率は、子どもでは 63.3%、一般では 40.6%であった。妊産

婦に関する調査では、 58.1%の回答率であった。
［考察】先行研究では 100mSv以下での明らかな健康への影響は確認されてい

ないことから、 4ヶ月間の積算実効線量推計値ではあるが、 「放射線による健康

影響があるとは考えにくい」と評価される。甲状腺検査は今年から県外でも受診

できる体制を整えたが、その円滑な実施が重要である。 こころの健康度•生活習
慣調査・妊産婦に関する調査における要支援者への適切な支援が重要である。

【結論】長期に調査を実施していくためには、国内外の疫学者の疫学者の支援が

必要である。調査に対し理解頂くために、リスクコミュニケーションが重要で

ある。
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J-MICC研究静岡地区における口腔衛生習慣と現在歯数の関連

須磨紫乃 1、内藤真理子 1、川合紗世 1、岡田理恵子 1、銀光 1、森田えみ＼若

井建志＼浜島信之 1

1名古屋大学大学院医学系研究科予防医学
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キーワード：現在歯数、口腔衛生習慣、コーホート研究

【背景】

口腔内の状態と糖尿病や誤喫性肺炎などの全身疾患との関連が知られるよ

うになって久しい。口腔内の状態の向上は、全身の健康の向上にも繋がる

と考えられている。
［目的】

本研究では、口腔衛生習慣と現在歯数を分析・検討し、今後の口腔内の状

態の向上に役立てることを目的とする。

【方法】
対象者は日本多施設共同コーホート研究 (J-MICC研究）の静岡地区の参

加者で、聖隷予防検診センターで人間ドックを受診した 3569歳の 4,921

人である。口腔衛生習慣に関しては、自己式質問票を用いて、 ①口腔に関

する主観的健康観、 ②一日の歯磨きの回数、 ③歯間清掃器具の使用頻度、 ④

電動歯ブラシの使用の有無、⑤専門医療機関における歯石除去の頻度につ

いて聞いた。現在歯数は自己申告のデータを用いた。統計解析には STATA

ソフトウェアバージョン 11を用い、ロジスティック回帰分析を行った。

【結果】
今回の対象者で現在歯数が 20本以上の人は 4,301人 (87.4%)、19本以

下の人は 615人 (12.5%) であった。年齢階層別の一人平均現在歯数は、

平成 17年歯科疾患実態調査と比較すると、男女ともに 3559歳ではよ

り少なく、 6069歳ではより多かった。現在歯数が 20本以上あることの

オッズ比は、性別・年齢・喫煙の有無．糖尿病罹患の有無で調整してロジ

スティック回帰分析を行ったところ、一日二回以上歯磨きをする人は一回

以下の人の 1.27倍 (p=0.023,95%CI1.03-1.57)であった。専門医療機関

に年に一回でも歯石除去に行く人は行かない人の 1.32倍 (p=0.002,95%CI

1.11-1.59)であった。他の項目では有意な関連は見られなかった。さらに、

生活習慣では喫煙でのみ有意な関連がみられた。現在歯数が 20本以上ある

ことのオッズ比は、性別・年齢・糖尿病罹患の有無で調整してロジスティッ

ク回帰分析を行ったところ、喫煙をしない人は喫煙歴がある人の 1.80倍
(p<0.001,95%CI 1.45-2.24) であった。

【考察］
今回の研究では、口腔内の状態が悪くなったため結果的に歯磨きの回数が増

加したり．歯石除去に行く頻度が増加したりする影響も否定できない。今

後は、その他の生活習慣や遺伝子多型などの検討を加えながら、経時的な

歯数変化を分析する予定である。

【結論】
現在歯数は、一日の歯磨きの回数と専門医療機関における歯石除去の頻度

と有意な関連が見られた。
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自殺死亡と地域特性に関する分析

須賀万智 1、山内貴史 2、立森久照 叉 稲垣正俊 叉 竹島正 2

1東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座、 2国立精神・神経医療研究センター 精
神保健研究所

キーワード ：自殺死亡、地域特性、生態学的研究

【背景】二次医療圏の自殺死亡率に関する生態学的研究から、男性の自殺
死亡率の地域差を説明する因子として「可住地面積当たリ一般世帯数（密
度）」「世帯当たり課税対象所得 （所得）」 が示された。この 2因子で説明で
きる分散の割合は全年齢階級で 40%未満に留まり、政府統計から得られな
い地域特性の関与が窺われた。
【目的】全国を 7地域に分け、各地域の潜在的特性を考慮して、男性の自

殺死亡率と密度と所得の関係を検討した。
【方法】平成 20年 3月末現在の二次医療圏 354圏域について 「自殺対策

のための自殺死亡の地域統計 2009年版」から 2003~2007年の 5年平均
の自殺死亡率 （人口 10万対、ベイズ推定）、「統計でみる市区町村のすが
た 2008」から密度 （対数変換、四分位）と所得 （四分位）を計算した。自
殺死亡率を従属変数、密度と所得を独立変数、地域を独立変数または階層
として、重回帰モデルと階層モデルの 2種類で分析した。
【結果】男性全体の自殺死亡率 （年齢調整）は密度、所得、地域で有意差

を認め、重回帰モデルでは、低密度、低所得、関東に対して東北と九州／沖
縄で死亡率が有意に高かった （調整 R20.62)。ランダム切片モデルでは、
ヌルモデルで切片の分散を有意に認めたが (p=0.04、ICC0.48)、密度と
所得を加えたモデルで縮小した (p=0.05、ICC0.29)。ランダム係数モデ
ルでは、密度と所得の係数の分散を有意に認めなかった。45-54歳の自殺
死亡率は男性全体とほぽ同様の結果であった。75歳以上の自殺死亡率は密
度で有意差を認め、重回帰モデルでは、低密度で死亡率が有意に高かった
（調整 R20.28)。ランダム切片モデルとランダム係数モデルでは、切片お
よび係数の分散を有意に認めなかった。
【考察】中年男性の自殺死亡率の地域差は密度と所得で一定の割合を説明

できるが、さらに各地域の潜在的特性も関与する可能性が示唆された。高
齢男性の自殺死亡率の地域差は明らかに認められず、地域特性の関与は否
定的であった。高齢男性では環境要因より個人要因の方が強く関係するの
かもしれない。
［結論】男性の自殺死亡率の地域差には、密度と所得のほか、各地域の潜

在的特性も関与しうるが、その影響は年齢により異なると考えられた。
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高齢者の健診受診行動の関連要因 ：沖縄におけるソーシャル・
キャピタルの検討 — JAGES-OKINAWA Study 

白井こころ 1,3、磯博康 2、Kawachilchiro3、等々力英美 4、高江洲順達 5、石川
清和史大屋祐輔 4、鈴木佳代ス中川雅貴 7、近藤克則 7

1琉球大学法文学部人間科学科、 2 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座
（公衆衛生学）、 3Society Human Development and Health, Harvard School of Public 
Health、4琉球大学大学院医学系研究科、5南城市健康増進課、6今帰仁村今帰仁診
療所、 7 日本福祉大学健康社会研究センター

キーワード ：健診受診、地域保健、ソーシャル・キャピタル

【背景】健診受診行動 (Khanet al,2004)や健診受診への関心 (Ikedaet al, 
2005)が高い者ほど、死亡リスクが低いことが報告され、日本の健康長寿に
は、健診体制の普及が貢献したことが推察される (TataraKet al, 1991)。
一方、高い健診受診率の関連要因 (Hozawaet al, 2009, Kuriyama et al, 
2006)として、生活習慣や身体機能の検討に関する報告はあるが、地域と
のつながりや本人の性格傾向等の内的資源の検討は限られている。
【目的】本研究では、沖縄の地域データを用いて、地域住民の健診受診行

動の関連要因の分析を行う。それにより、健診受診率向上に資する地域資
源、個人の内的資源の検討をすることを目的とする。
【方法】 JAGES(日本老年学的評価研究）ーOKINAWAStudy調査対象地域
のうち N市在住の 65歳以上高齢者 5,714名に対して自記式の質問紙調査を
行った。回答を得た 4,033名のうち、同意書不備、要介護認定、入院、性・
年齢記述の欠損を除いた 3,744名 （男性 1,704名・女性 2,040名）を分析
対象とした。分析は、男女別に 1年以内の健診受診に関連する要因を検討
した。喫煙、飲酒等の生活習慣、教育歴、所得等の SES要因に加え、個人
の内的資源として、 SOC(Sense of Coherence)、楽天的性格傾向を使用
した。ソーシャル・キャピタル （以下 SC)については、 PutnamR (1993) 
の定義に従い、 「信頼」「規範」「ネットワーク」の構成概念を用い、個人の
認知レベルでの信頼感、助け合いの規範、組織参加の状況を評価に用いた。
【結果】男女ともに喫煙者、外出頻度の低い閉じこもり傾向のある高齢者

で、健診受診のオッズ比が低かった。一方、地域組織の参加数が多くネッ
トワークが豊かな者、地域への信頼感が高い者、相互扶助の規範が強い者
において、それぞれ健診受診のオッズ比が高かった。先行研究に示される
教育歴と健診受診との間には有意な関連はみられなかった。また、男性で
は個人の内的資源として SOCレベルの高い者、楽天的性格傾向の者で健
診受診のオッズ比が高かった。
【考察】喫煙者や閉じこもりなど生活習慣が良好でない者で健診受診傾向

が低く、個人の認知的 SCレベルが高い者で健診受診傾向が高かった。結
果は、周囲の顔見知りや地域の健康推進員からの声掛けが健診受診の契機
になったとする、質的インタビューの結果（健康おきなわ 21)とも合致し、
保健師等の専門家による支援のもと、地域の絆やネットワーク等の地域資
源の活用が健診受診勧奨に有効であることが考察された。
【結論】沖縄における健診受診行動について、生活習慣ならびに、地域組

織参加や信頼感など、地域とのつながりが健診受診の関連要因として認め
られた。
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自覚的生きがいの程度と帯状疱疹発症との関連 Shozu Her-
pes Zoster (SHEZ) Study 

鷹尾友紀子 1,2、伴淳子 1、奥野良信 叉森康子 3、浅田秀夫 4、山西弘一 叉 大
平哲也尺磯博康 1

1大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座公衆衛生学教室、2一般財団法人阪
大微生物病研究会、 3 独立行政法人医薬基盤研究所、4 奈良県立医科大学

キーワード：帯状疱疹、前向きコホー ト研究

【背景】
香川県小豆郡帯状疱疹プロジェクト (ShozuHerpes Zoster (SHEZ) study) 
は、 3年間 (2009~2012年）の前向きコホート研究で、帯状疱疹の発症要
因についての疫学解析を目的の 1つとしている。帯状疱疹の発症に社会心
理的要因が関与する可能性が指摘されているが、その指標としての自覚的
ストレスと生きがいについて、帯状疱疹発症との関連を分析した。解析は
2012年 7月 31日時点 2.84年の縦断データを用いた。
【方法】

小豆郡に住む 50歳以上の男女のうち、研究調査に参加の意思を示した
12,522人について、登録時に、帯状疱疹既往歴、生活習慣 （運動・睡眠時
間・食生活及び喫煙習慣等）、 社会心理的要因 （ストレスの有無•生きがい
等）に関する情報を自記式質問票により収集した。ストレスについては、
「仕事上または生活上でストレスを感じることがありますか？ 」という問い
に対し、 1)おおいにある 2)かなりある 3)少しある 4)ほとんどない、生
きがいについては、「生きがいを感じていますか？」という問いに対し、1)
大いに感じている 2)感じている 3)あまり感じていない 4)全く感じてい
ない の選択式とした。追跡期間中、 4週間に 1度の頻度で電話による聞
き取り調査を実施し、帯状疱疹発症の可能性がある対象者に対しては、医
療機関で問診、症状の確認と血液検査を実施した。社会心理適用要因と帯
状疱疹発症 (PCR(Polymerase Chain Reaction)法にて VZV(Varicella 
zoster virus)検出例）との関連について、 Coxハザードモデルを用いて、
年齢・性別・帯状疱疹既往・喫煙習慣で調整したハザード比 (HR)及び 95
％信頼区間を算出した。
【結果】

ストレスの程度と帯状疱疹発症に関しては関連が認められなかった。一方、
生きがいについての帯状疱疹発症のハザード比 (95%信頼区間）は、生き
がいを感じる• あまり感じない• まったく感じない者に比較して、大いに生
きがいを感じる者は 0.56(0.35-0.91)であった。なお、癌の既往がある者
(n=417)を除外してもハザード比は 0.56(0.34-0.91)と変わらなかった。
【結論】

生きかいを大いに感じている者は、それ以外の者に対して帯状疱疹の発症
リスクが低かった。この関連は癌の既往のない者でも同様に認められた。
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運動基準 2006の基準値 23メッツ時l週を目指す介入が腰痛有
訴に及ぽす影響：無作為割付介入研究

宮地元彦 1、村上晴香 1、川上諒子 1,4、沼田健之 叉 宮武伸行 矢 田畑泉 5

1独立行政法人国立健康・栄養研究所 健康増進研究部、 2 岡山県南部健康づくリセ
ンター、 3香川大学 医学部衛生学、 4早稲田大学大学院 スポーツ科学研究科、 5

立命館大学 スポーツ健康科学部

キーワー ド： 身体活動、運動基準、腰痛

【背景】健康づくりのための運動基準 2006において、生活習慣病予防の
ための身体活動の基準値として、 23メッツ時／週 (10,000歩／日）が提唱さ
れている。この基準の策定に、足腰の痛みなどの整形外科的症状の予防は
考慮されていない。
【目的】厚生労働科学研究 「運動基準 2006の妥当性検証ための大規模介

入研究」の参加者を対象に、身体活動の基準を満たさない者に対する基準
達成を目標とした介入が将来の腰痛有訴率を下げるか否かを検討すること。
【方法】 30歳から 64歳までの健康な男女を対象に、形態計測、体組成、

疾患罹患状況、愁訴、また 3次元加速度計を用いて身体活動量を測定した。
ベースラインの身体活動量を基に、 23メッツ時／週を満たしている者を活動
群、満たしていない者を非活動群とした。さらに、非活動群は無作為に 2
群に分けられ、 1年間の身体活動指導を受ける者 （身体活動介入群）、受け
ない者 （非活動対照群）に割り付けられた。対象者は、ベースラインにお
いて腰痛のない参加者であり、最低 1年以上にわたり追跡測定が終了した
者とした。観察期間における各群の腰痛有訴率をコ ックス比例ハザードモ
デルで比較した。
【結果】大規模介入研究登録者 985名 （活動群 345名、非活動対照群 237

名、身体活動介入群 239名、除外群 164名）のうち、ベースラインにお
いて腰痛がなく、最低 1年以上観察が終了した者は 526名であった。その
うち、平均 2.3年間 (1.....,4年）の観察期間における腰痛有訴者数は 73名
であった。3群における身体活動量の 1年間の変化には有意な交互作用が
認められ (p<0.01)、身体活動介入群においてのみ 1年後に有意な増加が
認められた (p<0.05)。非活動対照群を基準とした場合、活動群ならびに
身体活動介入群における腰痛有訴の年齢、性別，BMIで調整後のハザード比
は、それぞれ 0.65(95%CI: 0.38-1.09)と0.50 (0.27-0.94)であった。
【結論】運動基準 2006で定められた身体活動の基準値を満たさない者に

対する身体活動介入は、腰痛有訴を 50%程度抑制することが示唆された。
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川崎病発症時年齢と冠動脈障害の関連一和歌山川崎病研究会に

よる 12年間の症例調査結果一

北野尚美 1、鈴木啓之 叉 武内崇 叉 末永智浩 叉 垣本信幸 2、渋田昌ー 3、上村

茂 4、西尾信宏 1、吉川徳茂 2、竹下達也 1

1和歌山県立医科大学 医学部公衆衛生学、 2 和歌山県立医科大学 医学部小児科学、

3社会保険紀南病院小児科、 4 昭和大学横浜北部病院 循環器センター

キーワー ド： 冠動脈、川崎病

【背景】川崎病は日本人で罹患率が高いことがわかっている。日本で 1970

年から継続されてきた全国調査によって、川崎病患者報告数の季節性、周

期性、地域性が指摘されている。初回の免疫グロブリン超大量療法 (IVIG)

の不応例は 10数％存在する。第 21回全国調査では、川崎病発症 1か月の

時点の冠動脈障害は 3.0%で巨大瘤は 0.22%であった。冠動脈障害合併
の割合は低下傾向とされているが、新たな巨大瘤症例があり死亡例もある。

川崎病の病因は不明で、現在の治療では冠動脈障害を克服できておらず、子

どもの後天性心疾患の代表的な原因疾患となっている。
【目的】近年の診断と治療環境において、川崎病による冠動脈障害と発症

時年齢の関連を調べる。
【方法】和歌山川崎病研究会では、和歌山県下の小児科を有する全ての病

院を対象に、川崎病の新規発生例の調査を実施してきた。この調査は悉皆

性があり、県下で発生した川崎病のほぽ全数が把握できている。川崎病の
定義は、厚生労働省の川崎病診断の手引き第 4版、 2002年以降は第 5版

を用いた。診断の確実度は、 6主要症状のうち 4以下の場合に不全型とし
た。発症 1か月時点での冠動脈障害の評価は、第 30病日前後に小児循環

器専門医または訓練された小児科医によって実施された経胸壁二次元心臓
超音波検査所見を用いた。1999年 10月から 2011年 9月に連続して発

生した川崎病症例は 1295例で、本研究では一方の親が外国人であった 2

症例を除外した 1293例を連結不可能匿名化して抽出したデータセットを、
統計ソフト SPSSfor Windows v15.0を用いて解析した。本研究計画は当

大学倫理委員会において承認を得て実施した。
【結果】男 730、女 563(男／女比=1.3)、発症時年齢 10か月以下 19.6%、

50か月以上 19.6%で、再発例 2.2%、不全型 1.9%であった。アスピリン

内服 98.3%、IVIG治療 91.7%で、追加 IVIG治療は 16.1%であった。発
症 1か月時点で冠動脈障害は 42例 (3.2%)で巨大瘤は 6例 (0.5%) で
あった。性別、初再発、診断の確実度、アスピリン治療、 IVIG治療 （開始
病日、レジメ、追加投与）を調整したロジスティック回帰分析で、発症 1
か月時点の冠動脈障害は、 10か月未満のオッズ比 4.2(1.8-9.9)、50か月

以上のオッズ比 4.8(2.1-10.8) であった。
【考察とまとめ】発症時 10か月未満と 50か月以上で冠動脈障害と有意な

関連を認め、川崎病の不均一性を示唆する結果と考える。
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インスリン分泌不全と抵抗性の 2型糖尿病発症への影響：佐久
研究

森本明子 1,2、辰巳友佳子 1、出浦喜丈 3、水野正一 3、大野ゆう子 1、渡邊昌 3,4

1大阪大学大学院医学系研究科、 2滋賀医科大学臨床看護学講座、 3佐久総合病院、4

生命科学振興会

キーワード ：インスリン分泌不全、インスリン抵抗性、 2型糖尿病

【目的】インスリン分泌不全と抵抗性の 2型糖尿病発症への影響を明らか
にすることを目的とした。
【方法】 2006年度に佐久総合病院の 1泊人間ドックを受診した 30-69歳

の地域住民 4318名のうち、糖尿病者及び 2007-2010年度に 1泊人間ドッ

クを一度も受診しなかった者を除外した 3039名を前向きに 2010年度ま

で追跡した。75gOGTT2時間血糖値 200mg/dl以上または空腹時血糖値

126mg/dl以上、糖尿病治療の自己申告有り、を糖尿病発症と定義した。7

つのインスリン分泌能の指標と 5つの抵抗性の指標に対し、糖尿病との関
連を断面的に ROC分析により検討した。そして、 AUCの最も高かった指

標からインスリン分泌不全と抵抗性を定義し、 2型糖尿病発症リスクを交

絡因子を調整した Cox回帰分析により算出した。加えて、人口寄与危険度
割合を算出した。
【結果】インスリン分泌能の指標において、インスリン分泌指数の AUCが

0.825(0.795-0.855)と最も高く、 Youdenindexによリ評価したカットオフ

値は 0.39であった。一方、インスリン抵抗性の指標において、 HOMA-IR

のAUCが 0.778(0.750-0.805)と最も高く、カットオフ値は 1.7であった。

そこで、インスリン分泌指数 0.4以下をインスリン分泌不全、 HOMA-IR1.7

以上をインスリン抵抗性とした。3.5年間の平均追跡期間 (10503人年）に

204名が糖尿病を発症した。1000人年あたりの罹患率は正常で 4.4、イン
スリン分泌不全で 38.3、インスリン抵抗性で 21.3、インスリン分泌不全＋

抵抗性で 87 .8 であった。 正常を基準とした多変量調整ハザ—ド比は、 インス
リン分泌不全で 7.61(4.89-11.84)、インスリン抵抗性で 4.70(2.81-7.88)、

インスリン分泌不全＋抵抗性で 16.06(9.22-28.00)であった。また、 2型糖

尿病発症に対する人口寄与危険度割合は、インスリン分泌不全で 49.0(44.8-

51.6)、インスリン抵抗性で 14.3(11.7-15.8)、インスリン分泌不全＋抵抗性

で 12.9(12.2-13.2)であった。

【結論】インスリン分泌の少ない日本人において、インスリン分泌不全の
影響が大きいことが明らかとなった。

-81 -
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川崎病患者の長期追跡研究：第 8回追跡結果

中村好一 人 阿相栄子 1、屋代真弓 1、坪井聡 ＼ 古城隆雄 1、青山泰子 l、小谷

和彦 1、上原里程 1、柳川洋 1

1 自治医科大学公衆衛生学教室

キーワード：川崎病追跡調査死亡率人口動態統計

【背景】川崎病罹患者の長期予後は明らかではない。

【目的】心後遺症を持たない者も含めた川崎病既往者の追跡を行い、生命
予後を明らかにする。

【方法】第 8回～第 12回川崎病全国調査 (1982年 7月~1992年 12月）

で 52病院から報告された患者のうち、 (1)確実例 （容疑例は除く）、 (2)

初発例 （再発例は除く ）、(3)14病日までの初診 (15病日以降は除く）、

(4)日本国籍（外国製は除く）の4条件を満たすすべての患者 (6,576人）

について、戸籍を用いて 2009年末日までの生存状況を確認し、死亡が判

明した場合には死亡診断書に基づく死因の解析を行った。死亡率の解析は

性・年齢 ・暦年別に人口動態統計を用いて観察集団の期待死亡数を計算し、
観察死亡数との比 (0/ E比=SMR)とその 95%信頼区間を用いた。

【結果と考察】総観察人年は 148,295人年で平均観察期間は 22,6年であっ

た。2009年末日の状況は生存が 6,500人 (98.8%)、死亡が 46人 (0.7

％、男 35人、女 11人）、不明 （追跡脱落）が 30人 (0.5%)であった。

観察終了日の年齢は最年長が 37歳、全体の 84.2%が 20歳代であった。

死因は川崎病が 11人、死亡診断書に川崎病の記載がない心疾患が 2人、
循環器系の先天異常が 4人、悪性新生物が 7人、その他の内因死が 5人、
外因死 17人のうち不慮の事故と自殺が 7人ずつ、他殺が 2人、不慮の

事故か自殺か判別がつかない者が 1人であった。全体での SMRは46/

45.6 = 1.00 (95% Cl 0.73~1.34)であったが、心後遺症を持つ者の急性

期以降の SMRは 14/ 7.5 = 1.86 (95% Cl: 1.02~3.13)で、男に限定

すると 13/ 5.7 = 2.27 (95% Cl: 1.21~3.87)といずれも有意に高かっ

た。心後遺症を持つ者に対する医学的な管理の徹底が望まれる。悪性新生

物の SMRは 7/ 5.0 = 1.41 (95% Cl : 0.56~2.89)で、統計学的に有

意ではなかった。外因死の SMRは 17/ 25.1 = 0.68 (95% Cl : 0.39~ 

1.08)、自殺の SMRは 7/ 9.5 = 0.73 (95% Cl : 0.30~1.52)で、いず

れも死亡数は多いものの死亡率の上昇は観察されなかった。

【結論】心後遺症を持つ川崎病既往者では死亡率の上昇が観察されたが、持
たない者では上昇していなかった。
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日本人 2型糖尿病において軽症であっても網膜症の存在は循環

器疾患発症の危険と関連するo -JDCS から—

川崎良 1,2,3、田中司朗 4、田中佐智子 又 阿部さち 1、曽根博仁 6,7、横手幸太郎

8、石橋俊 史 片山茂裕 10、大橋靖雄 11、赤沼安夫 12、山田信博 6、山下英俊 1

1山形大学医学部 眼科、 2Centre for Eye Research Australia、3大阪がん循環器予

防センター、4京都大学付属病院探索医療センター、 5京都大学 EBM研究センター、

6筑波大学内分泌代謝．糖尿病内科、 7新潟大学血液 ・内分泌・代謝内科、 8千葉大学

大学院医学研究院細胞治療内科、 ，自治医科大学内科内分泌代謝学、 10埼玉医科大学

病院内分泌内科・糖尿病内科、 11東京大学大学院医学系研究科、 12朝日生命成人病

研究所

キーワー ド： 糖尿病網膜症、循環器疾患、危険因子

【背景】糖尿病患者において増殖網膜症網膜症を有する者では脳卒中や冠

動脈性心疾患など循環器疾患の発症の危険が高いことはよく知られている。

一方、軽症の網膜症でもそのような関連があるかを調査した報告は少ない。

【目的】比較的軽症の糖尿病網膜症有病者が糖尿病網膜症を有しないもの

に比べて脳卒中及び冠動脈性心疾患の発症の危険が高いのかを日本人 2型
糖尿病患者の臨床研究 JapanDiabetes Complications Study (JDCS)の 8

年次追跡調査から明らかにする。

【方法】 JDCSの 2,033名の日本人 2型糖尿病患者のうち、循環器疾患の

既往がなく、眼底検査データ欠損のあった者を除く 1620名を対象とした。
糖尿病網膜症は眼底写真と医師の診断により国際重症度分類により定義し

た。 脳卒中及び冠動脈性心疾患の初発の発症•関連死亡を 8 年次まで毎年
追跡調査した。

【結果】研究開始時に 1620名のうち、 412名 (25.4%)が軽症非増殖網膜

症を、 67名 (4.1%)が中等症非増殖網膜症を有していた。軽症非増殖網

膜症者の脳卒中及び冠動脈性心疾患の 8年累積発症率は 8.5%、 6.6%、

中等症非増殖網膜症者では 9.0%、 6.0%であった。軽症から中等症非増

殖網膜症者は網膜症を有しないものに比べて脳卒中および冠動脈性心疾患

の発症の危険がそれぞれ約 1.7倍であった （年齢、ヘモグロビン A1c、糖
尿病罹病期間、収縮期血圧、脂質他で調整後のハザード比 1.69[95%信頼

区間 1.09-2.63],p=0.02と 1.69[1.03-2.80], p=0.04)。中等症を除く軽症

非増殖網膜症者でも脳卒中あるいは冠動脈性心疾患のいずれかの発症と有
意な関連があった （調整ハザード比 1.86[1.28-2. 71], p<0.01)。病変別で

は網膜出血毛細血管瘤が脳卒中と冠動脈性心疾患の双方に、綿花様白斑が
脳卒中と有意に関連していた。

【考察】日本人 2型糖尿病患者で比較的軽症の糖尿病網膜症であっても脳

卒中あるいは冠動脈性心疾患の発症の危険が高いことが示された。網膜の
局所的梗塞を示す綿花様白斑が脳卒中の危険と有意に関連していた。

【結論】これまで程度の軽い糖尿病網膜症有病者で循環器疾患の危険が高
いとは認識されておらず、今後は眼科医から内科医に積極的に情報提供を

行い循環器疾患の発症予防へとつなげる必要がある。
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炎症性サイトカインの遺伝子多型と HbA1cとの関連
西田裕一郎 1、原めぐみ 1、南里妃名子 1、中村和代 叉 今泉猛 1、坂本龍彦 叉
桧垣靖樹 4、田口尚人＼堀田美加子 1、新地浩一 5、田中恵太郎 1

1佐賀大学医学部社会医学講座予防医学分野、 2聖マリア学院大学看護学部、 3福岡県
保健環境研究所、 4福岡大学スポーツ科学部、 5佐賀大学医学部国際保健看護学分野

キーワード ：サイトカイン、遺伝子多型、 HbA1c

【背景と目的】全身性炎症や局所炎症が糖尿病の原因の一つと考えられてい
る。本研究では、サイトカイン遺伝子 (IL-1{3, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 
IL-13, TNF-a)の遺伝子多型および生活習慣（身体活動、飲酒状況、喫煙
状況）が HbA1cに及ぼす影響について検討した。

【方法】 2005年に開始された日本多施設共同コホート研究 (JapanMulti-
Institutional Collaborative Cohort Study)のベースライン調査開始当初に参
加した年齢 35~69歳の男女 4,512人のうち、サイトカイン遺伝子型および
HbA1cのデータが得られなかった者、血糖降下剤服用者、摂取エネルギー
が 4,000kcal/日以上の者を除外した 2633~2638人 （遺伝子多型により n
が異なる）を解析対象とした。遺伝子多型 (IL-1{3: T-31C, IL-2: T-330G, 
IL-4: T-33C, IL-6: C-634G, IL-8: T-251A, IL-10: T-819C, IL-13: C-1111T, 
TNF-a: Tー1031C,C-857T)はインベーダー法を用いて決定した。サイト
カイン遺伝子型と HbA1cの関連について、性、年齢、エネルギー摂取量、
身体活動量、飲酒状況、喫煙状況、 BMI、糖尿病の家族歴で調整し、重回帰
分析、共分散分析、ロジスティック回帰分析を行った。また、身体活動、飲
酒状況、喫煙状況との交互作用についても検討した。

【結果】IL-2遺伝子多型と HbA1cの間に有意な関連が認められた (P=0.0110)。
また、 IL-2遺伝子多型 TIT保有者を基準として GIG多型保有者では HbA1c
高値 (>5.8%)のオッズ比が 0.38と有意に低かった (P=0.0269)。TNF-
a遺伝手多型 (C-857T)CIC多型保有者を基準として TIT多型保有者で
は、 HbA1c高値のオッズ比が 2.2と有意に高値を示した (P=0.0489)。加
えて、 IL-1{3遺伝子多型と喫煙 (P=0.0005)の間に有意な交互作用が認め
られた。

【結論】 IL-2遺伝子 T-330G多型と TNF-a遺伝子 C-857T多型が血糖調
節に関与する可能性が示唆された。さらに、 IL-1{3遺伝子 T-31C多型と喫
煙の間に交互作用があるという知見が得られ、この遺伝子多型に応じた糖
尿病予防のための生活習慣指導に役立つ可能性があると考えられた。
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日常活動を含む身体活動の総死亡に対するリスクの検討：Japan 
Arteriosclerosis Longitudinal Study : JALS 

Japan Arteriosclerosis Longitudinal Study Group1 

1 Japan Arteriosclerosis Longitudinal Study (JALS) 

キーワード ：コホート、身体活動量、総死亡

【背景・目的】
余暇身体活動は総死亡リスクと負の関連があるとの報告が多いが、比較的低強度
の日常活動を含む検討は少ない。本研究では、日本人集団を対象に日常活動を含
む身体活動の総死亡に対する影響を検討した。
【方法】

JALSは全国 34コホートから集積された 118,239人の個人データを統計的に
統合したメタアナリシス研究でベースラインデータは 2002~2005年に収集さ
れた。本研究の解析対象は、 JALS対象者のうち循環器疾患既往がなく自記式調
査票 (JALSPhysical Activity Questionnaire 以下 JALSPAQ)に回答し、運
動の種類までを特定できた 32,819人とした （女性 19,140例 (58%)、平均年
齢 57.7士 13.9歳））。JALSPAQは、睡眠、仕事、移動・自転車、家事、余暇
（運動、運動以外）を調査し、総活動と活動別活動量を定量化できる調査票であ
る。本研究では 2008年 12月までの追跡情報をもとに、ポアソン回帰分析を用
いて、年齢、 BMI、血圧、糖尿病既往、喫煙を調整した身体活動量に対する総死
亡率比を算出した。解析は男女別に行い、コホートは変量効果として調整した。
【結果】

追跡期間 （中央値 5.71年、 総追跡期間 185,881人年）中に 924例の死亡が観察さ
れた。総身体活動量の中央値は、男性では 50代未満 35.8(METs-hr/day) , 50代
35.7, 60代 33.9,70代 32.5,80代 31.6、女性では 50代未満 35.8,50代 36.7,
60代 35.6,70代 34.1,80代 32.3であり、年齢と共に低下する傾向が認められ
た。総身体活動量別 (-30,30-34.9, 35-39.9, 40-(METs-hr/day))の総死亡率比
(95 %信頼区間）は、男性では、 1.00(ref.),0.69 (0.56-0.84), 0.56 (0.43-0. 71), 
0.62 (0.46-0.84)、女性では、 1.00(ref.),0.67 (0.48-0.93), 0.66 (0.46-0.94), 0.53 
(0.34-0.82)であった。同様に活動種類別に検討した結果でも、移動、運動、家
事において総死亡リスクと負の関連がみられた。
【結論】

比較的低強度の日常活動を含む身体活動は、総活動量、活動種類別（移動、家事）
においても総死亡リスクの重要な予後因子であることが確認された。
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20歳からの体重増加の有無によって BMIと腹囲の関連は異な
る
岡山明 1、奥田奈賀子 ス 岡村智教 叉三浦克之 叉 坂田 清美矢 日高秀樹 4、西
村邦宏 史 中村幸志 ，、 西信雄 10、安村誠司 6

1結核予防会 第一健康相談所、 2慶應大学医学部衛生学公衆衛生学、 3岩手医科大学
衛生学公衆衛生学、 4 滋賀医科大学医学部内科学、 5 滋賀医科大学医学部公衆衛生学、
6福島県立医科大学医学部公衆衛生学、7国立健康・栄養研究所・栄養疫学研究部、8

国立循環器病研究センター循環器疫学・医学統計学、 ，金沢医科大学公衆衛生学、 10国立
健康・栄養研究所・国際産学連携センター

キーワード：体重増加、腹囲、医療費

【背景】
メタボリ ックシンドロームの主要な構成要素である腹囲はボディマスインデックス

(BMI)と密接な関連がある。一方同じ BMIであっても腹囲が異なることが多く 、腹
囲と BMIの関連は体格などの因子で説明できる可能性が高いが、 十分な検討は行われ
ていない。特定健診では「体重が 20歳から 10Kg以上増加したかどうか」を受診者
全員に聞き取ることになっている。体重増加のあった群とそうでない群では体格が異
なる可能性があり、BMIと腹囲との関連が異なる可能性がある。
【対象と方法】
医療保険者の協力を得て特定健診結果および平成 19年から 22年の医療費を収集

した。医療費は年齢依存性が高いため年齢を限定する目的で、平成 20年度特定健診
を受診した者 (600623名）の内 50-59歳の受診者を分析対象とした。腹囲の分析に
は性別に線形重回帰分析を用いて腹囲を目的変数として年齢、 BMI、20歳から 10Kg
以上体重増加の有無、および身長を投入した。医療費の分析には総医療費を目的変数
として BMI階層別にノンパラメトリ ック検定をおこなったうえで、中央値の差の平均
をとった。研究にあたり結核予防会の倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】
BMIと腹囲は密接に関連していた（男性：r=0.843、女性：r=0.814)。腹囲を目的変数

とした重回帰分析の結果からは、男女とも BMIを調整した場合、 身長が大きく、年齢
が高いほど有意に腹囲は大きかった。これの因子を調整しても、20歳から 10Kg以
上体重増加のある人はそうでない人に比較して腹囲が有意に大きかった。体重増加が
ある場合、同一 BMIに対する腹囲は男性で 1.28、女性で 0.90cm大きいことが示さ
れた。また総医療費は BMIが大きいほど大きかった (p<0.001)。同一 BMIであっ
ても、20歳からの体重増加がある人はそうでない人と比較して総医療費が有意に大き
かった （中央値の差の平均は男性で 652点、女性で 941点）。
【考察】

BMIと腹囲の関連が身長や年齢を考慮しても、 20歳からの体重増加の有無と有意に関
連していた。体重増加のある人では同じ BMIであっても腹囲が大きいことが明らかと
なった。成長期に形成された体格に肥満に伴い脂肪が付着すると、そうでない人よリ
腹部に付着する傾向が大きく、腹囲の増加を通じメタボリック症候群のリスクを高め
ており、医療費増加に結びついている可能性がある。以上から体重増加のある人はそ
うでない人に比較して体重増加にいっそう注意をはかる必要があると考えられる。
【結論】

体重増加のある人は腹部に脂肪が付着しやすく、同一 BMIでも腹囲が大きい。こ
うした人は体重を少なく保つようにする必要があると考えられた。
謝辞：本研究は厚生労働科学補助金政策科学推進研究事業 (H20—政策—一般—014、 H23-
政策一般-003)の補助を受けて実施した。
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慢性脳血管障害者の総合的追跡調査 lbarakifollow-up study 
一発病 10年間の QOL推移と地域リハの課題ー
澤俊二 1、磯博康 2、本庄かおりス山川百合子 3、千田直人 叉 鈴木めぐみ 1、
山田将之 1、百田貴洋＼酒野直樹 1、渡辺章由 尺壼岐英正 4、大田仁史 叉嶋
本喬 6

1藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科、 2 大阪大学大学院医学系研
究科公衆衛生学、3 茨城県立医療大学、4 渡辺病院、 5 茨城県立健康プラザ、 6 大阪
府立健康科学センター

キーワード ：脳卒中、追跡調査、 QOL

【背景】慢性脳血管障害者の長期間の QOL推移の調査研究は少ない。
【目的】 20年間の慢性脳血管障害者の心身の障害特性に関する前向きコ

ホート調査研究から、今回、発病から 10年間の介護保険利用者の QOLの
推移を分析し、地域リハの課題ついて考察する。
【方法】 慢性期脳血管障害者で， 40歳以上の発病 10年時に在宅調査が

可能であった 36名を対象とした。内訳は，男性 27名、女性 9名、年齢
は 10年時平均 64.1歳土 9.9(40歳~81歳）であった。10年時介護保険
利用者は 18名で、要支援 2 5名、要介護 I 3名、 II 4名、 Ill 3 
名、 IV 2名、 V 1名。

脳血管障害者の QOL評価は、 Selfcompleted Questionnaire for QOL by 
Iida and Kohasi (以下 QUIK))を用い、総得点の低い方が QOLが良好と
みる。標準値は，飯田、小橋の値を用いた尚、本研究は、茨城県立医療
大学倫理委員会、藤田保健衛生大学臨床疫学倫理審査委員会の審査を通り、
患者の同意をえて実施した。
【結果】介護保険利用者 QUIKの総得点の中央値の推移は、入院から発病

10年時まで、 6段階評価のやや不良 (10~18点）から不良 (19-29点）
の間にあった。すなわち、退院時 16.0点⇒1年時 16.5点⇒3年時 19.0
点⇒5年時 11.5点⇒10年時 15.5点と、 3年時まで悪くなっていった
QOLがその後改善を示したが、 10年時には悪化の傾向を示していた。ま
た、分類でみると、やや不良・不良・きわめて不良が、退院時 72%⇒ 1年
時 66%⇒3年時 78%⇒5年時 61%⇒10年時 66%と、 QOLが不良状
態で推移していた。尺度でみると、身体機能尺度と生活目標尺度が高いま
ま推移し、身体の不調が続き、かつ、生活目標が見いだせない状況が続い
ていることがわかった。
【考察】 QUIK標準値は、健常成人が 3.4点士 3.7点である。どの時期に

おいても、介護保険利用者の 60%~70%が不良と感じて生活をしていた。
また、身体機能と生活目標に課題を抱えていることがわかった。
地域リハにおける脳卒中 QOLに関する課題は、身体機能の不全感に手を
尽くすことができるかどうか、そして、生活目標を持てるように家族を含
めてサポートができるどうかである。方策の核は、病院、施設、地域にお
けるピア・サポートの場の創設である。地域の実情にあったピア・サポー
トの場を作り、障害をおった人も、高齢者も、相互学習、相互交流ができ
る場への参加がこの 2つの課題を解決し、 QOL向上に結びつくと考える。
【結論】脳卒中発病から 10年間の介護保険利用者の QOLの推移について

36人を分析し、地域リハにおける脳卒中の QOLに関する課題を 2つ抽出
した。
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糸球体濾過量の低下の発症リスクとしての高尿酸血症

佐藤恭子 1、林朝茂 1、上原新一郎 1、針田伸子 1、前田一石 1、康秀男 1、衣畑
成紀 1、山田章子 ＼ 大上圭子 ス 中村芳子 叉 神戸泰 1,2、園藤吟史 1、福田莞
爾 1,2

1大阪市立大学大学院医学研究科産業医学、 2 西日本電信電話株式会社 関西健康管
理センタ

キーワード ：糸球体濾過量の低下、高尿酸血症、前向きコホート研究

【背景】高尿酸血症は、高血圧症、糸球体濾過量の低下の危険因子であると報告
されている。また、高血圧症は、既知の糸球体濾過量の低下の危険因子である。
しかし、高尿酸血症と高血圧症が糸球体濾過量の低下の発症に関して、どのよう
に関与するかは十分検討されていない。

【目的】糸球体濾過量の低下の発症に関して、尿酸および血圧の両者が独立して
関連するかを前向きコホート研究にて検討した。

【方法】対象は 2000年度に定期健康診断をうけた 40歳から 55歳の 12647名の
男性のうち、蛋白尿・糸球体濾過量の低下を示さず、高血圧症や高尿酸血症の内服
治療をしていない 9823名の日本人男性を対象とした。蛋白尿については試験紙
法で測定し （＋）以上、糸球体濾過量の低下は推算糸球体濾過量が 60ml/min/1. 73 
m2未満とした。尿酸値 (mg/dl)は 5.0未満、 5.0-5.9、6.0-6.9、7.0-7.9、8.0

以上の 5群に、血圧の状態は、 Normotension(収縮期血圧 (SBP)120 mmHg 

未満かつ拡張期血圧 (DBP)80 mmHg未満）、Prehypertension(SBP 120以

上 140未満または DBP80以上 90未満）、Hypertension(SBP 140以上また

は DBP90以上）の 3群に分類した。問診票にて喫煙状況、飲酒量、余暇時間
の運動習慣の有無を聴取した。解析は Cox比例ハザードモデルを用いた。

【結果】 6年間 (51900人年）の観察期間中に 413例の糸球体濾過量の低下の
発症を認めた。尿酸値 5.0未満、 5.0-5.9、6.0-6.9、7.0-7.9、8.0以上群の発症
率 (1000人年当たり）はそれぞれ、 4.6、5.4、8.5、12.7、15.1であった。糸球
体濾過量の低下の発症のハザード比 (HR)は、年齢、 BMI(-17.9、18.0-19.9、
20.0-21.9、22.0-23.9、24.0-25.9、26.0-27.9、28.0-)、血圧の状態、血糖の状
態 （正常 （空腹時血糖 110 mg/dl未満）、空腹時血糖異常 (110以上 126未

満）、糖尿病 (126以上あるいは治療中））、喫煙習慣、飲酒量 (0gエタノール／日、

0.1-16.3、16.4-42.6、42.7-)、余暇時間の運動習慣の有無にて補正したところ、尿
酸値 5.0未満群を対照とすると、 5.0-5.9、6.0-6.9、7.0-7.9、8.0以上群において
それぞれ、 1.19(95%信頼区間 0.83-1.70)、1.80(1.28-2.53)、2.79 (1.95-3.98)、

3.54 (2.36-5.29)であった。血圧の状態の HRは、 Normotension群を対照と
すると、 Prehypertension群 1.25(0.96-1.62)、Hypertension群 1.38(1.04-

1.83)であった。次に、血圧の状態で層別化して解析を行った。Normotension
群、Prehypertension群、Hypertension群のすべての群において、尿酸値が高

くなるほど糸球体濾過量の低下の発症リスクは有意に上昇した。

【考察】尿酸値、血圧はそれぞれ独立に糸球体濾過量の低下の発症に関連して
いた。血圧の状態で層別化した結果、 Normotension群、 Prehypertension群、

Hypertension群のすべての群において、尿酸値が高くなるほど発症リスクは増

加していた。以上より、高血圧症だけでなく高尿酸血症も、腎機能障害進展に関
与している可能性が示唆された。

【結論】尿酸値が高くなるほど、糸球体濾過量の低下の発症リスクは増加した。
その関係は血圧の状態と独立していた。
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英国の出生コホート別喫煙開始年齢と肺癌死亡の長期トレンド
に墓づく早期喫煙開始のインパクト

船渡川伊久子 1、船渡川隆 叉 矢野栄二 l

1帝京大学大学院公衆衛生学研究科、2 中外製薬株式会社

キーワード ：喫煙開始年齢、肺癌、出生コホート

【背景】半世紀以上の研究により、喫煙は肺癌を始め多くの疾患のリスク

因子であることが既知だが、なお 12億 5千万人が喫煙し、特に中低所得
国での喫煙の増加や、喫煙開始の急速な低年齢化が問題である。既に多く
の死亡を経験した高所得国での経験を生かすべきだが、曝露開始から死亡

までが長く、実際には高所得国においても、喫煙開始年齢など過去の曝露

状況や死亡との関連の詳細には不明な点が多い。
【目的】英国 (GreatBritain)の喫煙開始年齢の長期トレンドを推定し、出

生コホートに着目して早期喫煙開始が後年の肺癌死亡へ及ぽす影響を評価
する。
【方法】 1965- 87年に 13回行われた繰り返し横断調査による喫煙データ

と 1950- 2009年の英国肺癌死亡データを解析する。1898年から 1969

年出生コホートの喫煙開始割合（各年齢までに喫煙を開始した者の割合）を

推定し、肺癌死亡率と対比する。
【結果】男性では、 1900- 1925年出生コホートの喫煙開始割合が高く (15、

17、29オで >32%、>50%、>80%)、対応して、肺癌死亡率が 1/1000を
超える年齢が 50- 54オと若い。女性では、 1898年から 1925年出生コ
ホートの間で喫煙開始割合が明らかに上昇し (15、17、29オで 2%が 12%、

4%が 24%、13%が 54%に上昇）、対応して、肺癌死亡率が 1/1000を超え
る年齢は 75- 79オから 60- 64オに若年化した。男女とも、 1920年

代後期コホート以降、喫煙開始割合が短期間減少し、対応して、肺癌死亡

率は減少した。女性では、 1930年代中頃のコホートの後、喫煙開始割合が
上昇し、 60- 64オになってから肺癌死亡が上昇した。

【考察】出生コホート間での喫煙習慣の変化が急であるのに比べ、コホート

内での喫煙開始から死亡までのタイムラグが非常に長い。このため、出生

コホートに着目し、年齢別の喫煙関連指標をモニタリングする必要がある。
【結論】若年期の喫煙開始割合が高い出生コホートでは肺癌死亡が高い。

日本を含め、 10代の喫煙開始が急速に上昇している国々では、遠い将来に

おける危険性を過少評価してはならない。本研究は、科学研究費基盤研究
(C)の助成を受けた。詳細は、 Funatogawaet al. (BMJ Open, in Press) 

に報告した。

-83 -

0-34 

がん検診受診率格差のモニタリング ーハイリスクポピュレー
ションアプローチのための基礎資料として一

田淵貴大 1、中山富雄 1、伊藤ゆり＼池田章子 八 井岡亜希子 1、宮代勲 1、津
熊秀明 1

1大阪府立成人病センターがん予防情報センター

キーワード ：がん検診受診率、医療保険、ポピュレーションアプローチ

【背景】
がん検診事業は国民全体に対するポピュレーションアプローチ戦略のもと、

ポピュレーション全体のがん死亡のリスクを軽減することを目的として実

施されているが、誰ががん検診を受けているのかモニタリング体制は十分

ではない。一方、画ー的なポピュレーションアプローチでは社会的に恵ま
れた集団と比較して恵まれない集団ではリスクの軽減が小さい、すなわち、

格差の拡大傾向が指摘されている。こういった状況のなか次期健康日本 21
では＂格差の是正＂が具体的目標として掲げられた。
【目的】

がん検診受診状況を医療保険 （日本における社会的要因の代表として）別に
把握し、がん検診受診率の格差をモニタリングするための基礎資料とする。
【方法】
2010年に実施された国民生活基礎調査における大腸および胃・肺・乳

房・子宮がん検診受診について個人が加入している医療保険との関連を分
析した。国民生活基礎調査は日本政府が層化 2段無作為抽出により毎年実
施する基幹統計調査であり、がん検診の項目については 3年に 1回調査さ
れている。2010年には 228,864世帯から有効回答が得られた （有効回答

率 79.1%)。 対象は、 40から 69歳の男性 118,041名および 20から 69

歳の女性 189,132名である （入院中および年齢不詳，医療保険不詳の者は

除外した）。 厚生労働省から目的外利用の許可を得て個票を使用した。
【結果】
医療保険別に大腸がん検診受診率をみると、市町村国保で 19-21%、協

会けんぽで 26-27%であった一方、共済組合では 47-49%と高い受診率が
みられた。被用者保険被扶養者は本人に比して受診率が低かった。これら

の傾向は大腸以外のがん検診でも同様であった。
【考察】
市町村国保加入者は共済組合加入者よりも約 25-40ポイント受診率が低

く、がん検診受診率は医療保険別に大きな格差があることが分かった。均
ーなポピュレーションアプローチだけではなく市町村国保加入者や被用者
保険被扶養者等のハイリスクポピュレーションに対するがん検診受診率向

上施策が格差是正の観点からも必要だと考えられた。医療保険などの政策
立案との距離の近い変数をモニタリングで使用することで、格差是正目標達
成のための政策立案にダイレクトに結び付けることができるかもしれない。
【謝辞】

本研究は、厚生労働科学研究費補助金・がん臨床研究事業、大阪がん予防

対策基金の助成を受けて実施した。
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がん罹患の若年化傾向についての科学的考察

松田智大 1、松田 彩子 ＼ 柴田亜希子 1、西本寛 1

1国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部

キーワード：がん、がん登録

【背景】日本社会の高齢化に伴って高齢がん患者数は急激に増加している。
これに反して、多くのメディアではがん患者の若年化が頻繁に言及されて

いる。
【目的】本研究では、この相反する傾向を統計的に分析し視覚化すること

を目的とした。
【方法】 1975年-2007年のがん罹患率の全国推計値を利用し、性別、 4

期間 (1975-79、1980-89、1990-99、2000-07)、20の主要な原発部

位及び 18の年齢階級において分析した。「がん患者の若年化」傾向は、が

ん対策の観点から 3つの基準において判定した。すなわち、全年齢の患者

に占める若年患者の割合の増加（患者の治療・ケア体制の整備）、若年年齢
階級での罹患率の増加（予防対策の強化）、罹患率ピーク年齢の低年齢化及

び罹患率増加立ち上がり年齢の低年齢化 （スクリーニング方針の検討と病

因研究の推進）である。Joinpoint回帰分析及び他の統計検定を用いてこれ

らの基準を判定した。
【結果】肺、女性乳房、子宮頸部 ・体部、卵巣、甲状腺及び悪性リンパ腫に

おいて、若年層の罹患率の経年増加が観察された。若年患者の割合は、子

宮頸部と前立腺を除いてすべての部位で減少していた。罹患率のピークは、
ほとんどの原発部位で最も高い年齢階級にあったが、子宮頸部、卵巣及び
女性の甲状腺では観察期間中に若年の年齢階級に移行していた。罹患率増

加立ち上がり年齢の変化は、女性食道、男性大腸、子宮頸部、前立腺にお

いて見られた。子宮頸部のみ 3基準すべてを満たしていた。
［考察】若年年齢階級での罹患率の増加のほとんどは、全年齢での罹患率

の増加と並行したものであったが、子宮頸部には若年層の増加と高年齢層

の減少が同時に観察された。若年患者の割合の増加は子宮頸部、前立腺で
見られたが、後者は、 PSA検査の導入によるアーティファクトと考えられ

る。罹患率ピーク年齢の変化が見られた卵巣や女性甲状腺には、生殖行動

の変化がその要因と想定される。罹患率増加立ち上がり年齢の変化が見ら
れた女性食道、子宮頸部では、それぞれ、喫煙・飲酒行動の変化、初交年

齢の低下との関連が考えられる。
【結論】がん患者は急速に高齢化しているが、いくつかの部位においては、

明らかな若年化を確認した。我々はがん罹患の動向に関する正確な知識を
持ち、若年層のライフスタイルの変化に注意を払い、適正な一次予防を啓

発し、若年層のがん患者にも医療資源を割り当てるべきである。
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多施設共同疫学研究における中央事務局業務の実際とその整理

玉腰暁子 1、武藤香織 2

1北海道大学大学院医学研究科 予防医学講座公衆衛生学分野、 2 東京大学医科学研
究所 ヒトゲノム解析センター 公共政策研究分野

キーワード ：多施設共同研究、疫学研究、中央事務局

【背景】
近年、疫学分野でも多数の研究対象者の参加と大規模データの取得が期待されて
おリ、一機関単独で研究することは困難になリつつある。大型の多施設共同研究
では、単に研究規模が大きくなるだけではなく、様々な事項に対する特別な対応
が必要となり、多くは中央事務局を設置してその任に当てている。
【目的】

現在、日本で実施中の多施設共同疫学研究の中央事務局の業務内容を整理、今後
の課題を把握するとともに、業務の標準化を試みる。
【方法】

国内で行われている 6つの多施設共同疫学研究の中央事務局から聞き取り調査
の協力を得た。さらに、各研究の分担 （研究協力）先となる機関 （以下、サイト
と表記）の関係者からも聞き取りを行った。
【結果】

中央事務局とサイトの関係については、研究に関する意思決定方法、役割分担な
どにより、大きく「中央事務局統治型」、「中央事務局並置型」、「中央事務局独立
型」に類型化された。また、各中央事務局の業務として、以下に示す 3領域 15
分野に及ぶ内容が抽出された。
1. 研究の計画と遂行に関わること
(1)計画立案 (2)研究実施準備 (3)対象者リクル＿卜、資料・試料収集 (4)

資料・試料管理 (5)対象者追跡 (6)試料分析・結果解析 (7)結果公表
2研究事業の運営に関わること
(1)事務局内の体制維持・運営 (2)研究全体の体制維持・運営 (3)研究費の

配分・執行 (4)サイトの体制維持・運営 (5)サイトとのコミュニケーション
3. 研究の社会的側面への対応に関わること
(1) ELSI面の対応 (2)リスク管理・危機管理 (3)広報

さらに、抽出した業務内容を基に、 A 全ての多施設共同疫学研究の中央事務局
にとって必須となる業務項目、 B.中央事務局とサイトとの関係など状況に応じ
て業務に含むべき項目、 C.研究をよリ一層円滑に進めるため業務化が望ましい
項目の 3段階に整理した。
【考察・結論】

抽出された業務項目リストは、 (1)現在実施されている研究の中央事務局業務
の自己点検・評価の資料、 (2)新しく開始される多施設共同疫学研究の中央事
務局業務構築の資料、 (3)中央事務局の業務内容を多施設共同疫学研究の事業
評価に導入する場合の評価項目案や標準化に向けたたたき台、としての活用が期
待できる。
【謝辞】

お忙しい中、聞き取り調査にご協力くださいましたすべての対象者の方々、当該
研究の主任研究者・サイト責任者の皆さまに深謝いたします。
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関節リウマチ寛解基準としての PatientReported Outcome -
信頼性と妥当性の検証

小嶋雅代 1、小嶋俊久 2、石黒直樹 叉 荒井健介 1、辻村尚子 1、藤田ひとみ 1、
鈴木貞夫 1

1名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学、 2名古屋大学医学部付属病院 整
形外科

キーワード ：患者視点の評価、信頼性、妥当性

【背景】関節リウマチ (RA)は未だ原因不明の慢性・進行性の自己免疫疾
患であるが、近年、メソトレキセート、生物学的製剤の登場により、単な
る疼痛管理にとどまらず寛解を目指した治療が可能となった。2011年には
米国リウマチ学会と欧州リウマチ学会により目標とすべき寛解基準が定め
られたが、その評価には①圧痛関節数、 ②腫脹関節数、 ③ CRPいずれも
1以下という臨床所見、検査値による基準に加え、 ④患者自身の全般評価
1/10以下という PatientReported Outcome (PRO)による基準が含まれ

ている。①～③を満たしても、 ④に該当しない例が多く見られ、寛解基準
に PROを含める妥当性が議論されている。
【目的】患者自身の全般評価とは何か。PRO基準を含むか否かで患者像に
どのような違いがあるか。他の指標との疫学特性の違いを比較し考える。
【方法】 2003年 4月、大学附属病院 RA専門外来の受診患者に調査協力

を依頼。書面による同意が得られた者に自記式質問紙を手渡し、郵送返却
してもらい、同日の臨床検査データも収集。同様の調査を 2003年 6月、
2010年 4月にも行った。

3回の調査時の CRP、患者評価の痛み (PRO)、全般的健康観（自記式
質問紙、 SF-36)について、級内相関係数 (ICC)を調べた。また性、ベー
スフイン時の年齢、圧痛・腫脹関節数、 CRP患者評価の痛み (PRO)を調
整したステップワイズロジスティック分析を行い、 2003年 3月に調査さ
れた変数から、 2010年時に①～④のすべての寛解基準を満たす場合と、 ④
を除外した場合、それぞれを予測する最適モデルを求めた。
【結果】 3回の調査時の値について、 CRPは全く相関が見られなかった

が、患者評価の痛み (ICC= 0.21、p=0.04)、全般的健康観 (ICC=0.56、
p=0.01)では有意な相関が見られた。2010年調査時に①～③を満たす人は

44人（全体の 43.5%)あったが、①～④のすべての寛解基準を満たす人
はそのうち 10人（全体の 9.9%)であった。①～③のみを満たす場合の寛

解予測変数は、罹病期間、身体機能 (SF36)であったが、 PROを含むす
べての条件を満たす場合の予測変数は、ベースライン時の病期、他疾患で
の受診歴の有無、全般的健康観であった。
【結論】 PROは臨床所見、検査値に比べて、個人内の値の変動が少なく、患
者の病歴、心理社会的背景要因を反映していることが分かった。PROは長
期的予後予測要因として優れた指標と考えられているが、短期的な治療効
果を評価する際にはどのように解釈すべきか、さらなる検討が必要である。
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健診受診が医療費に与える影響ー propensityscore matched 
cohortによる解析一

渡邊崇 1、遠又靖丈 1、本蔵賢治 1、CHOUWan-Ting尺 菅原由美 1、柿崎真沙子
1、辻一郎 1

1東北大学大学院医学系研究科社会医学講座 公衆衛生学分野

キーワード：健康診査、医療費、propensityscore 

【背景】健康診査（健診）の受診は死亡リスクを減じることが示唆されて
いるが、個人レベルでの将来の医療費に与える影響は明らかではない。【目
的】 propensityscore(PS) matched cohortを用い、老人保健法下で実施さ

れていた基本健診の受診が将来の医療費に与える影響を推定する。【方法】
大崎国保コホート参加者のうち、動脈硬化性疾患やがんの既往があった者、
医療費データ欠損者などを除外した 31,413人をもとに、 1995年の基本健
診受診の有無を予測する PSを推定し、 1: 1の PSmatched cohortを編
成した。PSの推定には性・年齢・飲酒喫煙・運動習慣・家族歴・社会心理
的要因・ 1995年の医療費などを用いた。主解析で検討する医療費は 1996
年から最大 12年にわたる観察期間中の 1年あたり医療費とし、年あたり
医療費が集団の上位 10%より高額にあたるリスク（高額医療費リスク）を
健診受診の有無で比較した。積算医療費を観察期間で除することで中途死
亡者の医療費が過大に評価される可能性を考慮し、副次解析では 12年間
生存して追跡を満了した 21,105人を対象に matchedcohortを再作成し、
積算医療費における高額医療費リスクの解析を実施した。【結果】 10,170
対のペアからなる matchedcohortが編成され、バランスは良好であった。
観察 1年あたり医療費が高額となるリスクは健診受診群で有意に小さかっ
た（受診者の高額医療費オッズ比 0.89;95 %信頼区間 0.82- 0.98)。ただ
し、主解析 cohortで高額医療消費群とされた者の過半数が中途死亡者であ
り、全期間生存例のみによる副次的解析では、両群の高額医療費リスクに有
意な差は認められなかった（オッズ比 0.97;95 %信頼区間 0.87-1.09)。
【考察】死亡例・中途観察打ち切り例も対象とした観察 1年あたリ医療費
の解析では、健診受診群で将来の高額医療費リスクが有意に低下した。 し
かし長期に生存した者に限った検討では有意差は認められず、主解析の結
果は死亡リスクの減少を異なる形で捉えている可能性がある。医療費を検
討する際には、観察 1年あたりか積算か、また死亡例・追跡打ち切り例を
どう取り扱うかによリ結果が異なることが示された。【結論】健診受診者で
は、死亡リスク減少により将来の高額医療費リスクが低下する可能性が示
唆された。
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日本人における MTHFR,MTR,MTRR遺伝子多型と慢性腎臓
病リスク

菱田朝陽 1、岡田理恵子 1、銀光 1、内藤真理子入若井建志 尺 浜島信之 1、田
中英夫 2、J-MICC研究グループ 3

1名古屋大学大学院医学系研究科 予防医学、 2 愛知県がんセンター研究所 疫学予
防部、 3J-MICC研究グループ

キーワード：遺伝子多型、葉酸代謝、 CKD(慢性腎臓病）

【背景】慢性腎臓病 (CKD)は終末期腎不全 (ESRD)や心血管疾患の強
力なリスク要因である。日本人における CKDの有病率は高く、年竺増加
傾向にあり、 CKDに対する予防対策は急務である。一方、ホモシスァイノ
(Hey)は炎症や血栓形成などを通じて心血管疾患のリスク要因となる可能

性が報告されており、葉酸代謝に関与する MTHFR,MTR, MTRR遺伝子
多型など血中ホモシステイン濃度に影響を与える遺伝的要因も報告されて
いる。
【目的】今回、日本人における MTHFRC677T, MTHFR A 1298C, MTR 

A2756G, MTRR A66G遺伝子多型と慢性腎臓病リスクの相関を調べるた
め、 J-MICCStudy横断研究のデータを用いて解析を行った。

【方法】対象は J-MICCStudy参加者 4,519名で、ジェノタイピングはイ

ンベーダー法により行われた。CKDの診断は、推定糸球体濾過率 (eGFR
< 60ml/min/1.73m2)によリ行った。
【結果】 MTHFRC677T CICと MTHFRA1298C A/A遺伝子型を対照と

すると、 MTHFRC677T CIT, TITと MTHFRA 1298C A/C, CIC遺伝子
型の CKDの性・年齢調整オッズ比 (95%信頼区間）はそれぞれ、 1.14
(0.93-1 .40)、1.39(1.06-1.82)、0.93(0.75-1.14)、0.85(0.51-1.42)、で
あった。MTRA2756G A/Aと MTRRA66G A/A遺伝子型を対照とする
と、 MTRA2756G A/G, GIGと MTRRA66G A/G, GIG遺伝子型の CKD
の調整オッズ比はそれぞれ、 0.86(0.70-1.05)、0.70(0.42-1.16)、1.10
(0.91-1.34)、1.04(0.76-1.44)、であった。
【考察】この研究で CKDリスクと葉酸代謝遺伝子多型との関連が明らか

にされ、 CKD発症における葉酸代謝経路と血中ホモシステイン濃度の関与
の可能性が示唆された。今回の研究では葉酸摂取量との交互作用は示され
なかったが、今後の検討課題と考えられた。
【結論】今回の我々の研究で MTHFRC677T遺伝子多型の Trrジェノタ

イプと CKDリスクの上昇の関連が示され、この生命予後を規定する疾患
の将来の個別化予防の可能性が示唆された。
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ケニアの辺縁地域における乳幼児の貧血ならびに栄養失調に関
する栄養疫学研究

田中準一 1,2、金子聰 2,4,6、吉澤和子 3、松山章子 4、MohamedKarama5,6、
Mwatasa Changoma叉 MaryKemunto6 

1 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科、 2 長崎大学熱帯医学研究所 生態疫学分
野、3 椙山女学園大学生活科学部管理栄養学科、4 長崎大学大学院国際健康開発研究
科、5Centreof Public Health Research, Kenya Medical Research Institute (KEMRI), 

Nairobi, Kenya、6NUITM-KEMRIProject, Kenya 

キーワード ：Dietary Pattern、貧血、栄養失調

【背景】

アフリカでは、未だ、多くの子供達が貧血や栄養失調の状態にある。一方で、同じ地
域に住みながら貧血もなく、正常に成長している子供達も存在している。その違いを
栄養疫学的に把握し、貧血および栄養失調のリスク （疾病の発生に予防的または有害
に働く要因）に関連した食事パターンを特定することが出来れば、その地域で入手可
能な食品による予防が可能であリ、地域に根ざしたローカルな栄養指導につなげるこ
とが可能となる。
【目的】

半定量的食事摂取頻度調査による食品摂取状況の把握から、貧血・栄養失調に関係の
ある栄養素の摂取量を定量的に比較するとともに、5歳未満児の貧血および栄養失調
のリスク要因に関連した食事パターンを特定し、地域に適した栄養摂取モデルを構築
することが本研究の目的である。
【方法】

対象者：ケニア海岸州クワレ県キジベの保健センターを中心とした直径 2.2kmのエリ

アに住む月齢 12~59ヶ月のこども 355名とその親権者
研究デザイン：貧血 (Hb<11.0g/dl)および栄養失調 (HFA<-2S0)と特定された対象

者をそれぞれ症例群、該当しない対象者を対照群とする症例対照研究
調査項目：1)食事に関する質問紙 （半定量食事摂取頻度調査法による食品摂取状況）、

2)血液検査 （ヘモグロビン、マラリア感染）、 3)糞便検査 （寄生虫感染）4)属性情報
（月齢、身長、体重性別、社会経済状況、母親の教育レベル、部族、宗教）
解析方法：主成分分析を用いて食事パターンのモデルを抽出する。得られた食事パター

ンを暴露要因、貧血および栄養失調のぞれぞれをアウトカムとし、交絡因子による交
絡を調整した上でロジスティック回帰分析にて解析を行った。
【結果】

年齢別に貧血・栄養失調に関係のある栄養素摂取量 （中央値）を比較した結果ところ
、貧血群では、対照群ともに、鉄、ビタミン B12、ビタミン Aの一日の推奨栄養所
要量 (RDA)を満たさなかった。栄養失調群では、対照群ともに、鉄、ビタミン Aの
RDAを満たしていなかった。主成分分析の結果、肉や魚、ソーダやビスケットなどの
嗜好品を摂取する richdiet pattern、豆や野菜を中心とした vegetariandiet pattern、
トウモロコシや野菜、フルーツを中心とした traditionaldiet patternが抽出された。こ
れらの主成分を暴露要因としてロジスティック回帰分析を行った結果、 traditionaldiet 
patternである場合に貧血に予防的に働くという結果を認めた。また、 traditionaldiet 

patternでは栄養失調 （低身長）のリスクが増加することが明らかになった。

ぽ察】
trad1t1onal diet patternでは、野菜やトウモロコシ、フルーツなどから鉄や葉酸など貧
血を防ぐ様々な栄養素を摂取できる一方、低身長を予防するために十分なエネルギー
が摂取できていない可能性が考えられた。
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日本食パターンと要介護発生に関する研究 ：大崎コホート 2006
研究

遠又靖丈 1、渡邊崇 1、菅原由美 1、柿崎真沙子 1、辻一郎 1

1東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野

キーワード：日本食パターン、要介護、コホート研究

［背景】日本食パターンは脳卒中死亡リスク等と予防的な関連があること
が報告されていることから、日本食パターンの度合いが高い者で要介護状
態となるリスクが減少すると考えられるが、それを検証した報告はない。
【目的】日本食パターンと要介護発生との関連を前向きコホート研究によ
り検討すること。
【方法】 2006年 12月 1~15日に宮城県大崎市の 65歳以上の全市民
(31,237名）を対象に、食物摂取頻度調査票等を含む自記式質問紙を配布
し、 23,091名から有効回答を得た。このうち要介護認定の情報提供に非同
意の者、追跡開始日 (2006年 12月 16日）以前に要介護認定を受けた者・
異動した者、日本食パターンに関する設問に無回答の者を除外した 12,044
名を解析対象とし、 5年間追跡した。日本食パターンの因子は、米飯、み
そ汁、魚類、大豆類、海草、漬け物、緑茶の 7つとし、男女別摂取量の中央
値をもとk0~7点の日本食パターン得点を作成した。追跡情報 （要介護
認定状況、住民基本台帳の除票）は、大崎市から提供を受けた。要介護発
生は、要支援 1以上の新規要介護認定と定義した。日本食パターン得点は、
4分位に基づいて「3点未満」「3-4点」「5点」「6点以上」に分類し、
「3点未満」群を基準群とした各群の要介護認定のハザード比 (HR)と 95
％信頼区間 (95% Cl)を Cox比例ハザードモデルで推定した。調整項目
は、性、年齢、既往歴、最終学歴、喫煙、飲酒、 Bodymass index、心理的

苦痛、歩行時間、身体機能、エネルギー・たんぱく質摂取量、緑黄色野菜・
果物類の摂取量である。
【結果】 5年間の要介護認定発生は 1,871名 (15.5%)であった。多変量

調整 HR(95 % Cl)は、 「3-4点」で 0.84(0.73 -0.96)、「5点」で
0.74 (0.63 -0.87)、「6点以上」で 0.64(0.54 -0.76)であり、用量反
応関係を認めた （傾向性p値<0.001)。この関連は、中重度 （要介護2以
上）をアウトカムとした場合や、男女別、追跡前期2年間のアウトカム発
生を除外した場合でも変わらなかった。
【結論】日本食パターンの度合いが高い者で要介護発生リスクが有意に減

少した。
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緑茶摂取と体重増加リスクとの関連：高山コホート研究

玉井裕也 1、辻美智子＼川地俊明 入 和田恵子 1、中村こず枝 1、出原啓一 2、
永田知里 1

1岐阜大学大学院医学系研究科疫学・予防医学分野、2 岐阜大学大学院医学系研究科
耳鼻咽喉科学分野

キーワード：緑茶、体重増加、コホート研究

【背景・目的】体重増加は脳卒中・心筋梗塞・癌など様々な疾患の危険因子
であることが示唆されている。一方、体重増加の規定因子についての報告
は多くない。今回は緑茶の摂取と体重増加との関連について前向きコホー
ト研究により検討した。

【方法】 岐阜県高山市在住の 35歳以上の男女を対象として 1992年に設
立された高山コホート研究のデータを解析した。1992年のベースライン調
査では、体重・身長 ・生活習慣・緑茶摂取頻度を含む食習慣などの情報を、
また 2002年に行われた追跡調査では、体重・身長・生活習慣などの情報を
それぞれ自記式調査票により得た。本研究では、ベースライン時に 70歳
未満で、癌・脳卒中・心筋梗塞・糖尿病の既往の無い者のうち有効な回答を
得られた 11242人（男性 4775人、女性 6467人）を解析の対象とした。
ベースライン時の緑茶の 1日の摂取量が「1杯未満」「1杯」「2-3杯」「4
杯以上」の 4群に分け、 10年間での体重増加のリスクを解析した。ロジス
ティック回帰モデルにより、ベースライン時の年齢・ BMI・喫煙状況・教育
年数・運動量・アルコール摂取量・総エネルギー摂取量・閉経状況（女性
のみ）で調整して、 10年間で 5%以上および 10%以上の体重増加のオッ
ズ比を、「1杯未満」群を対照群として緑茶摂取量群ごとに算出した。

【結果】 10年間に 5%以上体重が増加した者は男性で 897人、女性で
1234人であった。10%以上体重が増加した者は男性で 308人、女性で
415人であった。5%以上体重増加のオッズ比 (95%信頼区間）は、男
性において「1杯未満」 1.0、「1杯」 1.03 (0.80-1.31)、「2-3杯」 0.95

(0.80-1.13)、「4杯以上」 0.73(0.53-0.98)、女性においてそれぞれ、 1.0、
1.02 (0.82-1.26)、0.98(0.85-1.14)、0.75(0.59-0.94)であった。また、 10

％以上体重増加のオッズ比はそれぞれ、男性において 1.0、0.90(0.61-1.33)、
0.86 (0.66-1.13)、0.42(0.24-0.75)、女性において 1.0、0.78(0.54-1.11)、

0.87 (0.69-1.09)、0.76(0.53-1.09)であった。さらに脂肪摂取量・野菜摂

取量・大豆摂取量・コーヒー摂取量などで調整して解析しても、緑茶摂取
と体重増加との関連に大きな変化はみられなかった。

【考察・結論】緑茶摂取が体重増加を抑制する可能性が示唆された。
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適度のアルコール摂取は介護状態の発生を予防する 日高コ
ホート研究

田中慎一郎 1

1公立豊岡病院日高医療センター内科

キーワード ：介護保険、アルコール、認知症

【背景】アルコール摂取と心血管系疾患および認知機能の関連については
数多くの報告がある。 しかしながら一般人口を対象にアルコール摂取と介
護状態発生の関連を前向きに見た報告はほとんどない。
【目的】アルコール摂取が介護状況発生に関連するかどうかを一般人口に

て検証する。
【方法】対象は 1993年に兵庫県日高町循環器疾患予防検診を受けた一般

地域住民 2155名中 2005年末で 65歳以上の人のうち死亡者、心血管系
疾患既往者およびベースライン介護状態の人を除いた 1000名（男性 388
名、女性 612名、平均年齢 65.0土 6.9歳）。方法は対象者もしくはその家
族に介護保険利用の有無を郵送アンケートにて問い合わせた。また、主治
医意見書より介護状況の詳細を検討した。エンドポイントは介護保険利用
の有無、寝たきり状態の有無および認知症の有無とし、アルコール摂取と
これらの発生との関連を年齢を共変量とした多重ロジスティック回帰にて
解析した。
【結果】軽度アルコール摂取群 （一日あたり 25g以下）は非摂取群に比べて

相対危険度 0.40、95%信頼区間 0.24-0.69、P=0.001と有意に介護保険
の利用が少なかった。中等度以上のアルコール摂取者(-日あたり 25g以

上）では相対危険度 0.71、95%信頼区間 0.32- 1.59、P=0.41と有意な関
連は認められなかった。軽度アルコール摂取群は非摂取群と比較して寝た
きり状態の発生が相対危険度 0.38、95%信頼区間 0.21-0.70、P=0.002、
認知症の発生でも相対危険度 0.54、95%信頼区間 0.29- 0.99、P=0.05
と有意に少なかった。年齢、性別、喫煙の有無、 BMI、収縮期血圧、グリコ
へモグロビン A1c、総コレステロール、 HDLコレステロールにて補正した
多変量解析でもこの関連は変わらなかった。
【考察】【結論】

軽度のアルコール摂取は心血管系疾患や認知機能低下を防ぐことが多くの
疫学研究で示されているが、当地区においても介護状態の予防に軽度のア
ルコール摂取が予防的に働いている可能性が示唆された。
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IL-6遺伝子多型 (rs1800796) とメンタルヘルスとの関連

森田えみ 1、内藤真理子入川合紗世＼岡田理恵子＼銀光 1、若井建志入浜

島信之 1

1名古屋大学大学院医学系研究科予防医学

キーワード： IL-6 C-634(-572)G、GHQー12、J-MICCstudy 

【背景・目的】
IL-6は炎症性サイトカインで、うつに罹患している人は IL-6の濃度が高い
との報告がある。IL-6遺伝子多型 (rs1800796:C-634(-572)G)は 7番染色

体に位置し、メタアナリシスから冠状動脈性心疾患との関連が示唆されて
いるが、メンタルヘルスに関しての研究例は少ない。そこで、本研究は、日
本人の一般集団において、 IL-6遺伝子多型とメンタルヘルスとの関連を検
討することを目的とした。
【方法】日本多施設共同コーホート研究 (J-MICCStudy)静岡地区のベース

ラインデータを用いた。解析対象者は、 2006~2007年に人間ドックを受診
した 4,952人 （男性 3,381人，女性 1,571人，平均年齢 (SD): 52.2 (8.7) 

歳）であった。IL-6(rs1800796)の遺伝子型は、 PCR-CTPP法により同定

した。日常のメンタルヘルスは、 GeneralHealth Questionnaire(GHQ)-12 

にて評価し、得点が 4点以上の人を高ストレス群と定義した。従属変数を
高ストレス群の割合、独立変数を、年齢（連続値）、喫煙（現在／その他）、飲

酒（週 1回以上／その他）、運動（週 1回 30分以上|その他）、自己申告に
よる平均睡眠時間 （連続値）として、ロジスティック回帰分析を行った。
【結果】

CC型は 2,988人 (60.3%)、CG型は 1,724人 (34.8%)、GG型は 240人

(4.8%)で H-W平衡にあった (P= 0.67)。高ストレス群の割合は、男性で

は CC型 20.5%,CG型 23.6%,GG型 28.6%で、有意な関連が認められ

た (TrendP = 0.04)。一方、女性では、 CC型 27.2%,CG型 28.5%,GG 

型 32.6%で、有意な関連が認められなかった (TrendP = 0.31)。男性では、

CC型に対する CG型の調整オッズ比は 1.20(95%Cl:1.00-1.43)、GG型

の調整オッズ比は 1.49(95%Cl:1.02-2.18)であり、有意な関連が認められ

た。女性では、調整オッズ比も有意ではなかった。
【考察・結論】

台湾のケース・コントロール研究では、うつと /L-6遺伝子多型 (rs1800796)

は関連がないとの報告がなされているが、本研究では、日本人の一般集団
の男性において、 IL-6遺伝子多型とメンタルヘルスに関連があることが示
唆された。
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Relationships between changes in time spent walking 
since middle age and incident disability: the Ohsaki Co-
hort 2006 Study 

Chou Wan-Ting尺TomataYasutake入WatanabeTakashi1、SugawaraYumi入Kak-

izaki Masako入 Tsujilchiro1 

1 Division of Epidemiology, Department of Public Health and Forensic Medicine, To-
hoku University Graduate School of Medicine 

キーワード ：walk、disability、cohort

Background: In comparison with the adults who remain sedentary, 

those who maintain or increase their physical activity have lower mor-

tality. However, the association between physical activity across the lifes-

pan and incident disability has not been documented. 

Objective: To examine the relationships between changes in time 

spent walking since middle age and incident disability, using data of a 

population-based cohort study in Japan. 

Methods: We conducted a prospective cohort study in 7,177 (men: 

3,202, women: 3,975) Japanese individuals aged 2:65 years in 2006 

Information on time spent walking was collected via two questionnaire 

surveys held in 1994 and 2006. Information on mobility limitation status 

and other lifestyle factors was collected in 2006 survey. Participants were 

categorized to 4 groups as: "remained sedentary" (<30 minutes in both 

1994 and 2006 surveys), "became active" (<30 minutes in 1994 survey 

and 2:30 minutes in 2006 survey), "remained active" (2:30 minutes in 

both 1994 and 2006 surveys) and "became inactive" (2:30 minutes in 

1994 survey and <30 minutes in 2006 survey). Primary outcome was 

define as incident disability, which was retrieved from the public Long-

term Care Insurance database. We followed the subjects up for 5 years. 

Cox proportional hazards regression analysis was used to investigate the 

association between changes in time spent walking and the risk of inci-

dent disability. 

Results: The 5-year incidence of functional disability was 9.9% (712 

cases). Compared with those remained sedentary, the multiple-adjusted 

hazard ratios (95% confidenc intervals) were 0.69 (0.49-0.98) among 

those became active and 0.64 (0.50-0.82) among those remained active. 

The results did not alter after further adjusting for weight loss for more 

than 5 kg between 1994 and 2006 surveys, or focusing on those aged 

more than 75 years old. 

Conclusion: Increase in time spent walking among the sedentary adults 

was significantl associated with a lower risk of incident disability. 
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全国縦断調査資料を用いた咀哨能力の違いによる健康状態別余

命の推定

那須郁夫＼齋藤安彦 2

1 日本大学松戸歯学部 公衆予防歯科学、 2 日本大学大学院総合科学研究科

キーワード：健康余命、咀噌能力、全国高齢者

【目的］健康日本 21の目標である健康寿命の延伸に寄与する要因として，
高齢者の咀咽機能向上を想定した。日本全国の 65歳以上高齢者を対象に，
大規模パネル聞き取り調査 （日本大学「健康と生活に関する調査」）を 1999

年から 2009年まで 5回実施している。これまでこの資料を用いて途中経
過的報告を重ねてきた。本報告は全 5回の資料を用いた高齢者の咀咽能力
別にみた健康状態別余命の推計である。
【方法】本研究は，多相生命表の手法により，各調査回の間における「健

康」ー「不健康」ー「死亡」の状態間移動確率をもとに健康状態別余命の推計
を行った点に特徴がある。ここで「不健康」な状態とは，質問した AOL関
連 7項目と IADL関連 7項目のうち 1項目以上に「非常に難しい」また
は「できない」と回答した場合とした。都合 5回の回答者とこの間の死亡
者の合計 4,655名の資料を用いた。第 1回調査時点（ベースライン）の咀

咽可能食品群による咀喘能力に従い，歯応えのある食品咀咽可能群 (A群）
と、普通または軟らかい食品咀咽可能群 (B群）の 2群に分けて、平均余
命，健康余命，不健康余命を推計した。男女は区別しなかった。推計プロ
グラムは， IMaCh0.98k(REVES)を用いた。

【結果】 65歳における平均余命は， A群で 21.8年，B群で 19.8年 (p< 
0.01)、健康余命は， A群 18.1年， B群 15.5年 (p< 0.001), 不健康余

命は，それぞれ 3.7年， 4.3年であった。
ベースラインの健康状態が「健康」の場合 65歳の平均余命は， A群で

21.9年， B群で 20.0年 (p< 0.01), 健康余命は A群 18.2年， 15.8年

(p < 0.001), 不健康余命は， 3.7年， 4.2年であった。さらにベースライ

ン時で 「不健康」の場合 65歳の平均余命は， A群 17.1年， B群 15.5年，
健康余命は， 10.7年， 8.4年，不健康余命は， 6.4年， 7.0年であった。

【考察】わが国の高齢者は，自分の歯を失っている者が多数である一方，
失った歯を義歯などの歯科補綴装置でよく補って機能を維持・回復してい
る。このことと本調査の結果を合わせると，自分の歯と義歯を合わせた
咀咽器としての口腔機能を歯応えのある食品が噛めるように維持・回復
することは，平均余命の保持もさることながら，むしろ健康余命の延伸に
強く関連することは間違いなさそうである。
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高齢者の認知症リスク指標に関連する地域要因の検討 ～ 

JAGES HEART開発の一環として～

小橋元 1、羽田明 2、鈴木佳代 3、中川雅貴 4、竹田徳貝IJ5、近藤克則 3

1放射線医学総合研究所、 2千葉大学大学院医学研究院 公衆衛生学、3 日本福祉大学

健康社会研究センター、4 国立社会保障・人口問題研究所、 5 星城大学リハビリテー

ション学部

キーワード ：認知症、地域要因、ベンチマーク指標

【背景】日本老年学的評価研究 (JAGES)では、介護予防の効果的実践を目指し

て、 WHOの地域間の健康格差評価・対応指標である UrbanHEART (Health 

Equity Assessment and Response Tool)を参考に、 JAGESHEARTの開

発を進めている。
【目的】 JAGESHEART開発の一環として、介護予防の主要対象疾患の一

つである認知症予防に有効なベンチマーク指標を開発するために、認知症
との関連が指摘されている「物忘れの自覚」とベンチマーク指標候補項目
の関連を検討した。
【方法】 2010年 8月~2011年 3月の JAGESベースライン調査を実施し
た全国の 27自治体 (175小学校区）を解析対象とした。ベースライン調
査は、 65歳以上要介護認定を受けていない高齢者 117,494人を対象とし

た郵送自記式調査で、 78,769人から回答が得られた （回収率 67%)。ベ
ンチマーク指標候補には、各自治体の介護予防事業関連項目、個人生活習
慣要因、社会環境要因を含む 65項目を用いた。解析は男性および女性前
期高齢者、男性および女性後期高齢者の 4群において、上記の小学校区を
「物忘れが多いと思う」と回答した者の割合が、前期高齢者では 20%以上、
未満の 2群、後期高齢者では 30%以上、未満の 2群に分けて、各項目の
保有者割合を比較した。
【結果】物忘れの自覚割合が高い小学校区において、性別および前期、後
期に共通して有意に頻度が高かった項目は 「趣味 •お稽古ごとがない」「近
所に運動に適した場所がない」であった。また、前期高齢者では 「残歯数
が 20本未満」「外出が月に 1~2回以下」「転倒歴がある」「転倒の不安が
ある」「スポーツの会に参加していない」「趣味の会に参加していない」、後

期高齢考では「バスや電車で外出することができない」 「近所に坂や段差が
ある」か、それぞれ有意に頻度が高かった。
【考察！認知症発症予防には、高齢者の前期および後期区分を考慮し、地

域の状況に基づいた対策が必要であると思われる。
【結論】今後は、縦断研究による因果関係の解明とともに、地域での対策

指標・ベンチマーク指標の開発を進めたい。
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P1-001 

神戸トライアル（第 1報）研究デザインと新しいバイオマーカー
としての LOX-1系変性 LDL指標の基本集計

岡村智教 1,2、久保田芳美 2、東山綾 2,3、門田文 2,4、今野弘規 2,5、西村邦宏
2,6、宮松直美 2,7、宮本恵宏 2,6

1慶應義塾大学 衛生学公衆衛生学、 2 先端医療センターコホート研究グループ、3

兵庫医科大学環境予防医学、 4大阪教育大学養護教育講座、 5 大阪大学大学院公衆衛
生学、 6 国立循環器病研究センター 予防医学・疫学情報部、7 滋賀医科大学臨床看護
学講座

キーワード：酸化 LDL、コホート研究、リスク分類

【背景】
本邦では循環器病など生命予後を脅かす疾患をエンドポイントにしたコホー
ト研究は多くあるが、その危険因子である高血圧、糖尿病の発症や生活の質
(QOL)に関わる障害を都市住民で評価した地域コホート研究は少ない。神
戸トライアルは、身近で頻度の高い健康障害の発症要因を明らかにし、 QOL
低下の予防に活用できる知見を得ることを目的としている。Lox-1は、酸
化・変性 LDLから CRPまで幅広く結合する内皮系のレセプターであり、
その可溶性成分 (sLOX-1)、アポ Bを含んだリガンド (LAB)およびその
積 (LOXindex)は通常の“酸化 LDL"よりも動脈硬化の指標として有用
な可能性がある。
【方法】

平成 22・23年度に、 ① 40~74歳、 ②がん・循環器疾患の既往歴なし、
③高血圧・糖尿病・高脂血症の服薬治療なし、 ④自覚的に健康、 ⑤長期の
追跡調査に同意、の全条件を満たす神戸市民 1,134人をコホート集団とし
て設定した。ベースライン調査では、問診、生理学的検査 (CAVI、骨密度
等）、一般の尿・血液検査に加えて男性 341人、女性 716人の LOX-1系
変性 LDLを測定した。
【結果】

男性の LAB(μg/ml)は22.8、女性は 23.1で性差はなく、 sLOX-1(pg/ml) 

は118、125で女性のほうが高かった （それぞれ年齢調整幾何平均値）。 LAB
は肥満群で高いが、 sLOX-1は肥満と関連がなかった。男性では喫煙者で
sLOX-1が高く、飲酒者で低い傾向を認めた。動脈硬化学会ガイドライン
2012のリスク分類別に見ると、 LABはハイリスクグループで高くなる傾
向を示したが、 sLOX-1とは関連を認めなかった。
【結論】

LOX-1系変性 LDL指標のうち、 LABとsLOX-1ではそれぞれ関連する因
子が異なっており、それに応じて LOXindexも影響を受ける。今後、この
指標がどのようなイベントと関連するか慎重に追跡していく必要がある。
神戸トライアルの対象者は 2年に 1回、追跡調査を兼ねた研究検査を実施
する計画であり、現在、平成 22年度参加者の検査を月 1回継続実施中で
ある。

P1-003 

神戸トライアル（第 3報） LOX-1系変性 LDL指標とシスタチ
ンC・推定糸球体濾過量との関連

杉山大典 1,2、久保田芳美 2、東山綾 2,3、今野弘規 2,4、門田文 2,5、西村邦宏
2,6、宮松直美 2,7、宮本恵宏 2,6、岡村智教 1,2

1慶應義塾大学衛生学公衆衛生学、 2先端医療センターコホート研究グループ、 3兵庫

医科大学環境予防医学、 4大阪大学公衆衛生学、 5大阪教育大学養護教育講座、6国
立循環器病研究センター、 7 滋賀医科大学臨床看護学

キーワード ：コホート研究、シスタチン C、LOX-1系変性 LDL指標

【背景】 Lectin-likeoxidized low density lipoprotein receptor-1 (LOX-1)、
そのリガンドである LOX-1ligands containing apolipoprotein B (LAB)、及
び両者の積である LOXindexは心血管系疾患の発症と関連しているとの報
告がある。一方、腎障害を鋭敏かつ迅速に反映すると考えられているシス
タチン Cについても心血管系疾患の発症予測因子であるとの報告があるが、
LOX-1系変性 LDL指標との関連は明らかとなっていない。
【方法】都市型コホート研究 『神戸トライアル』ベースライン調査におい

て、循環器疾患の既往及び高血圧等の治療歴のない 1113名を解析対象者
とした。LOX-1、LAB、LOXindexは対数変換値を用いた。一般的にシス
タチン Cは年齢・性差・筋肉量の影響を受けないとされているが、 LOXー1
系変性 LDL指標との関連を評価する際には、性別・年齢・ BMIで調節し
た線形重回帰分析を行う事とした。また、シスタチン Cは甲状腺機能の影
響を受けるとされている事から、甲状腺機能が基準範囲外もしくは甲状腺
疾患の既往がある対象者を除外した場合（計 973名）の解析も行った。加
えて、シスタチン Cを用いた推定糸球体濾過量 (eGFR)とLOXー1系変性
LDL指標との関連も合わせて評価した。
【結果】性・年齢 ・BMIで調節した重回帰分析において、 LOX-1、LAB、

LOX-indexのいずれもシスタチン Cを有意な正の関連を認めた (LOX-1: 
p<0.01, LAB : p=0.01, LOX-index : p<0.001)。また、甲状腺疾患の既往
あり等を除外した場合の解析においても、傾向は変わらなかった。シスタ
チン Cを用いた eGFRとの関連では、男女ともに弱いながら有意な負の相
関を示した （女：相関係数 -0.20,p<0.001、男：相関係数-0.28,p<0.001)。
【結論】本研究の結果は、 LOXー1系変性 LDL指標とシスタチン C及び

eGFRで反映される腎機能指標との関連性を示唆するものと思われる。今
後のフォローアップ調査にて、高血圧の発症といった他のリスクファクター
との関連や腎機能の推移等を観察していく必要があると考えられる。
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P1-002 

神戸トライアル（第 2報）成人後の体重増加と高分子量アディ
ポネクチンおよび LOX-1系変性 LDL指標の関連

久保田芳美 1、東山綾 1,2、西村邦宏 1,3、杉山大典 1,4、今野弘規 1,5、門田文
1,6、宮松直美 1,7、宮本恵宏 1,3、岡村智教 1,4

1先端医療センター コホート研究グループ、 2 兵庫医科大学 環境予防医学、 3 国

立循環器病研究センター 予防医学・疫学情報部、 4 慶應義塾大学 衛生学公衆衛生
学、5 大阪大学大学院 公衆衛生学、 6 大阪教育大学 養護教育講座、 7滋賀医科大

学臨床看護学講座

キーワード： LOX-1、動脈硬化、都市部住民

【背景】成人してからの長期的な体重の変化は、循環器疾患や糖尿病の発
症と関連することが報告されているが、その機序は明らかではない。著者
らは都市部住民の横断研究により、成人後の体重増加と関連が強い動脈硬
化危険因子は中性脂肪と HDL—コレステロールであることを既に報告した。
LOX-1系の変性 LDLは新しい動脈硬化危険因子であり、また高分子量ア
ディポネクチンは抗動脈硬化因子とされるが、これらと体重増加の役割に
ついてはいまだ十分に検証されていない。
【目的】成人後の体重増加および 20歳時の推定 BMIにより LOX-1系の

変性 LDL指標および高分子量アディポネクチンの値を比較し、成人後の体
重増加による動脈硬化の要因について考察する。
【方法】 2010年から 2011年に、神戸トライアルのベースライン調査に参

加した男性 342名、女性 776名を研究対象とした。20歳時の体重を問診
により聴き取リ、現在の体重との差を成人後の体重増加量とした。さらに
現在の身長から 20歳時の推定 BMIを算出した。LOX-1系の変性 LDL指
標として sLOX-1および LOX-1ligand containing ApoB (LAB)を測定し、
両者を乗じて LOX-indexを算出した。体重増加量は男女別に 4分位に分
け、さらに 20歳時の推定 BMIで3分位に分類した。LOX-indexと高分子
量アディポネクチンの値は対数変換し、 20歳時の推定 BMI別に体重増加
量により年齢調整平均値を比較した。
【結果】男性の成人後の体重増加量の4分位は Q1:0.6kg2:、Q2:0.7~5.5kg、
Q3:5.6~10.1 kg、Q4:10.2kg,S、20歳時の推定 BMIの3分位は、 T1:19.9>、
T2:19.9~20.4、T3:21.5,Sであった。女性の成人後の体重増加量の 4分位
は Q1:-2.7kg2:, Q2: -2.6~1.6kg、Q3:1.7~6.0kg、Q4:6.1kg,S、20

歳時の推定 BMIの3分位は、 T1:19.2>、T2:19.2~20.7、T3:20.8くであっ
た。男女とも、体重増加量高値群ほど LOXindexは高値を示したが、 20歳
時の BMIによる差は見られなかった。高分子量アディポネクチンは男女と
も体重増加量に対して負の関連を示した（男性；Q1:3.8、Q4:2.2μg/ml、
女性；Q1:6.6、Q4:4.0μg/ml、男女とも Pfor difference<0.01)。20歳
時の推定 BMIT1群では、体重増加に対しより強い関連がみとめられ、男
性の 20歳時 BMIT1群における体重増加 Q4群では、 2.0μg/mlと最も
低かった。
【緒論】成人後の体重増加により LOX-1系変性 LDL指標も増悪する可能

性かホされた。また高分子量アディポネクチンには成人後の体重増加だけ
でなく 20歳時の BMIも影響する可能性が示唆された。

P1-004 

神戸トライアル（第 4報）都市部住民における高分子量アディ
ポネクチンと代謝性因子、 CAVIとの関連

門田文 1,2、東山綾 2,3、久保田芳美 2、杉山大典 2,4、今野弘規 2,5、西村邦宏
2,6、宮本恵宏 2,6、宮松直美 2,7、岡村智教 2,4

1大阪教育大学養護教育講座、 2神戸先端医療センター、 3兵庫医科大学環境予防医

学、 4慶應義塾大学衛生学公衆衛生学、 5大阪大学公衆衛生学、 6 国立循環器病研究
センター 予防検診部、 7 滋賀医科大学臨床看護学

キーワード ：高分子量アディポネクチン、 CAVI、一般地域住民

【目的】高分子量アディポネクチン (HMWアディポネクチン）は抗動脈
硬化作用を示すと考えられているがその検証は十分ではない。健康な都市
部住民を対象として HMWアディポネクチンと代謝性因子や CardioAnkle 
Vascular Index (CAVI)との関連を明らかにする。

【方法】高血圧、糖尿病、脂質異常症の治療を受けていない都市部住民を
対象としたコホート研究、神戸トライアルのベースライン調査参加者のう
ち、循環器疾患の既往がなく、 CAVIを測定した男女 536人を本研究の解
析対象とした。HMWアディポネクチンとメタボリックシンドロームの構
成要因である代謝性因子や CAVIとの相関係数とともに、 HMWアディポ
ネクチン値四分位毎に CAVIの調整平均値を算出し比較した。
【結果】平均年齢は男性 61.0歳、女性 62.9歳、平均 BMI (kg/m2)は男性
22.9、女性 21.1、HMWアディポネクチン (μg/ml)は男性では女性より
低値を示した（平均士標準偏差：男性 3.47士2.13、女性 6.56士3.18)。
HMWアディポネクチンは年齢、総コレステロール、 HDLコレステロール
と正の相関を、 BMI、腹囲、血圧、血糖、中性脂肪と負の相関を認めた。こ
れらの結果は年齢を調整しても同様であった。CAVIは HMWアディポネ
クチンと負の関連を示し、年齢、喫煙習慣、 LDLコレステロールを調整し
た調整平均 CAV1(95%CI)は男性で第 1四分位 (HMWアディポネクチン＜
1.96)は8.30(8.13-8.47)、第 4 四分位 (4.32~) は 8 .03 (7.86-8.19)であ
り、両群に統計的有意差を認めた。女性の第 1四分位(<4.07)は 8.11
(7 . 90-8 . 34)、第 4 四分位 (8.55~) は 7 .87 (7.65-8.09)であったが、両群
に統計的有意差を認めなかった。男性で認めた第 1四分位と第4四分位の
統計的有意差は血圧を含む代謝性因子を調整すると消失した。
【結論】 HMWアディポネクチンはメタボリックシンドロームの構成要因

である血圧、血糖、中性脂肪などの代謝因子と負の関連を示し、 HMWア
ディポネクチン低値は CAVIの上昇と関連した。HMWアディポネクチン
が抗動脈硬化作用に関与することが示唆された。



P1-005 

神戸トライアル（第 5報）都市部一般住民における LOX-1系
変性 LDL指標と CAVIとの関連

東山綾 1,2、若林一郎 1、久保田芳美叉杉山大典 2,3、今野弘規 2,4、門田文
2,5、西村邦宏 2,6、宮松直美 2,7、宮本恵宏 2,6、岡村智教 2,3

1兵庫医科大学 環境予防医学、 2先端医療センター、 3慶應義塾大学 衛生学公衆衛
生学、 4大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学、 5大阪教育大学 養護教育講座、
6 国立循環器病研究センター 予防医学・疫学情報部、 7滋賀医科大学 臨床看護学

キーワード ：LOX-1系変性 LDL指標、CAVI、地域疫学研究

【背景】 Lectin-likeoxidized low density lipoprotein receptor-1 (LOX-1)と

そのリガンドである LOX-1ligands containing apolipoprotein B (LAB)が、

循環器疾患や潜在性動脈硬化症に関連するとの報告があるが、これらの
LOX-1系変性 LDL指標と新しい動脈硬化指標である CAVl(cardioankle 

vascular index)との関連は検討されていない。

【目的】健康度の高い都市部一般住民集団において、 LOX-1系変性 LDL指
標と CAVIとの関連を断面的に検討する。
【方法】がんと循環器疾患の既往歴、高血圧・糖尿病・高脂血症の治療歴

がない兵庫県神戸市一般住民を追跡するコホート研究「神戸トライアル」
の対象者 1134人のうち、ベースライン調査で CAVIを受けた 540人（男
性 326人、女性 214人）を本研究の対象とした。性、年齢、 BMI、収縮
期血圧、心拍数、 HbA1c、現在の飲酒、喫煙を調整した重回帰分析により
LOX-1、LAB、LOXIndex (LOX-1と LABの積）の自然対数と CAVIとの
関連を検討した。
【結果】重回帰分析において、 LABの自然対数は CAVIと有意な関連を示し
た（標準化係数 0.071、p=0.038、R2=0.417)。さらに総コレステロール値

を調整因子に加えた場合の標準化係数は 0.073、p=0.054、R2=0.416であ

り、フリードワルド式による LDLコレステロール値で調整しても結果は同
様であった。LOX-1と CAVIとの関連は明らかではなかった。LOXIndex 
は LABと同様の傾向を示したが、 CAVIとの関連は LABほど強くなかっ
た。性別に解析しても結果は同様であったが、 LABと CAVIの関連は男性

で強い傾向がみられた。
【考察】健康度の高い都市部一般住民において、 LABが CAVIと関連する

可能性が示唆された。CAVIは冠動脈疾患との関連が報告されている有用な
動脈硬化指標であり、潜在性動脈硬化症のスクリーニングに LABが有用で
ある可能性がある。今後の追跡調査の過程において CAVIの対象者数を増
やし、検討を続ける予定である。
【結論】健康度の高い一般住民において LABとCAVIが関連する可能性が

示された。

P1-007 

メタボリックシンドロームヘの生活習慣改善プログラムの介入
効果の評価：メタアナリシス

山岡和枝 1、丹後俊郎 2,3

l帝京大学大学院公衆衛生学研究科、 2 医学統計学研究センター、 3昭和女子大学大
学院

キーワード：メタボリックシンドローム、システマティックレピュー、メタアナリシス

【背景】メタボリ ックシンドローム (MetS)は、生活習慣が及ぼす内臓肥

満、高血圧、糖代謝異常、脂質代謝異常を伴う病態である。ATPIll、IDF、
WHOなどの診断基準や日本の独自の診断基準が用いられ、国際的に統一
した診断基準が確立されていない。生活習慣の改善より病態の改善が期待
される。
【目的】本研究の目的は、食教育をベースとした生活習慣改善の介入が及

ぽす Metsの病態からの改善および診断基準の主要な要素の改善への効果
の評価を、メタアナリシスにより検討することである。
【方法】 2011年 10月までに報告された成人を対象とした無作為比較試験

(RCT)に基づく論文について、 Medlineおよびコクランデータベースに基

づきシステマティックレビューを行った。対象研究は、 6ヶ月以上のフォ
ローアップ期間があり、 Mets(各種ガイドラインによる）からの改善また
はその診断基準の要素の要約統計量が報告された英文論文に限定した。2人
の調査者が独立して適格性を評価した。Effectsizeは、フォローアップ後
（主として 1年後）の介入群の対照群に対する MetS改善率の比および各要

素（血糖値、腹囲、 HDL、中性脂肪、収縮期・拡張期血圧）のベースライン

からの平均値の差の両群での差とした。2群以上の介入比較の場合には各
介入を独立に取り扱った。メタアナリシスには変量効果モデルを用いた。
【結果および考察】最終的に抽出された RCT8論文 (11介入）をメタアナリ
シスに用いた。Mets改善率の比 (7介入、 n=2839)では、対照群と比較して

介入群では 2倍 (95%信頼区間：1.5~2.7)有意な改善が認められた。各要素

(5介入、 n=748)の平均値の差では HDL以外で有意な改善が認めら、収縮

期血圧では-6.4mmHg (同-9.7~-3.2)、拡張期血圧では—3.3mmHg(同ー1.4
~-5.2)、中性脂肪では-12.0mg/di (同：—22.2~-1.7) 、腹囲では-2.7cm(同：—
4.6~-0.9)、空腹時血糖値では-11.5mg/di (同： -22.4~-0.6)と有意な減少

が認められた。感度分析の結果でも結果は大きく変わらなかった。
【結論】生活習慣プログラムによる介入により、 Metsおよびその診断基準

の要素の改善が認められ、有効であることが示唆された。
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P1-006 

成人期における体重増加とアディポカイン、 CRP、HOMA-IR
との関連

木村安美 1、南里明子 叉 安田和基 ス ファンゴクミン 2、黒谷佳代叉桑原恵介
2、久米絢弓 2、佐藤匡央 叉 早渕仁美 4、溝上哲也 2

1福山大学生命工学部、 2国立国際医療研究センター、 3九州大学大学院農学研究院、
4 福岡女子大学国際文理学部

キーワード：アディポカイン、体重増加、成人期

【背景】 肥満は糖尿病、高血圧、心疾患、がんの重要な危険因子であり、
生活習慣病対策における重要な課題である。肥満は脂肪細胞由来のアディ
ポカインの産生・分泌を介して生活習慣病リスクを高めると考えられてい
る。しかしながら、成人期における体重増加が現在の肥満度とは独立して
アディポカイン、あるいは炎症やインスリン抵抗性に関連しているかは明

らかではない。
【目的】職域集団を対象に 20歳からの体重増加とアディポカイン、 CRP、

HOMA-IRとの関連を検討する。
【方法】】 解析対象は、北部九州の 2地域の公務員 567名 (20~68歳）

のうち、血清中アディポカインの測定値および 20歳の体重データ （自己申
告）がある 427名 （男性 253名、女性 174名）である。アディポネクチン、
レプチン、レジスチン、 PAl-1、ビスファチン、 C-reactiveprotein (CRP)を

測定し、さらにインスリン抵抗性指数 (HOMA-IR)を算出した。20歳から

調査時までの体重増加カテゴリー (<5kg, 5-9.9 kg, ~ 10 kg)ごとに各測定

値の幾何平均と 95%信頼区間を算出し、あわせて傾向性を検定した。交
絡要因として、性、年齢、職場、身体活動、喫煙状況、飲酒状況、糖尿病の
家族歴、 BMIを調整した。
【結果】 20歳からの体重増加が大きい群ほどレプチン濃度が高いという統
計学的に有意な関連を認めた。アディポネクチンについても、解析対象者を
40歳以上に限定した場合には有意な負の関連を認めた。CRP、HOMA-IR
については、体重が 10キロ以上増加した群は 5キロ未満の群に比べ有意に
高い値を示したが、調査時の BMIを調整すると関連がなくなった。一方、
レジスチン、 PAl-1、ビスファチンと体重増加との関連は認めなかった。
【考察・結論】 成人期における体重増加は現在の肥満度とは独立してレ

プチン選度に関連していた。また、 20歳から中年期までの長期間の体重増
加はアアイポネクチン値に関連していることが示唆された。若年成人期に
おける大幅な体重増加にともなう各種疾患のリスク増大には、レプチンの
上昇とアディポネクチンの低下が関与しているのかもしれない。

P1-008 

喫煙と飲酒の組み合わせによる糖尿病発症リスクの検討：茨城
県健康研究

菅原歩美 1,2,3、西連地利己 2,4、藤原和哉 1,2,3、入江ふじこ 5、渡辺宏 6、曽
根博仁 2,3、大田仁史 1,2

1筑波大学 内分泌代謝．糖尿病内科、 2茨城県総合健診協会茨城県立健康プラザ、 3

新潟大学大学院 血液・内分泌・代謝内科、 4 獨協医科大学公衆衛生学講座大阪大学
大学院医学系研究科社会医学専攻、 5茨城県保健福祉部保健予防課、 6茨城県総合健
診協会

キーワード： 2型糖尿病、コホート研究

【背景】
飲酒は研究によって差はあるものの、適度では糖尿病発症リスクを低下させ
るが過度では上昇するいわゆる J字型のリスクを示すという見解がなされ
ている。一方、喫煙は糖尿病発症の明らかなリスクファクターである。飲
酒者における喫煙率は、非飲酒者と比べて高くなるが、これらを層別化し
て糖尿病発症リスクは明らかではない。そこで本研究では飲酒・喫煙を層
別化して組み合わせた際の糖尿病発症リスクを検討することとした。
【方法】

本コホート研究では、 1993年以降に茨城県検診を継続受診した非糖尿病
（空腹時血糖値く 7.0mol/1または随時血糖値く 11.1mol/1)男性 (40歳~79
歳） 33,961名を対象とし、 2007年まで追跡した。喫煙は「なし、やめた、

20本1日未満、 20本／日以上」、飲酒は「なし、やめた、アルコール 15g/日

未満、 15g30g/日、 30g/日以上」に分類した。糖尿病発症は、空腹時血糖

値~7.0mol/1 または随時血糖値~11.1mol/l または糖尿病治療中とし、リ
スク比は Cox比例ハザード回帰モデルを使って計算した。
【結果】

飲酒、喫煙ともに「なし」と回答した群と比較して、喫煙 20本／日以上かつ
飲酒 30g/日以上の群では糖尿病発症のハザード比は 1.43(95%信頼区間：

1.21-1.67)となった。また、喫煙量で層別化し、それぞれ飲酒を「なし」と

回答した群と他群で糖尿病発症を比較すると、非喫煙群においてのみ 15g/

日未満の飲酒がある群で糖尿病発症リスクが 0.89(0.67-1.16)と下がりそ

の後上昇する J字傾向が観察されたが、喫煙群では飲酒量が増えるにつれ
て糖尿病発症リスクが上昇する傾向が見られたがいずれも有意差は認めな
かった (pfor trend: 20本／日未満群 p=0.77, 20本／日以上群 p=0.31)。一

方、飲酒量によらず、喫煙は増えるごとに糖尿病発症リスクは有意に上昇し
た (pfor trend: アルコール 15g/日未満 p<0.01,15g 30g/日p<0.01,30g/ 

日以上 p=0.055)。

【結論】
飲酒と喫煙が重なることによって糖尿病発症リスクは上昇するのみならず、
適量飲酒による糖尿病発症リスク低下の効果は打ち消される可能性が示唆
される。
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メタボリックシンドロームのための栄養教育プログラム効果の
評価：無作為化比較試験研究プロトコル

渡辺満利子 尺 山岡和枝 2、横塚昌子 3、安達美佐 4、橋本夕紀恵叉丹後俊郎 6

1昭和女子大学大学院生活機構学専攻、 2帝京大学大学院公衆衛生学研究科、3昭和
女子大学管理栄養学科、 4 栄養サポートネットワーク合同会社、5 昭和女子大学管理
栄養学科、6 医学統計学研究センター、昭和女子大学大学院生活機構学専攻

キーワード ：無作為化比較試験、メタボリ ックシンドローム、栄養教育プログラム

【背景】欧米では無作為化比較試験 (RCT)に基づくメタボリ ックシンドロー
ム(MetS)への栄養教育効果が報告されている (Yamaoka&Tango,2012)も
のの、わが国では特定健診•特定保健指導が導入されたがその評価は未だ
確立していない。演者らはこれまで EBNの観点から食事調査票を開発し
（山岡ら，2000)その改訂版 FFQW82を作成し （安達ら，2010)、糖尿病予防
のための栄養教育のツールとして活用を図り (Watanabeら，.2003;Adach
ら，2011)、生活習慣改善プログラム PSMetSを策定してきた。

【目的】 RCTに基づく Metsおよびその予備群を対象として、各対象が保
有する生活習慣病のリスク要因の数を減少させるための PSMetS効果の評
価を目的として、研究プロトコルを策定した。
【方法】本研究は Mets、同予備群改善のための PSMetSに基づく介入群
と対照群という 2つの介入方法の評価を、 RCTに基づいて行う介入研究で
ある。研究仮説は、 Metsおよび同予備群を対象とした PSMetSに基づく
介入群は、対照群に比べ 1年後における厚労省 （確定版，2007)に示す生
活習慣病リスク要因の個数が 1つ以上減少する者の割合が高い、である。
主要評価指標は生活習慣病リスク要因の個数とし、研究登録時からのリス
ク個数の減少率を算出し比較する。同意を書面にて受けた対象者からは臨
床検査結果を受け、 FFQW82、特定健診問診票、等に回答を受けた。選択
基準は 25~64歳男性の特定健診受診者で、保健指導レベルが積極的支援、
動機づけ支援の者で、除外基準 （同意を得られない。冠動脈性疾患を保有。
糖尿病、高血圧症、脂質異常症等で服薬を新たに始めて 3ヶ月未満。臨床
検査データがない。FFQW82の回答のない）に該当しない者である。登録
者から順次、層別 （積極的支援群、動機付け支援群の 2層）の置換ブロ ッ
ク法による無作為割付を行う。予定登録者総数は 180人である。主要な解
析対象集団は適格例の全例の集団 (FAS) とする。
【まとめ】 RCTに基づく MetSのための栄養教育プログラム効果の評価に

関する研究プロトコルを策定し、介入試験の割付期間は 2010年 4月から
2012年 12月末の予定で、目標症例数が収集されるまで実施する。発表時
にはベースライン調査結果を合わせて報告する。

P1-011 

クラスター無作為化比較試験による 2型糖尿病のための生活習
慣改善プログラムの介入効果の評価（第 2報）

安達美佐 1、山岡和枝 叉 渡辺満利子 3、丹後俊郎 4

1栄養サポートネットワーク合同会社、 2帝京大学大学院、 3昭和女子大学大学院、 4

医学統計学研究センター

キーワード： 2型糖尿病、生活習慣改善、クラスター無作為化比較試験

【背景】著者らは平成 18年より糖尿病のための個別生活習慣改善プログ
ラム 『SILE』(StructuredIndividual Lifestyle Education)を開発し、無作為
割付に基づく研究にてプログラムの有効性を検討してきた。その結果、プ
ライマリーエンドポイントである HbA1cのベースラインからの改善率は、
『SILE』を用いた 6ヶ月間の介入群は 8.9%であり、対照群（診療所での従
来ケア）の 2.3%に比べて 6.6%、より改善できることを昨年、報告した。
本発表では、食事摂取量を含めた食事を中心とした評価指標について検討
を加えたので報告する。
【目的】 『SILi』の効果の評価を行うことを目的とした。
【方法】診療所の外来受診者 (20歳~79歳）で HbA1 c6.5% (JDS)以上

の者を対象として、診療所を単位とするクラスター無作為割付による群間
比較試験を行った。介入群は食物摂取頻度調査 FFQW82の結果を用いて
6ヶ月間の継続支援 （面談、電話）を行い、食事面では空腹時・食後血糖
値の改善を図ることに留意し、夕食の過食の是正と朝食や昼食での野菜摂
取量の増加を重点とした。対照群では管理栄養士が FFQW82の結果の返
却時に簡単な助言を行った。食事に関して摂取エネルギー量・主要栄養素
および野菜摂取量等について、両群におけるベースラインから 6ヶ月後の
差の平均の群間差を検討した。
【結果】エネルギー摂取量は夕食で—19kcal と介入群で有意に減少した

(p=0.040)。野菜摂取量の一日合計量では+29.0gと介入群で有意に増加し
(p=0.001)、朝食、昼食それぞれでは+13.0g(p=0.002)、+9.5g(p=0.020)

と介入群で対照群に比べて有意に増加した。
【考察】夕食の過食（摂取エネルギー量）を是正することが翌朝の空腹時血

糖値の改善に寄与し、 1日の中でも野菜摂取量が少ない朝食と昼食で野菜
摂取量を増量できたことが食後血糖値の改善をもたらし、全体的に HbA1c
の改善を図ることができたことが示唆された。
【結論】診療所において本プログラムを実施することで生活習慣の改善が

なされ、血糖値の改善により糖尿病の重度化を抑制することが期待される。

P1-010 

hOGG1遺伝子の Ser326Cys多型と空腹時血糖の関連

原めぐみ 1、南里妃名子 1、西田裕一郎 1、中村和代 叉 今泉猛 1、坂本龍彦 3、
堀田美加子 1、檜垣靖樹 4、田口尚人 1、新地浩一 5、田中恵太郎 1

1佐賀大学医学部社会医学講座予防医学部野、 2聖マリア学院大学看護学部、 3

福岡県保健環境研究所、4福岡大学 スポーツ科学部、 5佐賀大学医学部 国際保健
看護学分野

キーワード ：遺伝子多型、空腹時血糖

【背景】酸化ストレスの増大による DNA損傷の蓄積がインスリン抵抗性お
よび糖尿病の発生に関与する可能性が示唆されるが、 DNA修復酵素の遺伝
子多型の糖代謝への影響は十分検討されていない。human8-oxoguanine 

glycosylase (h OGG1)は塩基除去修復に関わる DNA修復酵素の一つで、
hOGG1の多型 (rs1052133)(Ser326Cys)の Cys型は修復能の低下が報告
されている。【目的】 hOGG1遺伝子多型と生活習慣が空腹時血糖に及ぼ
す影響について検討する。
【方法】生活習慣病における遺伝子環境相互作用を調べる目的で 2005年に
開始された日本多施設共同コホート研究のベースライン調査開始当初に参
加した年齢 35~69歳の男女 4,512人のうち、 hOGG1遺伝子型および
空腹時血糖 (FBG)のデータ得られなかった者、糖尿病で内服治療中の者、
摂取エネルギーが 4,000kcal/日以上の者を除外した 1,793人 （男性 976
人、女性 817人）を解析対象とした。遺伝子多型は MultiplexPCR-based 

Invader assay法により決定した。hOGG1遺伝子多型と FBGの関連に
ついて、性、開始時の年齢、エネルギー摂取量、身体活動量、飲酒状況、喫
煙状況、 BMI、糖尿病の家族歴で調整し、共分散分析、重回帰分析を行っ
た。さらに BMIとの交互作用について検討した。
【結果】 hOGG1遺伝子の Cys/Cys型を持つ者は、 BMIが有意に高く

(P=0.02)、現在飲酒者の割合が有意に多く (P<0.01)、FBGが有意に高かっ
た(P<0.01)。生活習慣関連要因で調整した FBGは、 Cys/Cys型で高い傾
向が見られたが、有意差を検出するには至らなかった (P= 0.09)。BMIで
層別解析したところ、 BMIの最も大きい群では Cys/Cys型で FBGが高い
傾向が見られ (P<0.05)、BMIとhOGG1遺伝子多型の間に有意な交互作
用が認められた (P= 0.04)。
［結論】 h OGG1遺伝子の Cys/Cys型は FBGの高値と関連し、 BMIと

の有意な交互作用も認められた。今後追跡調査により 2型糖尿病の発症と
の関連についてさらなる検討が必要である。

P1-012 

血中カロテノイドレベルと骨粗しょう症発症リスクとの関連一
三ヶ日町縦断研究

杉浦実 1、中村美詠子久小川一紀入生駒吉識尺矢野昌充 1

1農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所、2 浜松医科大学健康社会医学

キーワード ：カロテノイド、骨粗しょう症、縦断研究

【背景と目的】
近年、ビタミン・カロテノイド類等の抗酸化物質が健康な骨の維持に有効
とする知見が得られつつある。そこで血中カロテノイド値と骨粗しょう症
発症リスクとの関連を明らかにすることを目的に縦断的な検討を行った。
【方法】

浜松市北区三ヶ日町が 2005年 4月に実施した住民健診の受診者から同意
の得られた者をベースライン調査の対象とし、 4年後に追跡調査を実施し
た。DXA法（二重エネルギー X線吸収法）による撓骨 1/3遠位（非利き
腕）における骨密度測定、及び自記式問診票調査等を実施した。本研究は
果樹研究所及び浜松医科大学倫理委員会の承認を得て実施した。追跡調査
が完了した男女 457名について、ベースライン時の血中カロテノイド値と
骨粗しょう症及び骨低下症の発症リスクとの関連をロジスティック回帰分
析により解析した。若年成人の平均骨密度に対して 70%未満を骨粗しょう
症、 70%以上 80%未満を骨低下症とした。
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！結果】
ヘースライン調査時に閉経前であった女性及び男性では、ベースライン時に
おけるカロテノイド 6種（リコペン、 a,/3カロテン、 /3-クリプトキサン
チン、ルテイン及びゼアキサンチン）の血中濃度は 4年間での骨密度低下
と何れも有意な関連は認められなかった。一方、既に閉経していた女性で
は、ベースライン時の血中カロテノイドのうち特に/3-カロテン値と 4年間
での骨密度の低下とに有意な関連が認められた。次にベースライン時にお
ける 6種のカロテノイド値で閉経女性を 3分割し、一骨粗しょう症及び骨低
下症リスクとの関連を解析した。その結果、ベースフイン時の血中/3-カロ
テン及び/3-クリプトキサンチン値が最も高い群 (T3)での骨粗しょう症発
症のオッズ比は最も低い群 (T1)に比べて 0.24(Cl: 0.05-1.21)及び 0.07
(Cl: 0.0.1-0.88)であった。また血中/3-クリプトキサンチン値と骨低下症
発症リスクとにも有意な負の関連が認められた （傾向性 P=0.037)。また
後ろ向きに解析を行ったところ、 4年間で新たに骨低下症や骨粗しょう症
を発症した者ほどベースライン時における血中/3-クリプトキサンチン及び
/3-カロテン値が有意に低かった。
【考察】

主要なカロテノイド 6種のうち、特に/3-クリプトキサンチンと/3-カロテ
ンは閉経女性の骨密度低下に対して予防的に働く可能性が示唆された。



P1-013 

体重あたりの握力と 2型糖尿病、高血圧、脂質異常症に関する
横断研究

川上諒子 1,2,3、澤田亨 2、岡本隆史 3、塚本浩二 矢 田中 憲子 叉 樋口満 1、宮
地元彦 2

1早稲田大学、 2 (独）国立健康・栄養研究所、 3東京ガス株式会社

キーワー ド： 筋力、生活習慣病、身体組成

［背景】これまでに握力と生活習慣病との関係について疫学的に検討した研
究は少ない。【目的】本研究は、握力と 2型糖尿病、高血圧、脂質異常症と
の関係について、日本人男性労働者を対象とし横断的に検討することを目的
とした。【方法】本研究の参加者は、 2011年 10月から 2012年 3月の間
に東京ガス株式会社において定期健康診断を受診した 40歳以上の日本人
男性労働者 2,517名 （平均 51歳）であった。定期健康診断時における自
記式質問紙によって現病歴の有無を確認した。さらに、血液検査および血
圧測定により国内の各疾病ガイ ドラインで示されている診断基準をもとに、
各疾患の有無を判定した。体重あたりの握力をもとに各分位の人数が同等
となるよう 4分位に分類し、ロジスティッ ク回帰モデルを用いて、年齢、
各疾患の家族歴、飲酒習慣、喫煙習慣で調整した多変量調整オッズ比および
95 %信頼区間を求めた。【結果】 2型糖尿病有病者は 258名、高血圧有病
者は 1,039名、脂質異常症有病者は 1,286名であった。体重あたりの握力
が最も低い分位に対する各分位のオッズ比 (95%信頼区間）は、 2型糖尿病
において 0.40(0.27-0.58)、0.53(0.37-0.76)、0.40(0.28-0.59)であった
（トレンド検定 ：P<0.001)。高血圧のオッズ比は、 0.57(0.45-0.72)、0.53
(0.41-0.67)、0.43(0.34-0.55)であった （トレンド検定： P<0.001)。脂質
異常症のオッズ比は、0.80(0.64-1.00)、0.59(0.47-0.73)、0.42(0.33-0.52) 
であった （トレン ド検定： P<0.001)。ROC解析の結果、各疾患における
体重あたりの握力のカットオフ値は、糖尿病で 0.54kg、高血圧で 0.56kg、
脂質異常症で 0.57kgとなり、感度は 0.59から 0.66、特異度は 0.50か
ら0.56であった （各 P<0.001)。【結論】以上の結果より、日本人男性労
働者において、体重あたりの握力と 2型糖尿病、高血圧、脂質異常症との
間に有意な関連が認められた。しかしながら、筋力と生活習慣病との間に
は体脂肪等の身体組成が交絡している可能性が高いことから今後、これら
の検討を行うとともに、縦断的な検討を行い、筋力と生活習慣病の関係を
明らかにしていく予定である。

P1-015 

一般住民における血清尿酸値と左室重量係数の関連

吉村 彩子 1、足達寿 2、平井祐治 1、榎本美佳 1、深水亜子 1、吉川邦子 1、緒方
絹歌 人 笠原明子 尺 塚川絵理 1、横井加奈子 入 大部 恭子 1、大渕綾 1、中村佐
知子 l、今泉勉 1

1久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門、2久留米大学医学部 地域
医療連携講座

キーワード ：尿酸、左室肥大

【背景】血清尿酸値が将来における高血圧発症の独立した予測因子である
ことはこれまで数多く示されている。しかし高血圧と関連の強い左室肥大
と血清尿酸値に関する論文は、対象者が高血圧患者に限られているものや、
一般住民を対象とした報告においては左室肥大の評価として心電図を用い
たものに限られていた。

【目的】そこで我々は、心エコー図検査より計算した左室重量係数を左室
肥大の評価として用い、一般住民における血清尿酸値と左室重量係数の関
連を疫学的に検討することを目的とした。
【方法】 2009年に福岡県田主丸町で行った 40歳以上の住民健診受診者

1,943人 （男性 774人、女性 1,169人）を対象とした。対象者すべてに心
ェコー因を施行し、左室重量係数は Devereuxらの補正式を用い計算した。
【結果】単変量解析では、尿酸は年齢 (p<0.05)、性別 （男性）(p<0.0001)、
BMI (p<0.0001)、収縮期血圧 (p<0.0001)、中性脂肪 (p<0.0001)、喫煙
(p<0.0001)、飲酒 (p<0.0001)、左室重量係数 (p<0.0001)と有意な性の
関連を示し、 eGFR(p<0.0001)、LDLコレステロール (p<0.0001)、HDL
コレステロール (p<0.0001)、左室駆出率 (p<0.05)とは負の関連を示し
た。多変量解析では、尿酸は性別 （男性）(p<0.0001)、eGFR(p<0.0001)、
BMI (p<0.0001)、中性脂肪 (p<0.0001)、年齢 (p<0.0001)、左室重量
係数 (p<0.01)の順に有意な関連を示した。Logistic回帰分析において、
男性の左室重量係数は、年齢、収縮期血圧、 BMI、eGFR等の交絡因子で
補正後も、尿酸値 ?mg/di以上の群では尿酸値 4.9mg/dl以下の群と比較し
高いオッズ比を示した （オッズ比： 2.33, 95%CI : 1.08-4.99, p=0.03)。女
性では有意な関連はみられなかった。
【結論】横断研究の結果、男性において血清尿酸値は、年齢、性別やその

他の交絡因子で補正後も、左室重量係数と強い関連があった。
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P1-014 

血清フェチュイン A値とインスリン抵抗性との関連 一般住
民における疫学的検討

大渕 綾 1、足達 寿 叉 平井祐治 ＼榎本 美佳 1、深水亜子 1、吉川 邦子 1、笠原明
子 入塚川 絵理 1、緒方絹歌 1、横井加奈子 l、大部 恭子 八 吉村彩子 1、中村 佐
智子 尺 今泉勉 1

1久留米大学病院 内科学講座心臓血管内科、2久留米大学病院地域医療連携講
座、 3 8 

キーワード：フェチュイン A、インスリン抵抗性、一般住民

【背景】血清フェチュイン A値は、肝臓で産生される糖タンパクである。
基礎研究において、インスリン抵抗性を惹起しやすくなる可能性が示唆さ
れており、疫学的にも糖尿病発症者でフェチュイン A値が高値であるこ
となどが報告され始めている。 しかし、すでに人種間でのフェチュイン A
値に差があることが分かっているにも関わらず、日本における一般住民で
のインスリン抵抗性との関連については、ほとんど何もわかっていない。
【目的】我が国の一般住民検診において血中フェチュイン Aを測定し、 イ
ンスリン抵抗性との関連を明らかにすることを目的とした。
【方法】対象としては、 2009年と 2010年に行った長崎県佐世保市宇久島

での住民検診 451人（男性 175人、女性 275人）を解析した。保存血液
を用いてフェチュイン Aを ELISA法で測定した。フェチュイン A値の分
布、平均値、男女差とともに横断研究を通じてインスリン抵抗性との関連
の有無を検討した。
【結果】フェチュインA平均値は男性 240.4士46.1μg/dl、女性 251.6

士 58.9μg/dlであり、女性が有意に高値であった。Fetuin-Aを目的変数
とした単変量解析では、女性、インスリン、 HOMA-R、フィブリノゲン、
GPT、LDL-Cが有意な正の関連を認めた。
Fetuin-Aを目的変数とした重回帰分析では、 HOMA-Rに最も強く相関が
あった。
フェチュイン A3群別にみた共分散分析では、フェチュイン A値高値群ほ
ど、 HOMA-Rも上昇し、有意な線形性を認めた。また T検定によリフェ
チュイン Aを高値と低値に分けた 2群間で比較すると、フェチュイン A
高値群で HOMA-Rが高値であった。
【結論】 Fetuin-Aは、一般成人において、インスリン抵抗性と強く関連が

あることが示された。

P1-016 

月経周期と生活習慣との関連

安田孝子 1、尾島 俊之 1、早坂 信哉 叉 中村美詠子 1

1浜松医科大学 健康社会医学、2 大東文化大学スポーツ健康科学部

キーワード ：月経、生活行動、おしゃれ

【背景】
月経周期はストレスや運動によって不順になったり、過剰なダイエットを
行うと無月経になる。やせや肥満の場合にも月経異常が起こりやすい。月
経は女性の健康のバロメーターといえる。
【目的】

本研究は女性の月経周期と食事や運動、労働、交友などの生活行動との関
連をみる。
【方法】

静岡県のA市内から区および性、年齢階級で層化して人口比例で無作為に抽
出した 15歳から 44歳の女性 960人に無記名自記式質問紙調査を平成 21
年 11~12月に実施した。有効回答 734人、有効回答率 76.5%の中から
妊娠中もしくは出産後 1年以内の女性と月経周期に無回答者を除いた 601
人を分析対象とした。月経周期が 28~30日と 25~35日を順調群、それ
以外を不順群とし、月経周期と食事、運動習慣などの生活行動との関連につ
いて年齢を調整してロジステック回帰分析を行った。有意水準は p< 0.05 
とした。
【結果】

平均値と標準偏差は、年齢 31.4士8.3歳、初経年齢 12.5土 1.4歳、 BMl20.8
士3.2であった。月経周期は 28~30日321人 (53.4%)、 25~35日202
人 (33.6%)、不順 69人 (11.5%)、 3か月以上ない 4人 (0.7%)、ほとん
どない 5人 (0.8%)であった。月経が順調であるのは、朝食を毎日食べる
オッズ比 0.72、95%信頼区間 (0.37-1.43)、運動する 1.19(0.69-2.05)、労
働もしくは学習時間が 0~8時間である 1.23(0.74-2.04)、楽しく過ごせる
友人と週に数回以上会う 1.94(1.04-3.61)であった。BMIが標準に対して
やせ 0.82(0.45-1.48)、肥満 0.53(0.24-1.17)、体型がこのままでよいに対し
てやせたい 0.61(0.34-1.09)、太りたい 0.47(0.12-1.78)であった。認識に
関して、幸福である 2.40(1.03-5.55)、おしゃれをしたい 1.95(0.85-4.46)、
赤ちゃんをかわいいと思う 3.00(1.18-7.63)であった。
【考察】

友人と楽しく過ごしたり、幸福であることや赤ちゃんをかわいいと思うこ
とは順調な月経周期に関連することが示唆された。体型は毎日の生活行動
の積み重ねである。有意ではないもののやせと肥満である場合は月経周期
を不順にする傾向が推察され、 BMIが標準である体型を維持する支援が大
切である。



P1-017 

日本人中年男性における BMIと蛋白尿の新規発症との関係

上原新一郎 1、林朝茂 1、佐藤恭子 1、前田一石 1、康秀男 1、衣畑成紀 1、山田
章子 1、大上圭子 叉 中村芳子 叉 神戸泰 1,2、111藤吟史 1、福田莞爾 1,2

1大阪市立大学大学院医学研究科 都市医学大講座・産業医学分野、 2 西日本電信電
話株式会社 関西健康管理センタ

キーワード： BMI、蛋白尿、慢性腎臓病

【背景】蛋白尿は、慢性腎臓病の危険因子として報告されている。しかし、
蛋白尿の危険因子を検討した前向きコホート研究は限られている。肥満、特
に、 bodymass index (BMI)が将来の蛋白尿発症に如何に関与するかは十
分検討されていない。
【目的】蛋白尿の発症に関して、 BMIが危険因子となりうるかどうかを 6

年間の前向きコホー研究にて検討することである。
【方法】対象は、 2000年に定期健康診断を受けた 40歳から 55歳の 12647
名の男性のうち、蛋白尿・糸球体濾過量の低下を示さず、高血圧症の内服治
療を受けていない 9974名の日本人男性である。蛋白尿は試験紙法にて測
定し（＋）以上、糸球体濾過量の低下は推算糸球体濾過量が 60ml/min/1.73 

而未満とした。追跡は毎年の定期健康診断にて行った。BMIは、 18.0未
満、 18.0-19.9、20.0-21.9、22.0-23.9 24.0-25.9、26.0-27.9、28.0以上
に分類した。問診票にて喫煙状況、飲、量、余暇時間の運動習慣の有無を
聴取した。解析は Cox比例ハザートモ丁ルによって行った。
【結果】 49442人年の観察で 1555人の蛋白尿の発症を認めた。BMIと蛋
白尿の発症の関係は、 Uカーブであった。Cox比例ハザードモデルにて、
年齢喫煙習慣（非喫煙、禁煙、喫煙）、アルコール摂取量（非飲酒者、少量、
中等度、多量）、運動習慣の有無、血糖の状態（正常、空腹時血糖異常、糖尿
病）、血圧の状態 (Normotension、Prehypertension、Hypertension)により
補正を行った結果、多変量補正後のハザード比は、 BMIが 20.0-21.9を対
照とすると、 BMIが 18.0未満と 18.0-19.9では、それぞれ、 1.47(95%信
頼区間 1.07-2.02)、1.23(1.01-1.50)と有意であった。BMIが22.0-23.9

と24.0-25.9では、それぞれ、 1.13(0.97-1.31)、1.14(0.97-1.33)と有意
でなかった。一方、 BMIが 26.0-27.9と28.0以上にては、それぞれ、 1.38
(1.15-1.66)、1.64(1.32-2.04)で有意であった。
【考察】今回の研究で、 BMIと蛋白尿の発症の関係は Uカーブの関係で

あることが明らかになった。今までの肥満と蛋白尿の発症に関する報告は、
肥満と蛋白尿の関係を検討しているが BMIとの関係は検討していない。今
回の結果から、 BMIの高値のみならず、 BMIの低値は、将来の蛋白尿の発
症の危険因子であることが明らかになった。
【結論】日本人中年男性において、やせと肥満はともに蛋白尿の発症の危

険因子である。

P1-019 

継続的な身体活動習慣ば慢性膝痛の発症を予防するか？ー前向
きコホート研究一

鎖田真光 1,2、北湯口純叉井上茂 4、塩飽邦憲 1

1島根大学大学院医学系研究科 環境予防医学、 2 日本学術振興会、 3 身体教育医学
研究所うんなん、 4 東京医科大学 公衆衛生学講座

キーワード：身体活動、運動器疾患、 1次予防

【背景】
慢性的な膝の痛みは、多くの高齢者が抱えておリ、 QOL低下や要介護につ
ながる重要な健康課題である。これまでに多くの介入研究が、身体活動の
膝痛改善効果を明らかにしており、運動療法が推奨されている。しかし、専
門家の指導のもとではなく、日常的な生活習慣として行われている身体活
動が慢性的な膝痛の発症予防につながるかという、 1次予防効果について
のエビデンスは確立していない。
【目的】

地域在住の中高年者において、継続的な身体活動習慣が慢性膝痛発症の予
防につながるか明らかにすること。
【方法】

本研究は地域介入研究のベースライン (2009年）と 1年後 (2010年）の評
価データを用いた前向きコホート研究である。島根県雲南市在住の 40-79
歳から無作為抽出された 6000人に対し、質問紙を郵送した。両年ともに回
答した 3500人のうち、ベースラインで慢性膝痛のない 3014人（男 1383、
女 1631、60.5士 10.3歳）を解析対象とした。慢性膝痛は 3か月以上続
く現在の痛みと定義した。目的変数を 1年間での新たな慢性膝痛発症とし、
歩行、柔軟運動、筋力増強運動の各習慣を説明変数、性、年齢、 BMI、膝
外傷有無、教育年数、主観的健康感、憂うつ感、農業従事、喫煙、慢性疾
患既往、地域介入の割付群、ベースライン時の膝痛の強さ (VisualAnalog 

Scale)を共変量としたロジスティック回帰分析を行った。
［結果】

1年間で新たに慢性膝痛を発症した者は 148人 (5.0%)であった。多変量解
析の結果、歩行および筋力増強運動の習慣と慢性膝痛発症の間に有意な関連
は見られなかったが（調整済みオッズ比 (95%信頼区間）： 1.54 (0.92-2.56)、
1.15 (0.66-1.99))、柔軟運動を継続して 1日 1回以上実施している者は、
実施していない者に比べて有意に慢性膝痛発症のリスクが低かった (0.40
(0.20-0.82))。
【考察】

本研究により、身体活動はその種類によって慢性膝痛発症との関係が異な
り、柔軟運動の継続的な実施が慢性膝痛の発症リスクを下げることが示さ
れた。日常生活における身体活動が慢性膝痛の 1次予防につながることは、
健康長寿達成に向けた運動器疾患対策のポピュレーション戦略を考える上
で重要な知見と言える。
【結論】

地域在住中高年者において、継続的に柔軟運動を実施する者は慢性膝痛発
症のリスクが低かった。

P1-018 

健診データから見た通常の保健指導と遠隔保健指導の比較

藤井仁 1、横山徹爾 2、水嶋 春朔 3

1 国立保健医療科学院研究情報支援研究センター、 2 国立保健医療科学院 生涯健
康研究部、 3横浜市立大学医学部社会予防医学教室

キーワード ：特定健診・保健指導、 ITC

【背景】
特定健診・保健指導における ICTの活用の可能性について検討する。
【目的】

TV電話などを用いた保健指導（以後、遠隔保健指導）は、通常の対面での
保健指導（以後、対面保健指導）と比較して劣っていないと言えるかどうか
を検証する。
【方法】

特定健診における動機づけ支援対象者、およびそれよりも健康リスクが低
いものまたは年齢が若いものを対象とし被験者を募った。
被験者は TV電話などの機器を用いた保健指導または、対面保健指導に無
作為に割り振られ、積極的支援相当の 180ポイント分一面接による指導に
換算して、 20分X 3回程度の保健指導を 3か月の間に受けた。
主要評価項目は、保健指導開始時から 3ヶ月後の体重減少率であり、副次
的評価項目は初回面接の時間、脱落率、保健指導の満足度などである。
【結果】

被験者数、平均年齢、初回面談時の平均体重などに統計的に有意な差はな
い (p>0.05)。
主要評価項目である体重の減少率において、遠隔保健指導の効果は対面保
健指導と比較して、 20%以上劣っているとは言えない (p<0.05)。
副次的評価項目のうち初回面接時間は、 2割の非劣性マージンを差し引
いてなお、対面保健指導のほうが短時間で優れているため、検定の必要は
なく、非劣性を主張することはできない。保健指導の脱落率については、
Dun nett-Gentの検定により、遠隔保健指導は対面保健指導に対し、非劣性
を主張できる結果となった。
満足度、会話の円滑さでは、対面保健指導に対する遠隔保健指導の非劣性
を主張できなかったが、理解度、資料の見やすさについては非劣性を確認
できた。
【考察】

遠隔保健指導における画面の見やすさなどは、遠隔保健指導用のソフトの
作りこみで解決する問題であり、工夫次第で解決可能な課題であるが、得
られる情報量と与える情報量がどうしても減少するという不可避で構造的
な問題が指摘された。今後はこの問題の大きさがどの程度であるかを評価
する必要がある。
【結論】

主要評価項目である体重の減少率において、遠隔保健指導は対面保健指導
と比較して 20%以上劣らないことが明らかになった。
副次的評価項目のうち、保健指導の脱落率、資料の理解度、見やすさにおい
て、遠隔保健指導は対面保健指導に対し、非劣性を主張できる結果となった
が、初回面接時間、満足度、会話の円滑さでは非劣性を主張できなかった。

P1-020 

一般住民において起立性高血圧は男女で関連が異なる

石川鎮清尺中村好一叉苅尾七臣 叉 廣瀬英生 1、後藤忠雄尺梶井英治 1

1 自治医科大学地域医療学、 2 自治医科大学 公衆衛生学、 3 自治医科大学 循環
器内科学

キーワード：起立性高血圧、一般住民、横断研究
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【背景】血圧は起立時においても自動調節機能により大きな変動がないよ
うになっている。しかしながら、調節機能の不調により起立性低血圧とな
る。起立時に調節機能の過剰反応により却って血圧が上昇してしまう起立
性高血圧になることもある。
【目的】今回、一般住民において血圧変動として起立性低血圧および起立

性高血圧の頻度や関連について検討した。
【方法】全国 6地区の一般住民において健診を受診した 40歳以上の男女

一般住民 3,209人（男性 1,587人、女性 1,721人）を対象とした。座位か
ら立位での血圧の変動で定義し、起立性低血圧は、収縮期血圧 (SBP)/拡
張期血圧 (DBP)が 20/10 mmHg以上低下とし、起立性高血圧は、収

縮期血圧の上昇が 20mmHgとした。どちらにも該当しない群を血圧変動

なしとした。
【結果】対象者の平均年齢は、男性 65.0歳、女性 64.2歳であった。起立

性低血圧は男性 5.4%、女性 5.8%で、起立性高血圧 (20mmHg)は男性
2.2 %、女性 2.1%であった。
40-64歳では、起立性低血圧は、男女で 3.5%、 3.9%、起立性高血圧は、
2.2 %、 0.6%で、 65歳以上では、起立性高血圧 7.1%、 7.1%、起立性
高血圧 2.2%、 3.6%であった。
起立性高血圧と他の因子との関連を検討したところ、男性では、 40-64歳で
は、年齢、糖尿病治療中で関連があり、 65歳以上では、糖尿病治療中、高
脂血症治療中、記憶と関連していた。女性では、 40-64歳で、メタボリッ
ク・シンドローム、記憶と関連があリ、 65歳以上では、年齢、 BMI、高血
圧治療中、高脂血症治療中、記憶と関連していた。
【結論】一般住民における起立性高血圧は男女で 2.2%、 2.1%で、男女

別年齢別で検討したところ、男女で関連する因子が異なっており、特に、
40-64歳の女性では、メタボリック・シンドロームと、 65歳以上の女性で
は、 BMIと関連していた。



P1-021 

特定健診に対する意識調査～特に未受診者の意識に着目して～

井上辰樹入栗田修司 1、安西将也 1

1龍谷大学社会学部

キーワード ：特定健診、意識調査、未受診者

【目的】滋賀県における国保の特定健診受診率は、平成 21年度においては
33.2 %と低い状況に留まっている。そこで本研究は被保険者の特定健診に
対する意識を把握し，受診啓発の方法を検討し，特定健診受診率の向上に
結びつけることを目的として実施した。
【方法】対象：滋賀県国民健康保険被保険者 92,798人のうち 19市町別，年
齢 5歳階級別 (40-65歳）に被保険者の約 1割を抽出した。これら 10,089
名に対して，調査を実施したところ， 3,764名から回答があった （回収率
37.3 %)。最終分析客体数は，すべて未記入の 5件，年齢対象外の 22件
の計 27件を除き 3,737件となった。調査方法：アンケート票は各保険者
が郵送で配布・回収した。アンケート結果は県が入力し，入力後の電子媒
体（連詰不可能匿名化済み）を大学で集計した。調査期間： 2011年 9月
1日から 10月末日とした。
【結果】 1)健診未受診者は男で， 40歳代，50歳代で多かった。2)健診受

診理由は，自らの健康のため，毎年受診しているから，受診券がきたから
で多かった。3)健診未受診理由は，いつでも病院や診療所を受診できるや、
時間がない、面倒だからであった。4)男で健診未受診理由は，費用がかか
リ経済的に負担だから、面倒だから，知らなかったからであった。5)40歳
代， 50歳代で健診未受診理由は，費用がかかる、面倒だ，時間がない、忘
れていたであった。6)健診未受診者で健診を受けてみたいと思う方法は，
費用がかからない，自宅近くで健診ができるがん検診なども一緒に受け
られる，希望の日時に受診できる，待ち時間が短いが多かった。
【まとめ】健診未受診者は，男で、40歳代， 50歳代で多かった。健診未

受診理由は，いつでも病院や診療所を受診できる、時間がない，面倒だか
らであり，特に男は，費用がかかり経済的に負担だから，面倒だから，知
らなかったからであった。健診受診方法では，健診未受診者は費用がかか
らない，自宅近くで健診ができる，がん検診なども一緒に受けられる，希
望の日時に受診できる，待ち時間が短いなどを求めていた。以上の結果か
ら、健診未受診者は生活習慣病に対する危機感がない、予防意識の低い者
であることが示唆された。したがって、健診未受診者に対しては、病気に
なる以前の一次予防二次予防の重要性の理解を促す対策を保険者毎に図
ることが、特定健診受診率向上に効果的であることが考えられた。
（本研究事業は滋賀県の委託を受けて行ったものである）
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一般集団における PCSK9E32K遺伝子多型と血中 LDLコレ
ステロール値との関連

銀光 1、森田えみ尺岡田理恵子＼川合沙世 1、菱田朝陽入内藤真理子 1、若
井建志 ＼ 浜島信之 1

1名古屋大学大学院医学系研究科 予防医学

キーワード ：LDLコレステロール、 PCSK9E32K遺伝子多型、横断研究

【背景・目的】 高 LDLコレステロール血症は動脈硬化の危険因子である
ことが知られている。また、 LDL受容体の活性により、血中 LDLコレステ
ロール値はコントロールされていると考えられている。最近の症例対照研
究では、 LDL受容体と関連する PCSK9E32K遺伝子多型のヘテロ型 (EK
型）を持つ者は家族性高コレステロール血症と強く関連していることが報
告されているが、一般集団において、どのような関連を示すかは明らかで
ない。そのため、我々は PCSK9E32K遺伝子多型に注目して日本人一般
集団の血中 LDLコレステロール値との関連を検討した。

【方法】 今回の検討では、日本多施設共同コホート研究 (JapanMulti-
Institutional Collaborative Cohort Study)大幸地区のベースラインデータ
を用いた。対象者は 2008年から 2010年までの間、調査に協力した年齢
35-69歳の男女 5,151人である。PCSK9E32K遺伝子多型は PCR-CTPP
法により同定した。血清総コレステロール、 HDLコレステロール及び中性
脂肪値を用いて LDLコレステロール値を計算した。LDLコレステロール
値の計算で、中性脂肪が 400mg/dl以上の者や欠損値のある者を除外した。
さらに、高脂血症の既往歴の者は除外し 4,826名（男、 1,383人、女 3,443
人）を解析の対象とした。調整要因としては、年齢、 BMI、喫煙、飲酒及び
運動を考慮した。

【結果】 遺伝子型の解析では、 PCSK9E32K遺伝子多型の頻度はそれ
ぞれ 32EE型 (98.7%)、32EK型 (1.3%)であった。32EK型を持つ者は
32EE型を持つ者に比較して、空腹時 LDLコレステロール値の有意の上昇
が見られた。32EE型及び 32EK型の補正平均空腹時 LDLコレステロール
値 (SE)はそれぞれ 123.4(0.4)及び 146.3(3.7)であり、統計学的に有意
な差が認められた (P< 0.0001)。男性では、 32EE型及び 32EK型の LDL
コレステロール値 (SE)はそれぞれ 122.3(0.8)及び 148.7(6.2)で (P< 
0.0001)、女性では、それぞれ 123.9(0.5)及び 144.7(4.6)であり (P< 
0.0001)、男女ともに同様の結果が得られた。32EK型の者で LDLコレス
テロール値が 140mg/dl以上の者は 34(55.7%)で、 140mg/dl未満の者
は 27(44.3%)であった。

【結論・考察】家族性高コレステロール血症の原因遺伝子型とされている
PCSK9 E32K遺伝子多型は一般住民でも血中 LDLコレステロール値と有
意の関連が見られたが、 32EKの者でも LDLコレステロールが正常域にあ
る者もあり、生活習慣との関連について今後検討する必要がある。
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P1-022 

住民健診受診者におけるアルプミン尿と血清 microRNA(miR-
21、miR-122)との関連

鈴木康司 1、山田宏哉 久 本城久司 3、市野直浩 ＼ 刑部恵介 1、杉本恵子 1、落
合潤一 1、楠原康弘入度會理佳 1、浜島信之 4、井上孝 1

1藤田保健衛生大学医療科学部臨床検査学科、 2藤田保健衛生大学医学部衛生学教室、
3 明治国際医療大学鍼灸学部臨床鍼灸学教室、 4 名古屋大学大学院医学系研究科予防
医学教室

キーワード ：microRNA、アルブミン尿

【背景】アルブミン尿は腎障害の進展のみならず心血管疾患の発症に密接に
関連しており、本邦における 40歳以上のアルブミン尿の頻度は約 15%で
あることが報告されている。しかしアルブミン尿の発症メカニズムは完全
には明らかになっていない。microRNA(miRNA)はタンパク質をコードし
ない 20~25塩基程度の一本鎖 RNAであり、標的 mRNAに相補的に結合
することにより遺伝子発現を制御することが知られている。近年、 miRNA
が血液中に安定した状態で存在していることが明らかとなり、疾患の病態
や進行度合いにより発現量や種類が異なることが報告されており、診断や
治療選択等におけるバイオマーカーとして期待されている。一般住民を対
象としてアルブミン尿と miRNAとの関連についてはあまり報告されてい
ない。
【目的】住民健診受診者を対象として、アルブミン尿と血清 miRNA値と

の関連について検討した。
【方法］対象者は、 2011年 8月に北海道八雲町で 40歳以上を対象とし

て行われた住民健診の受診者のうち、研究不同意者を除いた 448人 （男性
177人、女性 271人）である。miR-21と miR-122の発現量の定量は、健
診時の採血により得た血清を用いて totalRNAを抽出後、RT-qPCRを用
い、線虫 miR-39を標準物質としてLILICT法により分析した。尿中アル
ブミンは免疫比濁法により、またクレアチニンは酵素法により、それぞれ測
定し、アルブミン／クレアチニン比 (ACR)を算出した。ACRが 30mg/gCr

未満を正常群、 30mg/gCr以上をアルブミン尿群として血清 miRNA値を
比較した。
【結果】対象者の平均年齢士標準偏差は、男性 66.6土9.8歳、女性 65.4士
9.8歳であり、アルブミン尿の割合は男性 14.9%、女性 17.0%であった。
アルブミン尿群と正常群の miRNAを比較すると、アルブミン尿群では血
清 miR-21値が正常群と比べ有意に高い結果を得た (p=0.047)。またアル
ブミン尿群の血清 miR-122は正常群に比べ高い傾向を得た (p=0.055)。
【結論】住民健診受診者を対象として、アルブミン尿と血清 miRNA値と

の関連を調査した結果、酸化ストレスや脂質代謝との関連が示唆されてい
る血清 miR-21、miR-122値はアルブミン尿との関連が示唆された。

P1-024 

禁煙が糖尿病のリスクに及ぽす影響に関する前向き研究ー JPHC
研究より一

大庭志野 1、野田光彦 2、脇嘉代 3,4、南里明子 叉 加藤昌之 6、高橋義彦 7、
Poudel-Tandukar Kalpana史 松下由実 ，、井上真奈美 10、溝上哲也 5、津金昌一
郎 10

1国立保健医療科学院 生涯健康研究部、2国立国際医療研究センター 糖尿病研究連
携部、 3東京大学大学院医学系研究科 健康空間情報学、 4 東京大学大学院医学系研
究科・医学部 糖尿病・代謝内科、 5 国立国際医療研究センター 臨床研究センター
疫学予防研究部、 6 国際協力医学研究振興財団、 7岩手医科大学医学部内科学講座
糖尿病・代謝内科、 8 早稲田大学 高等研究所、 ，国立国際医療研究センター 臨床
研究センター 臨床研究支援部、 10国立がん研究センター がん予防・検診研究セン
ター予防研究部

キーワード ：糖尿病、禁煙、コホート研究

【背景】喫煙が糖尿病発症のリスクを増加させることは、既に多くの疫学研究に
おいて報告されている。近年禁煙者においても喫煙をしない人に比べて、糖尿病
のリスクの高まりがみられることが報告されている。しかしながら、日本人にお
いては未だ充分な検討がなされていない。
【目的】禁煙とその後の糖尿病発症のリスクとの関係について、日本人男女にお
ける前向きコホート研究により検討した。また、禁煙時の体重増加や喫煙量が禁
煙と糖尿病発症のリスクとの関係に及ぼす影響について検討した。
【方法】全国 11保健所管内の 40歳から 69歳の住民を対象に行われた多目的
コホート研究参加者のうち、研究開始から 5年後に行った調査で、糖尿病や重
篤疾患の既往の無い男性 25,875名、女性 33,959名を対象とした。ベースライ
ン時と 5年後調査時に喫煙の状況を質問票で調べ、非喫煙者、過去喫煙者、喫
煙者、新禁煙者 （ベースライン時には喫煙しており、 5年後調査時には喫煙して
いない）を定義した。喫煙量はベースライン時の質問票より確認した。5年後調
査時から 10年後調査時までの追跡期間中の糖尿病の発症は、 10年後調査時の
質問票より把握した。ベースライン時と 5年後調査時の質問票より体里の増加
量を算出した。
【結果】男性 653人、女性 477人が 5年間の追跡期間中に糖尿病を発症した。

新禁煙者の糖尿病発症リスクは、非喫煙者に比べて男女ともに有意に上昇した
（男性オッズ比1.42,95%信頼区間：1.03-1.94、女性オッズ比2.84,95%信頼区
間：1.53-5.29)。また、喫煙者においても男女ともに糖尿病リスクの有意な増加が
みられた。
男性において、新禁煙者のうち体重増加が 3kg未満であった人の糖尿病のリス

クは、非喫煙者で体重増加が 3kg未満であった人に比べて有意に増加した。新
禁煙者のうち 1日に 25本以上のたばこを吸っていた人の糖尿病発症のリスク
は、非喫煙者の 2倍以上であった。
【考察】 禁煙後も一定期間は糖尿病発症のリスクが上昇することが示唆された。

禁煙に伴う体重増加が無い群においてリスクの上昇がみられたことより、禁煙者
にみられる糖尿病発症のリスクの増加には体重増加以外にも要因がある可能性が
示唆される。
【結論】新たに禁煙をした人は非喫煙者に比して、 5年間の追跡期間中に糖尿病

発症のリスクが増加することが、男女ともに示唆された。特に男性の新禁煙者に
おいては、体童増加が少ない者、また喫煙量が多い者においてそのリスクが高ま
ることが示唆された。



P1-025 

職域健診の血圧水準がその後の医療費に及ぽす影響の年代別比
較

志摩梓 1,4、石崎達郎叉森本明子 1,3、松村祥恵 1、一浦 嘉代子 1、河津雄一郎

4、岡村智教 叉 宮松直美 1

1滋賀医科大学、 2 東京都健康長寿医療センター研究所、 3大阪大学大学院、 4(樹平

和堂健康管理室、 5 慶応義塾大学

キーワード：血圧、レセプト、医療費

【目的】高血圧は循環器疾患の主要なリスク要因であり、本邦の医療費研
究では高血圧は軽症段階からその後の医療費に影響を及ぼすことが報告さ
れている。ただし、 50歳未満を多く含む集団についての報告は見当たらな
い。そこで、若年者を多く含み健診受診率の高い職域集団において、定期
健康診断データと診療報酬明細書（レセプト）データを突合し、血圧水準が

その後の医療費に及ぽす影響を年代別に比較した。
【方法】本研究は、某健康保険組合と母体企業（総合小売業）の協力を得て

行った。医療費は、 2004年以降 8年間のレセプトデータから、診療区分・
請求月別に個人ごとの診療金額を積算し、被保険者であった日数をもとに
年平均医科診療金額 （診療区分が入院・外来・調剤：以下医療費と略）を
推計した。2004年定期健康診断 （受診率約 100%)を受診した 8114人
のうち、被保険者期間が 1年未満の者、健診時に妊娠中の者、降圧剤内服
者、 8年間に 1度も医療機関受診歴のない者を除いた 6651人を解析対象
とした。米国合同委員会第 7次報告に準じて 4群に分けた血圧水準を独立
変数、対数変換した医療費を従属変数とし、年齢と BMIを調整した共分散
分析を年代別・男女別に行った。
【結果】解析対象者全体の平均年齢は男性 38.8歳、女性 41.8歳、平均在

籍期間は男性 7.5年、女性 6.4年であった。医療費のうち、入院分が 27

％、外来と調剤分が 73%であった。塁療費いは、 50歳代男性では正常血圧
47572円、高血圧前症 55659円、スアーソ l高血圧 120934円、ステー
ジII高血圧 139944円で、血圧が高いほど医療費が高く（傾向 p<0.01)、
ステージ II高血圧者の医療費は正常血圧者の 2.9倍に相当した。同様に、
40歳代男性では 2.4倍 (70898円対 30001円）、 40歳代女性では 1.8倍
(80660円対 43958円）、 50歳代女性では 1.9倍 (88876円対 47146円）
で、 40歳代以上では性・年代に関わらず、血圧が高いほど医療費が有意に
高額であった。20歳代・ 30歳代では高血圧者が少ないことから、ステー
ジ 1とステージ IIの高血圧をひとつの群として検討したが、男女ともに血
圧水準と医療費に有意な関係を認めなかった。
【結論】血圧水準と医療費の関係は 40歳未満では認められないが、 40歳

代・ 50歳代では男女ともに血圧水準が高いほどその後の医科医療費が高額
となることが示された。

P1-027 

HbA1c値正常者における 1,5-AG低値と脳卒中発症との関連
(CIRCS) 

今野弘規 1,3、山岸良匡 2、北村明彦 叉 木山昌彦 叉 小野優 叉 梶浦貢 3、岡田

武夫 汽 中村正和 叉 石川善紀 叉大平哲也 1,3、岩仁哲 1、清水悠路 4、梅澤光
政 5、野田博之 1,3、山海知子 2、谷川武 6、佐藤真一 7、磯博康 1

1大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学、 2筑波大学 社会健康医学、 3 大阪がん

循環器病予防センター、 4 長崎大学大学院離島医療研究所、 5茨城県立医療大学、 6

愛媛大学公衆衛生・健康医学分野、 7 千葉県衛生研究所

キーワード ：1,5-AG、脳卒中発症、追跡調査

【背景】循環器疾患のリスクとしての糖代謝異常に関する疫学研究におい
て、空腹時および糖負荷後 1時間・ 2時間の血糖値に加え、近年は、ヘモ
グロビン A1c(HbA1c)、食後 2時間あるいは非空腹時の血糖値に関するエ

ビデンスが集積されつつある。数日間の血糖変動を反映して血中濃度が低
下する 1,5アンヒドログルシトール (1,SAG) は、食後高血糖の指標にな
ると考えられるが、循環器疾患発症との関連は不明である。

【目的]1都市近郊と 2農村の住民を対象として、 1,SAGと脳卒中発症と
の関連について、 HbA1cと併せて検討した。

［方法】対象は、 2000年あるいは 2001年の循環器健診で 1,SAGおよび
HbA1cを測定した大阪府 Y市 M地区、秋田県 1町、茨城県 c市 K地区
在住の 40-79歳男女 6,655人である。そのうち、脳卒中・虚血性心疾患の
既往者を除く 6,531人 （男 2,441人、女 4,090人）を解析対象とした。大
阪、茨城は 2008年、秋田は 2010年まで脳卒中発症の追跡調査を行った。
1,SAGは、 10μg/mlを基準にして 2群に分け、 10μg/ml未満群（低値

群）の脳卒中発症に対するハザード比 (HR)を Coxの比例ハザードモデル

を用いて算出した。また、 HbA1c値 5.8%以下かつ 1,SAG値 10μg/ml

以上の群を基準にして、 1,5AG2群と HbA1c2群の組み合わせ別に、脳卒
中発症に対する HRを算出した。同様に、糖尿病薬物治療中の者を除いた
場合、さらに、血糖値が糖尿病型を示した者（空腹時血糖値 126mg/dl以

上、非空腹時血糖値 200mg/dl以上）も除いた場合について解析を行った。

【結果】平均追跡期間は 8年で、追跡期間中の脳卒中発症者は 149人で
あった。1,SAG低値群の頻度は 9%で、脳卒中発症に対する多変量調整 HR

(95%信頼区間）は、男 2.4(1.4-4.2)、女 1.6(0.8-3.0)、全体 2.0(1.3-3.0) 

であった。同様に、 HbA1c正常の 1,SAG低値群は、男 2.2(1.0-5.0)、女 1.6

(0.7-3.8)、全体 1.9(1.1-3.4)であり、これは、 HbA1c5.9%以上の 1,SAG

低値群における、男 2.6(1.3-5.0)、女 1.6(0.6-4.1)、全体 2.1(1.2-3.6) 

とほぼ同等であった。さらに、糖尿病薬物治療中の者を除いた場合、男 2.4
(1.1-5.3)、女 1.7(0.7-4.1)、全体 2.1(1.1-3.7)、血糖値が糖尿病型を示し
た者も除いた場合、男 2.2(0.9-5.3)、女 1.8(0.8-4.2)、全体 2.1(1.1-3.7) 

と、いずれも結果は同様であった。

【結論】 1,SAG低値は、HbA1c値正常者においても、脳卒中発症と有意に
関連することが示された。
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地域一般住民の飲酒と健康関連 QOLとの関連 一端野・壮瞥

町研究より一

藤井瑞恵 1,2、大西浩文 2,3、赤坂憲 叉齋藤重幸 3,4、三浦哲嗣 3、森満 2

1札幌市立大学看護学部看護学科、 2札幌医科大学医学部公衆衛生学講座、 3

札幌医科大学医学部内科学第二講座、 4 札幌医科大学保健医療学部看護学科
基礎臨床医学講座

キーワード ：飲酒、健康関連 QOL

【背景】 WHOは 2010年アルコール濫用のガイドラインを発表し、健康
日本 21第 2期では多量飲酒者の減少が喫緊の課題となっている。職域男
性では飲酒と高いQOLとの関連の報告があるが、高齢者や女性を含んだ
地域住民での報告は少ない。
【目的】今回我々は地域一般住民男女における飲酒量と健康関連 QOLと

の関連について検討することを目的とした。
【方法】 2011年壮瞥町健診を受診し飲酒と健康関連 QOLの質問紙に回答
した 611名中、 80オ以下でデータ欠損者と過去飲酒歴がありかつ現在飲
酒していない者を除いた 412名（男性 181名、平均年齢 62.6歳、女性
231名、平均年齢 61.5歳）を対象とした。摂取飲酒量は問診票を用い、 1

回の摂取量と飲酒頻度に応じて平均 1日飲酒量g/dayを算出した。男女と

も飲酒者の平均 1回飲酒量の 3分位（男性 T1:9.1 g/日未満 T2:9.1g/日

以上 43.2g/日未満 T3:43.2g/日以上，女性 T1:1.1 g/日未満 T2:1.1g/日

以上 15.6g/日未満 15.6g /日以上）に非飲酒群を加えそれぞれ4群とし
た。QOL尺度は SF-8を用いた。性別に飲酒カテゴリ 4群間での精神的サ
マリースコア (MCS)値，身体的サマリースコア (PCS)値や各スコアの
国民標準下位 25%以下の頻度を比較した。PCS、MCS国民標準下位 25

％以下の有無を従属変数としたロジスティック回帰分析により、飲酒カテ
ゴリと QOL低値との関連を検討した。
【結果】 PCS、MCS国民標準下位 25%以下の有無を従属変数とし、年齢、

喫煙、血糖高値、血圧高値、脂質異常症の有無で調整したロジスティック
回帰分析を行うと、 PCS低値と飲酒カテゴリとの間に明らかな関連は認め
られなかったが、 MCS低値に関しては男性で非飲酒者と比較すると T3で
3.50 (95%CI : 1.03-11.88)、脂質異常 2.5(59 % Cl:1.04 - 6.32)、血糖
高値 4.53(95 % Cl:1.64 - 12.93)が有意に高かった。女性においては、
非飲酒者と比較すると、 T2で4.01(95%CI : 1.64-9. 77)と有意に高かった。

［考察】男性においては、精神的 QOL低値のリスクは適量飲酒内では問題
はないが、多量飲酒の危険性を示す結果となった。しかし女性ではむしろ
少量から適量飲酒者で精神的 QOL低値のリスクが高い結果となった。ア
ルコール摂取量増加に伴う健康への影響に加え、非飲酒者の頻度の差、周
囲とのつながりやサポートの有無に酒飲場面が果たす役割というものに男
女差があることも影響していると考えられた。
［結論】飲酒と QOLの関連には男女差を認めるため、飲酒の影響を評価

する場合には注意が必要であると考えられた。男性においては多量飲酒と
精神的 QOL低値が関連する可能性が示唆された。
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地域住民における心不全バイオマーカーと循環器疾患リスク
ファクターの関連

吉原雅大 1、山岸良匡 1,2、北村明彦 2、木山昌彦 2、岡田武夫叉山海知子 l、
大平哲也 2,3、今野弘規 2,3、皆仁哲 3、梅澤光政 1,4、湊百合子 5、井川千恵子

6、石川善紀 2、磯博康 3

1筑波大学医学医療系 社会健康医学、 2大阪がん循環器病予防センター、 3大阪大

学大学院医学系研究科公衆衛生学、 4茨城県立医療大学、 5井川町町民課、 6筑西市

健康増進部

キーワード：心不全、循環器疾患、 NT-proBNP

【背景】高齢化の進行に伴ううっ血性心不全の有病割合の増加は、患者の
生活の質の低下だけでなく、医療費の増大にもつながるため、今後、地域
医療における重要な課題となる可能性がある。しかし、地域におけるうっ
血性心不全の予防対策のあり方は確立していない。
【目的】地域住民において心不全のバイオマーカーである NT-proBNPの

分布及び循環器疾患リスクファクターとの関連を明らかにする。
【方法】茨城県及び秋田県の 2地域の健診受診者 3545人を対象として、

NT-proBNPと健診所見（高血圧、糖尿病、心房細動、心電図異常、心不全治

療、心疾患治療、夜間呼吸困難、労作時呼吸困難、慢性腎臓病の有病割合）

との関連を、 NT-proBNP(pg/ml)が 55未満、 55-124、125-499、500-999、

1000以上の 5群に分けて分析した。
【結果】 NT-proBNPの分布は、 55未満が 59%、55-124が29%、125-499

が 11%、 500-999が 1 %、1000以上が 0.4%であった。NT-proBNP

が 499までの範囲では、年齢が高くなるほど NT-proBNP値も上昇した。

NT-proBNPが 500以上では、 NT-proBNPは年齢との関連はなく横ばい

だった。また、 NT-proBNPが 999までの範囲では、 NT-proBNP値が高い

ほど高血圧、糖尿病、心房細動、心電図異常、心不全治療、心疾患治療、夜
間呼吸困難、労作時呼吸困難の有病割合は概ね段階的に増加した。特に心
電図異常（異常 Q波、高度 ST-T変化、完全左脚ブロ ック、心房細動のいず

れか）は NT-proBNPと強い相関を示した。また NT-proBNP値が高いほど

慢性腎臓病を有する者 (eGFRが 60ml/分/1.73m2未満）の割合は段階的に

増加し、 NT-proBNPが 500-999の群では 40%、 1000以上の群では 52

％に達した。NT-proBNPと他のリスクファクターとの関連は慢性腎臓病の

者を除外しても概ね同様であった。
【考察・ 結論】地域住民で NT-proBNPが 125pg/ml未満の者が約 9割を

占め、中程度高値者 (125-499pg/ml)、高度高値者 (500pg/ml以上）はそれ

ぞれ 10%、 1%程度であった。NT-proBNPが高度高値の者では慢性腎疾

患の有病者が約半数を占め、日本人の一般集団においても、 NT-proBNPは

心不全だけでなく腎疾患のマーカーとしても有用である可能性が確認され
た。健診においては、高度高値者に対しては医療機関での精密検査が勧め
られる。中程度高値者に対しては、高血圧や糖尿病の予防に準じた指導を
行うことで、重篤な心腎疾患への移行を予防できる可能性がある。
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地域住民における血清 HDLコレステロール値の 20年間の推
移： CIRCS筑西市協和地区研究

門野彩花 l、山岸良匡 1,2、山海 知子 ＼ 梅澤光政 3、皆仁哲 4、今野弘規 2,4、
大平哲也 2,4、木山昌彦 2、北村明彦 2、若林洋子 5、中村雅一 6、磯博康 4

1筑波大学医学医療系 社会健康医学、 2大阪がん循環器病予防センター、3茨城県立
医療大学、 4 大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学、 5 筑西市健康増進部、 6 国
立循環器病研究センター

キーワード： HDLコレステロール、循環器疾患、脂質異常

【背景】わが国では総コレステロール値の増加が懸念されているが、その増
加が LDLコレステロールによるものなのか、 HDLコレステロールによる
ものなのかは明らかでない。本研究は、茨城県筑西市協和地区の約 20年
間の健診成績をもとに、血清 HDLコレステロール値と非 HDLコレステ
ロール値の長期的な推移を観察した。【方法】協和地区は人口約 17000人
の北関東農村地域である。同地域における 1992年から 2011年までの 20
年間の 40~79歳の毎年の健診受診者約 4000人について、血清 HDLお
よび非 HDLコレステロール値の年齢調整平均値を 1992-95、1996-2000、
2001-05、2006-11年の 4期に分け、男女別・年代別に比較した。総コレ
ステロール及びHDLコレステロールは大阪府立健康科学センターおよび
茨城県総合健診協会が測定した。【成績】 20年間の観察期間中、 40~79歳
全体の平均 HDLコレステロール値は、男性で 51.Smg/dlから 57.0mg/dl
に、女性で 56.3mg/dlから 64.8mg/dlといずれも有意に増加した （いず
れも p<0.001)。各年代別の平均HDLコレステロール値は 1992-1995
年から 2006-2011年にかけて、男性では 40歳代で+5.3mg/dl、50歳代
で+6.7m g/dl、60歳代で+5.3mg/dl、70歳代で+5.2m g/dl、女性では
40歳代で+9.6mg/dl、50歳代で+8.2mg/dl、60歳代で+8.9mg/dl、70歳
代で+8.8mg/dlといずれも有意に増加した（いずれも p<0.001)。これら
のトレンドは、喫煙、肥満、高血圧、糖尿病の有無で層別しても同様で
あり、高脂血症治療者を除外しても同様であった。一方、 40~79歳全体
の平均非 HDLコレステロール値は、男性で 142.Smg/dlから 145.9mg/dl
とやや上昇したが、女性で 150.4mg/dlから 149.2mg/dlと有意な変化は
なかった。各年代別の平均非HDLコレステロール値の 20年間の変化
は、男性では 40歳代で+5.4mg/dl(p=0.17)、50歳代で+0.1mg/dl(p=1.00)、
60歳代で+5.4mg/dl(p=0.04)、70歳代で+6.2mg/dl(p=0.07)、女性では
40歳代で+O.?mg/dl(p=0.97)、50歳代で-4.2mg/dl(p=0.14)、60歳代で
3.9mg/dl(p=0.11)、70歳代-11.8mg/dl(p<0.001)であった。【結論】協和
地区においては、男女各年齢層において平均 HDLコレステロール値は増
加した。これまでの本研究において、総コレステロール値の増加による虚
血性心疾患や脳梗塞の罹患率の上昇が懸念されていた。しかし、今回の研
究により HDLコレステロールの平均値の増加は男性で非HDLコレステ
ロール値の増加とほぼ同等であリ、女性では非 HDLコレステロール値は増
加していなかった。従って総コレステロール値の増加には HDLコレステ
ロール値の増加の関与が大きいことが示された。
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岩手県末期腎不全患者登録事業平成 23年度集計結果

大澤正樹 1,2、板井一好 2,3、丹野高三 1,2、藤岡知昭 2,5、岡山明 汽 岩動孝 2,5

1岩手医科大学医学部 衛生学公衆衛生学講座、 2岩手県末期腎不全登録協議会、3結
核予防会、 4岩手医科大学医学部 泌尿器科学講座、 5岩手県医師会

キーワード ：腎臓病

【背景】欧米では、慢性腎臓病該当者がどの程度末期腎不全に至るのかを
定量的に評価することが行なわれている。一方日本では、末期腎不全発症
リスクを前向き研究で定量的に評価した研究は皆無である。
【目的】我々は、平成 21年度厚労科研事業の一環として、岩手県末期腎不

全患者登録事業を企画し、平成 22年 1月に組織を立ち上げた。本報告で
は、登録事業によって得られたデータを基にして、岩手県内在住末期腎不
全患者の集計結果を報告する。
【方法】岩手県内で透析治療を担当している 45施設の中で、慢性維持透析

治療を実施していない 3施設を除いた 42施設で、医師と看護師が全ての
末期腎不全患者の登録を平成 22年 1月から 24年 3月まで実施した。登
録内容は、患者氏名、生年月日、住所、治療施設、腎不全代替治療（血液
透析、腹膜透析、腎移植）、腎不全原因疾患、透析治療導入日、合併疾患の
有無である。
［結果】平成 21年 1月から平成 22年 12月までの間に岩手県内で透析治

療を受けていた患者総数は 3216人であった。この間に 303例の死亡を確
認した。平成 21年 12月 31日の時点での断面データ解析によると、患者
総数は 2827人（男 1790人（平均年齢 65歳）、女 1037人 (66歳））であ
り、 60歳以上の患者割合は男性で 66.7%、女性で 68.9%であった。男性で
は95%、女性で 93%が腎不全代替治療として血液透析を行っていた。腎不
全原因疾患をみると、慢性糸球体腎炎が 31.0%、糖尿病性腎症が 30.7%、
高血圧性腎硬化症が 12.9%であった。合併疾患として脳梗塞が 13.9%、脳
出血が 4.2%、心筋梗塞が 3.6%、悪性新生物が 7.5%でみられた。
【考察】岩手県の末期腎不全患者は約 2800名で、年間死亡率は 9.4%であ
り、合併疾患として、循環器疾患のみならず悪性新生物が多かった。末期
腎不全患者の死亡率の高さには、腎不全のみならず合併疾患の関与も大き
いことが示唆された。
【結論】岩手県全体を対象とした地域悉皆的末期腎不全登録は、 3年間の

調査期間中に、最低 1年間分の全症例のデータ収集を達成することができ
た。今後は、健診受診者のデータベースとの照合作業を通して、末期腎不
全発症リスクについて危険因子で層別化した解析を行う予定である。
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ウエスト周囲長・身長比による 2型糖尿病予測スクリーニング
精度の検討： TOPICS 

平安座依子 1,2,3、謝勲東 久 児玉暁 1,2、辻裕之叉齋藤和美 2,大 島野仁 叉
荒瀬康司 2、原茂子 2、曽根博仁 1,2

1新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝学講座、 2 虎の門病院健康
管理センター、3筑波大学大学院疾患制御医学専攻内分泌代謝．糖尿病内科、4 茨城
県立医療大学医科学センター

キーワー ド： 肥満、糖尿病、スク リーニング

【目的】ウエスト周囲長・身長比 (WHtR)の 2型糖尿病予測スクリーニン
グ指標としての有用性を大規模に検討し、 BMIやウエスト周囲長 (WC)を
用いた場合のスクリーニング精度と比較した。
［方法】虎の門病院人間 ドッ ク受診者のうち、糖尿病（空腹時血糖値~7.0

mmol/1または HbA1 c~6.5 % (NGSP))であることを知らない 11413名
を横断的に検討した。その後、観察時に糖尿病のない 4225名を 5年間前
向きに追跡し，将来の 2型糖尿病の発症を評価した。5年後の糖尿病の発
症は空腹時血糖値~7.0 mmol/1, HbA1c~6.5 % (NGSP)または通院治
療開始とした。
【結果】対象 11413名のうち， 2.7% (n=307)が未診断の糖尿病であった。

5年後の 2型糖尿病発症率は 3.4% (n=143)であった。ロジスティ ック
回帰分析の結果、 WHtR~0 . 5 の者は、そうでない者と比べて、糖尿病を
もつ可能性が 3.15倍 (95%信頼区間 2.41~4.11倍）高かった。この関連
は、他の肥満基準 (BMI~25 kg/m2 , BMI~23 kg/m2 WC~90 cm (男
性）/~80 (女性） cm または、 WC ~ 85 cm (男性）I~90 cm (女性） cm)を
満たす場合よりも強かった (ORs範囲 2.33~2.87倍）。未診断糖尿病のス
クリーニング精度は、 WHtR~0.5 で感度 76 .5 %, 特異度 49.1%を示し、
BMI~23 kg/m2 ゃ WC~85 cm (男性）/~90 cm (女性）によるスクリー
ニング結果よりも高い感度を有した。将来の糖尿病発症予測精度を検討し
た結果では、 WHtR< 0.5 と比較して、 WHtR~0.5 の者は、糖尿病発症
リスクが 2 .64 倍 (95% 信頼区間 1 .83~3 .81) 上昇した。 WHtR~0.5 は、
糖尿病の予測感度 71.3%を示し、他の肥満指標よりも高い感度を有した。
【結論】 WHtR~0 . 5 は現在の未診断糖尿病患者や将来の糖尿病の予測ス

クリーニングに有用な指標である。
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Serum 25-hydroxyvitamin D and insulin resistance 

PHAM NgocMinh 1, Akter Shamima尺KurotaniKayo1、NanriAkiko尺SatoMasao叉
Hayabuchi Hitomi叉 YasudaKazuki4、MizoueTetsuya 1 

1国立国際医療研究センター疫学予防研究部、2 九州大学農学研究院生命機能科学部
門、 3 福岡女子大学人間環境学部、 4 国立国際医療研究センター糖尿病研究センター

キーワード ：25-hydroxyvitamin D、insulin、insulinresistance 

【背景】
The association between vitamin D status and insulin resistance (IR) has 
been less studied among Asians 
【目的】

To examine the association between serum 25-hydroxyvitamin D 
[25(0H)D] and IR markers 
【方法】

We analyzed data (n = 494) among Japanese employees aged 20-68 
y. Fasting 25(0H)D and insulin and fasting glucose were determined, 
and homeostatic model assessment of IR (HOMA-IR) was calculated. 
Multiple regression analysis was done with adjustment for potential con-
founding variables. 
【結果】

Fasting insulin and HOMA-IR were inversely associated with 25(0H)D 
quartiles (Ptrend = 0.04 and 0.02, respectively). Across clinically relevant 
categories of 25(0H)D, compared to participants with sufficien vitamin D 
(>75 nmol/L), those with insufficien vitamin D (50-74 nmol/L) and those 
w了thhypovitaminosis D (<50 nmol/L) had a 5% and 18%, respectively, 
higher HOMA-IR (Ptrend = 0.01). 
【考察・結論】

Data suggest that low vitamin D status is associated with IR among 
Japanese. 
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HTRA1遺伝子多型と高血圧症との関連： J-MICC横断研究

栗山長門 1、尾崎悦子 1、渡邊功 1、吉川綾 1、原久美子 1、御神本奈保美 1、松
川 泰子 1、宮谷史太郎 1、松井大輔 1、小野寺理 叉 猪原匡史 4、水野敏樹 叉 中
川正法 2、渡邊能行 1、J-MICCStudyGroup5 

1京都府立医科大学大学院医学系研究科 地域保健医療疫学、 2京都府立医科大学大
学院医学系研究科神経内科学、3 新潟大学医学部脳研究所分子神経疾患資源解析
学、4先端医療センター 再生医療研究部、5J-MICC Study Group 

キーワード ：HTRA1遺伝子多型、高血圧症、脳小血管病

【背景】 Hartserine peptidase 1 (HTRA 1)変異は、高血圧症を伴う遺伝性
白質脳症 CARASILや加齢黄斑変性症にて、血管内皮細胞の変性、動脈硬化
に重要な役割を果たす (HaraK, Onodera O et al, N Engl J Med. 2009)。
このような双子例や家族例を対象とした研究から、脳内白質病変をはじめ
とする脳小血管病は、遺伝的関与が大きい病態であることが明らかとなっ
ている。高血圧症は、脳小血管病の最大のリスク因子であり、上記 HTRA1
遺伝子多型と脳小血管病のリスク因子である高血圧症との関係について注
目されている。【目的】 HTRA1遺伝子多型について、高血圧症との関係に
ついて横断研究を行った。【方法】研究協力者は、 HTRA1遺伝子多型、高血
圧症、両親の脳心血管障害の既往に関する情報が得られた参加者。HTRA1
遺伝子多型について、遺伝子型分布を比較し、 x2検定およびロジステック
解析にて統計学的に解析した。【結果】対象者は 4320名 （平均 55.6歳）で
あった。HTRA1遺伝子多型 (rs11200638)について、高血圧症群 (HT群）
で、非高血圧症群 (nonHT群）に比して HTRA1遺伝子多型を有する者が
多い傾向を認めた (p=0.062)。遺伝子型分布は、 HT群では C/C:45.6%、
CIT: 42.9%、 TIT: 11.5% (Hardy-Weinberg平衡 (HWE);0.43)、nonHT 
群では C/C:41.3%、 CIT: 45.3%、 TIT:13.4% (HWE;0.29)であり、 HT
群では CIC型の比率が高かった。HT群おける HTRA1遺伝子の遺伝子型
CICに対する CITあるいは TIT型のオッズ比は 0.86と0.77であったが有
意ではなかった。両親の脳心血管障害の既往に関しても有意ではなかった。
【考察】 HTRA1遺伝子多型で、特に Cアレルが、日本人における高血圧症
との連鎖が示唆される感受性因子である可能性がある。本邦での HTRA1
に関する既報告では、 Exon1に関する一塩基多型 (SNP)であり、我々が
今回検討した SNPとは病的意義が異なる可能性があり、さらなる前向き
検討が必要である。【結論】 HTRA1遺伝子多型が、日本人における高血圧
症との連鎖が示唆される因子である可能性があリ得る。

P1-035 

2型糖尿病発症に至るまでの BMIの長期変化に関する大規模
縦断的検討： TOPICS 

平安座依子 1,2,3、原茂子 叉 謝勲東 2、齋藤和美 2,4、辻裕之 叉 羽入修 1、児
玉暁 1,2、島野仁 3、山田信博 3、荒瀬康司 2、曽根博仁 1,2

1新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝学講座、2 虎の門病院健康
管理センター、 3筑波大学大学院疾患制御医学専攻内分泌代謝．糖尿病内科、4 茨城
県立医療大学医科学センター

キーワード ：BMI、長期変化、糖尿病発症

【目的】日本人男性において、 2型糖尿病発症に至るまでの bodymass 
index (BMI)の変化を縦断的に調査した。
【方法】虎の門病院人間ドック受診者で、糖尿病既往歴のない 1627名の

男性を対象とした。2型糖尿病の診断は、通院治療開始、空腹時血糖値こ
7.0 mmol / Lもしくは HbA1 c (NGSP)~6.5 %とした。糖尿病と診断
された時点から後ろ向きに BMIの変化を評価した。
【結果】 9~11年間の追跡期間中、 211名が 2型糖尿病を発症した。2型

糖尿病発症者では、発症 11年前に平均 BMI23.1 kg/m2を示し、発症 6年
前まで平均 BMI値は上昇する傾向を示した。発症前の 5年間、 BMI>24 
kg/m2の過体重を維持し続けた後、 2型糖尿病発症に至った。発症時の平
均 BMI値は 24.2kg/m2であった。非発症者では、糖尿病発症前の 5年間、
平均 BMI値は 23.2kg/m2を示した。
【結論】日本人男性では、普通体重範囲内の軽度の BMI上昇でも、長期に

わたると 2型糖尿病発症リスクとなる可能性が示唆された。
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P1-034 

BMIと SIRT1遺伝子多型の関連

東端孝博 ！、 若井建志 尺 内藤真理子 1、菱田朝隔 尺 岡田理恵子 尺 浜島信之 1

1名古屋大学大学院医学系研究科健康社会医学専攻社会生命科学講座予防医学

キーワード ：肥満、 SIRT1、遺伝子多型

【背景】 SIRT1は長寿に関連する遺伝子として広く知られ、これまで代謝
の制御、神経変性、癌発現の抑制との関与について数多く研究されてきた。
Body mass index (BMI)との関連についても、疫学的な報告が数多くなさ
れているが、日本人においては、 BMIに影響を与える生活習慣を考慮した
大規模な疫学研究は未だない。
［目的】今回は 35歳から 69歳の男女を対象とし、 2つの SIRT1の遺伝

子多型 (rs1467568,rs7895833)とBMIや過体重との関連について検討し
た。
【方法】日本多施設共同コホート研究 (J-MICCStudy)のベースラインデー
タを利用し、その中からランダムに抽出した 4160名（男性 1929名，女性
2231名）を対象とした。BMIは調査票から得られた自己申告式の体重と身
長から算出した。
【結果】性別に検討を行った結果、男性においては、 2つの遺伝子多型と

も関連を認めなかったが、女性においては、カロリー制限をしていないと
申告した群において、 rs1467568AA群より AG+GG群の方が BMI[中央
値（四分位範囲）］が有意に高値であった： AA群， BMI= 21.9 (20.1-24.0); 
AG+GG群， BMI= 22.1 (20.5-24.8); P = 0.02。さらに、 BMI27.5を過体
重のカットオフ値とした場合、 rs1467568AG+GG群は AA群と比較して
有意に過体重になる可能性が高かった（オッズ比=1.96, 95%信頼区間＝
1.19-3.24)。一方、やせのカットオフ値を BMI20とした場合では、やせ
とrs1467568に有意な関連は認められなかった（オッズ比=0.86, 95%信
頼区間=0.62-1.18)。
【考察】 rs1467568の Gアレルが過体重のリスクアレルであったという

結果は、先行研究結果に一致した。ただし今回の検討では、自記式の調査
票によってカロリー制限や余暇時間の活動の評価しているため、厳密な層
別化を行うことができてはいない。一方、カロリー制限や余暇時間の活動
が BMIに与える影響における SIRT1の遺伝子多型の関与についても、カ
ロリー制限や余暇時間の活動の評価が十分とはいえず、今後は前向きな検
討が望まれる。
【結論】カロリー制限を心がけていない女性対象者において、 rs1467568

の Gアレルは、過体重になる可能性を有意に上昇させた。

P1-036 

イソフラボン摂取と胃がんリスクとの関連：多目的コホート研
究より

原梓 1、笹月静 1、井上真奈美 1、岩崎基 1、島津太一 入 澤田典絵 1、山地太樹
1、津金昌一郎 1

1国立がん研究センター がん予防・検診研究センター 予防研究部

キーワード ：イソフラボン、胃がん、コホート

【背景】胃がんの罹患率は女性の方が男性の 1/2- 1/3程度と低いことが
知られており、その一因としてエストロゲンの胃発がんへの関与が推測さ
れる。一方、イソフラボンは化学構造がエストロゲンと類似していること
から、胃がんの発生に何らかの影響を与える可能性が考えられる。しかし
ながら、イソフラボンと胃がん罹患との関連についての報告は、これまで
に症例対照研究が 2報と血中イソフラボン濃度を用いたコホート内症例対
照研究が 1報あるのみで、その結果は一貫していない。
［目的】多目的コホート研究において、イソフラボン摂取と胃がん罹患と

の関連について検討した。
【方法】対象 9保健所管内において 1995- 1999年の 5年後調査に回答
した 45-74歳の住民のうち、胃がん既往歴のない男性 39,569名、女性
45,312名が解析対象者である。食物摂取頻度調査票を用いて推定したイソ
フラボン（ゲニステイン）摂取量をそれぞれ 4分位に分け、胃がんの罹患
リスクとの関連を Cox比例ハザードモデルにより算出した。
【結果】 2006年末までの追跡期間中、 1249例の胃がん罹患を観察した。

男女とも、イソフラボン摂取と胃がん罹患リスクとの間に、有意な関連は
認められなかった（最小摂取群に対する最大摂取群の多変量補正ハザード
比 [95%信頼区間］：男性 1.00[0.81- 1.24]、女性 1.07[0.77- 1.50])。
女性において、外因性ホルモン剤使用歴で層別したところ、使用歴なしの
女性では、女性全体と同様に関連は認められなかったものの、使用歴あリ
の女性（女性全体の 14%)では、イソフラボン摂取量が多い群で胃がん罹
患リスクが有意に高い結果となった。
【考察・結論】本研究の結果、全般的にはイソフラボン摂取と胃がんとの

間に明らかな関連は認められなかった。イソフラボンと胃がんとの関連は、
過去の疫学研究も少なく結果も一致していない。また、韓国の血中イソフ
ラボン濃度を用いたコホート内症例対照研究では負の関連が報告されてお
り、今後多目的コホート研究においても血中イソフラボン濃度を用いた更
なる研究が必要と考えられる。
［謝辞］本研究は厚生労働省がん研究助成金及びがん研究開発費の補助を
得て行った。本発表は多目的コホート研究班を代表して行うものである
(http://epi.ncc.go.jp/jphc参照）。



P1-037 

胃がんリスクに関する喫煙期間と Helicobacterpyloriの交互
作用

石岡久佳 1,2、尾瀬功 1、細野覚代 1、伊藤秀美 1、田中英夫 1、松尾恵太郎 l

1愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部、2 名古屋大学大学院医学系研究科臓器
病態診断学

キーワード ：胃がん、喫煙、 Helicobacterpylon 

【背景】
Helicobacter pylori (H. pylori)と喫煙は、それぞれ胃がんのリスク要因で

ある。しかし、これまで胃がんリスクに関する H.pyloriと喫煙期間の交互

作用についての検討は、ほとんど行われていない。

【方法】
2001年から 2005年の間に愛知県がんセンターで実施された Hospital-based
Epidemiologic Research Program at Aichi Cancer Center (HERPACC)に

参加した患者から、 H.pylori感染の有無が確認されており、かつ喫煙歴が

ある 475人の胃癌患者を抽出した。さらに、対照として 833名の非癌患
者を同様に抽出し、症例対照研究を行った。
胃がんリスクに関する H.pyloriと喫煙期間の影響を、多変量ロジスティッ ク
解析を行い、オッズ比 (oddsratio: OR)と95%信頼区間 (95%confidenc 
interval: Cl)を算出した。交互作用も同様に検討した。交絡要因として、
性、年齢、一日当たりの喫煙本数、果物及び野菜摂取量、飲酒状況を調整
した。喫煙期間は 10年単位でグループ分類し、 10年未満のグループを基
準として解析を行った。

【結果】
H. pylori非感染群と感染群で、喫煙期間の影響が異なっていた。喫煙期

間が 10年未満に対する 10~19年の調整ORは、非感染群で 3.71 (Cl: 
0.75-18.42)、感染群で 1.28(Cl: 0.63-2.59)であった。胃がんリスクに関
する喫煙期間と H.pylori感染の交互作用 Pvalueは 0.019であった。

【結論】
H.pylori非感染群は感染群と比して、喫煙の胃がんリスクヘの影響が比較
的短期間に現れることが示唆された。H.pylori感染率の低下傾向が認めら

れるが、本研究結果は将来の胃がん予防のために喫煙対策が重要な事を示
すと考えられる。

P1-039 

肺がんの症例対照研究

鷲尾昌一 1,2、田中裕士 3,4、猪股慎一郎 3、高橋弘毅 3、斎藤重幸 又 三浦哲嗣
5、島本和明 叉 森満 1

1札幌医科大学公衆衛生学、 2聖マリア学院大学、 3札幌医科大学第三内科、4 医大

前南四条内科、 5 札幌医科大学第二内科

キーワード ：肺がん、危険因子、症例対照研究

【背景】肺がんは日本人の死因として重要である。
【目的】喫煙は肺がんのリスクを上昇させるが、喫煙以外の肺がんの危険

因子を明らかにする。
【方法】新規発生の肺がんを症例、循環器内科通院中の患者を対照とする

マッチングをしない症例対照研究を行なった。呼吸器科は札幌医科大学第
三内科とその関連施設7施設、循環器科は札幌医科大学第二内科とその関
連施設8施設で、いずれも北海道内の施設。喫煙、飲酒、食事を含む生活習
慣等に関する無記名の質問票調査を対象者に対して行なった。症例 11 8 
名と対照 14 3名の参加協力が得られた。このうち、 40歳未満の者、栄養
調査の記載が不備の者を除外し、症例 35名、対照51名を解析対象とし
た。統計解析はSASを使用し、性年齢喫煙オッズ比 (0R) と95%信
頼区間 (C I)を求めた。危険率5%をもって統計学的に有意とした。
倫理的配慮 ：本研究は札幌医科大学の倫理委員会の承認を得て行ない、イ
ンフォームドコンセントの取得はアンケートの提出をもって同意が得られ
たとした。
【結果】肺がんのリスクは現在喫煙者 （性年齢補正OR=3.59、95 

%Cl=1. 27から 10.14)で上昇し、煙を深く吸いこむ者 （性年
齢補正OR=2. 5 3、95 %C  I= 0. 9 0から 7. 1 1)で上昇傾向
を示した。喫煙以外の事項では、睡眠時間が 5時間以下の者 （性年齢喫煙
補正OR=6. O 1、95%(1=1.32から 27. 48)でリスクは
上昇し、緑黄色野菜を週4回以上食べる者（性年齢喫煙補正OR=O.3 
2、95%(1=0. 12から 0. 8 9)でリスクは低下し、豆腐を週4
回以上食べる者 （性年齢喫煙補正OR=O. 41、95 %C  I = 0. 1 5 
から 1. 1 0)で低下傾向を示した。
【考察】喫煙は肺がんのリスクを上昇させるが、喫煙で補正しても睡眠不

足は肺がんのリスクを上昇させ、緑黄色野菜はリスクを低下させた。睡眠
不足が危険因子であるとの報告は我々の知る限りなく、さらなる研究か必
要と考えられた。
【結論】喫煙、睡眠不足が肺がんの危険因子、緑黄食野菜が予防因子であ

る可能性が示唆された。
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P1-038 

カルシウム摂取と前立腺がん罹患との関連について一大崎国保
コホート研究一

松尾兼幸 1、柿崎真沙子 1、遠又靖丈 1、菅原由美 1、渡邊崇 尺 周婉図 1、西野
善ー 2、辻一郎 1

1東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野、2 宮城県立がんセンター研究所がん
疫学・予防研究部

キーワー ド：前立腺がん、カルシウム摂取、コホー ト研究

【背景】カルシウム摂取と前立腺がん罹患との関連を検討した先行研究で
は、その結果が一致していない。

【目的】日本人男性を対象とした大規模前向きコホート研究により、カル
シウム摂取量と前立腺がん罹患との関連を検討した。

【方法】 1994年 10月宮城県大崎保健所管内に居住する 40~79歳の国
民健康保険加入者の男性 26,481名のうち、自記式調査票において 24,895
名より有効回答を得た。このうち追跡以前に異動した者 322名、がん既往
者 1570名、40項目の食事摂取頻度調査票に無回答の 324名、がん確定
のない者 2名を削除した 22,677名を解析対象とし、 11年間追跡した。残
差法によりエネルギー摂取量を調整したカルシウム摂取量を 4分位により
270mg/日未満 (Q1)、270-394mg/日 (Q2)、395-513mg/日 (Q3)及

び 514mg/日以上 (Q4)に分類し、 Q1を基準とした前立腺がん罹患のハ

ザード比 (HR)と 95%信頼区間 (95%CI)を Cox比例ハザードモデル
にて算出した。共変量は、年齢、飲酒、喫煙、 BodyMass Index、婚姻歴、
就職状況、歩行時間、学歴、睡眠時間とした。

【結果】 11年間の追跡調査により 387名の前立腺がん罹患を確認した。前
立腺がん罹患の HR(95%CI)は、 Q2で 1.14(0.83-1.55)、Q3で 1.17
(0.86-1.59)、Q4で 1.09(0.80-1.4 7)で、傾向性の P値は 0.65と、有意な
関連は認められなかった。進行度別にみた場合でも、限局性前立腺がん罹患
の HR(95%CI)では Q2で 1.17(0.69-1.99)、Q3で 1.30(0. 78-2.16)、
Q4で 1.18(0.71-1.97)で傾向性の P値は 0.52であり、進行性前立腺がん
では HR(95%CI)が、 Q2で 0.97(0.58-1.61)、Q3で 1.02(0.62-1.68)、
Q4で 0.91 (0.55-1.50)で傾向性の P値は 0.70と、いずれも有意な関連
は認められなかった。

【結論】日本人の成人男性において、カルシウム摂取量と前立腺がん罹患
との間に関連は認めらなかった。

P1-040 

日本人集団における Timeto First Cigaretteと膵臓がんとの
関連

中尾心人 1,2、松尾恵太郎 1、尾瀬功 1、細野覚代 1、渡邊美貴 1、伊藤秀美 ＼
田島和雄＼田中英夫 1

1 愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部、 2 名古屋市立大学大学院医学研究科
腫瘍•免疫内科学

キーワード：膵臓がん、喫煙、ニコチン依存

【背景】ニコチンの身体的依存の指標である Timeto First Cigarette (TTFC 

起床してから初回喫煙までの時間）と頭頸部がん、肺がんとの関連が近年
報告されているが、喫煙関連がんである膵臓がんとの関連はこれまで検討
されていない。

【目的]TTFCと膵臓がんの関連を明らかにすると共に、喫煙の膵臓がん
への影響を再検討した。

【方法】 2001年 1月から 2005年 11月の間に愛知県がんセンター中央病
院を受診し同意を得た、 341人の膵臓がん患者と 1705人の非がん患者に
よる症例対照研究を行った。喫煙習慣を含む生活習慣情報は、自記式調査
票を用いて収集した。喫煙が膵臓がんに与える影響は、年齢、性別、喫煙
歴、飲酒歴、現在の BodyMass Index (BMI)、20歳時の BMI、膵臓がんの
家族歴、糖尿病の既往を調整した logistic回帰分析を行った。

【結果】喫煙経験者において、 TTFCが 30分から 60分の者および 30分未満
の者は、 60分以上の者と比較して、オッズ比がそれぞれ 1.15(0.65-2.04)、
1.35 (0.85-2.15)であり (TrendP = 0.139)、統計学的に有意ではないが示
唆的な関連を認めた。しかし喫煙期間や本数、 Pack-Yearsで調整すると、
TTFCと膵臓がんの関連は消失した。一方、喫煙期間や本数、 Pack-Years
と膵臓がんの関連は、 TTFCで調整後も統計学的に有意であった。

【考察】 TTFCはニコチン依存指標の 1つであり、喫煙期間や本数などで
は捉えられない喫煙習慣の違いを測定できると考えられている。膵臓がん
と喫煙の関連が頭頸部がんや肺がんに比べ小さいことが、 今回の結果に影
響していると考えられる。

【結論】今回の症例対照研究では、 TTFCと膵臓がんの間に統計学的有意
な関連は認めなかった。喫煙期間や本数などの喫煙指標と膵臓がんの関連
は、これまでの報告と矛盾しないものであった。今後さらなる検討が必要
と考えられた。



P1-041 
Role of genetic polymorphisms on risk of carcinogene-
sis of cholangiocarcinoma in Thailand 

楊玉興 1、本荘哲 2、曽喝＼田中秀明 尺 太田恵美 1、藤井貴弘 1、田中正和
3、浜島信之 4、三輪正直 1

1長浜バイオ大学大学院バイオサイエンス研究科動物病態学、2 国立病院機構福岡病
院小児科、 3 関西医科大学微生物学、 4 名古屋大学大学院医学系研究科 予防医学

キーワード ：Cholangiocarcinoma、geneticpolymorphism 

[Backgroud and Aim] An exceptionally high incidence of cholang1ocarc1-
noma (CCA) is found in northeast Thailand. lnflammatio associated in 

persons infected with Opisthorchis viverrini (OV) is believed to be asso-
ciated with CCA. However, not all people infected by OV develop CCA. 

in this study we investigated risk factors for CCA with a focus on genetic 

polymorphisms related to inflammation 

[Methods] We studied genetic polymorphisms of IL-6 -174 (G/C), IL-6 

634(C/G), IL 10 -819 (CIT) and NF-K B -94 (ins/del) in relation to risk for 
CCA. We conducted a hospital-based case-control study using 110 pa-

tients and 110 age (土 5years), sex-matched controls 

[Results] The results showed that IL-6 polymorphism at position -174 and 

-634, IL-10 polymorphism at position -819, and NF-K B polymorphism 

at position -94 were not significantl correlated with the risk of CCA. 
This work has been done in collaboration with P. Srivatanakul, B. Sripa, 
S. Deerasamee, C. Viwatthanasittiphong, and D. Chenvidhya. 

P1-043 

早期大腸腫瘍切除者におけるビタミン Dサプリメントによる糖
代謝への影響

黒谷佳代尺笹島圭太叉鎮西亮 2、南里明子＼久米絢弓 1、桑原恵介 1、西信
雄 叉 中村和利 4、溝上哲也 1

1国立国際医療研究センター臨床研究センター疫学予防研究部、 2 さいたま赤十字病
院消化器内科、 3国立健康・栄養研究所国際産学連携センター、 4 新潟大学大学院医
歯学総合研究科地域予防医学講座 社会・環境医学分野

キーワード：ビタミンD、糖代謝、介入研究

【背景］
ビタミンD摂取量や血中ビタミンD濃度が低いと糖尿病のリスクが高まる
ことが観察研究により報告されている。しかし、血糖値、インスリン値お
よびインスリン抵抗性とビタミンDとの関連は一致しておらず、また、ビ
タミンDサプリメント投与により糖代謝への影響を調べた介入研究の結果
も一致していない。
【目的】

1日あたりビタミン D 1,200 I Uおよびカルシウム 400mg投与群は、 1

日あたりカルシウム 400mg単独投与群に比べて、 HbA1c、空腹時血糖値、

インスリンおよび HOMA-IRを低下させるのかどうかを無作為化比較試験
により明らかにする。なお、本研究の主要アウトカムは大腸腫瘍再発であ
り、糖代謝は副次アウトカムである。
【方法】

研究対象者は、 30歳から 74歳で埼玉県某単施設において過去 16ヵ月以
内に内視鏡で大腸腺腫もしくは早期大腸がんを切除し、かつ過去 3ヵ月以
内に内視鏡検査により腺腫がない状態であることが確認された患者のうち、
除外基準に該当しないものである。研究は 2010年 12月に開始し、参加
者募集 2年間かつ追跡 2年間の計画である。参加条件を満たす患者に対し
担当医師が調査の説明をし、同意が得られた人を研究参加者として登録後、
試験を開始した。研究事務局はビタミンDとカルシウムを含んだサプリメ
ント、あるいはカルシウムのみを含むサプリメントのいずれかを無作為に
割り付けた。目標症例数は各群 150名である。参加者は試験用サプリメン
トを 7~9月を除き 2年間服用する。ベースラインおよび研究参加 6ヶ月
後、 1年後、 2年後の健康調査において症状や病気の発生状況を把握し、さ
らに研究用に採血を行った。本解析対象者は、ベースラインと 6ヶ月調査
に参加し、かつ、糖尿病の現病・既往がなく、空腹時（食後 8時間以上）
に採血を行なったものとした。ベースラインから 6ヵ月までの糖代謝マー
カーの変化を両群間で統計学的に検定する。
【結果】【考察】【結論】

2012年 9月末日現在、 74名が研究に参加し、うち本解析の対象者は介入
群 19名、比較群 13名である。進行中の研究のため、結果は学術総会当日
に示す。
【謝辞】本研究の実施にご協力いただいている谷博美看護師（さいたま赤

十字病院治験事務局）に感謝いたします。
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P1-042 

婦人科がんの罹患動向および特徴

松田彩子 1、松田 智大 1、柴田 亜希子 1、細野 覚代 2、大木いずみ 3、伊藤
秀美 叉 西本寛 1、祖父江友孝 4

1国立がん研究センター がん対策情報センター がん統計研究部、 2 愛知県がんセ
ンター研究所疫学 ・予防部、3 栃木県立がんセンター 疫学研究室、 4 大阪大学大
学院医学系研究科 社会環境医学講座環境医学教室

キーワード ：がん、記述疫学

【目的】近年、婦人科がんの罹患患者数は増加傾向にあリ、特に若年者を
中心にその増加傾向は大きな問題となっている。本研究では我が国におけ
る婦人科がんの罹患動向を把握することを目的とし、全国がん罹患モニタ
リング集計 (MCIJ)のがんの罹患データに基づき罹患率を求め、その特徴
について検討した。
【方法】 MCIJ2007の33府県の地域がん登録によって収集されたデータより、
子宮頸がん (ICD-10C53: n=8442)、子宮体がん (ICD-10C54: n=8191)、

卵巣がん (ICD-10C56: n=8395)を抽出した。解析対象は、 2003-2007年

の全てのデータがあり、 DCO割合 （死亡票のみで登録されているものの割
合） 25%未満および MV割合 （病理診断のある症例の割合）が平均以上の
基準をともに満たす地域とした (12県）。 罹患は、 2003-2007年の 5年平
均の値を用い、年齢階級別 (10歳階級）、組織型別に分析した。
【結果】年齢調整罹患率 （人口 10万対、 1985年日本人モデル人口で調整）
は、子宮頸がん 10.8、子宮体がん 9.2、卵巣がん 9.4であった。年齢階級
別罹患率では、子宮頸がんは 40-49歳、子宮体がん、卵巣がんは 50-59歳
の年齢階級で最も高かった。組織型に関しては、子宮頸がんは扁平上皮が
んの占める割合が多く、特に若年者で占める割合が多かった。卵巣がんで
は、漿液性が最も多く (30.6%)、次に明細胞 (18.0%)が多くを占めた。
また、年齢階級においては、 30歳未満の年齢階級において粘液性が多く占
める特徴がみられた。
【考察】がんの組織型によって進行速度や治療方法が異なるので、組織型

の的確な診断が重要であると指摘されている。日本における卵巣がんの組
織型は、漿液性が最も多く、比較的予後不良の明細胞の割合が多いと報告
されているが同様の傾向が本研究でもみられた。
子宮頸がんは環境因子（ヒトパピローマウイルスなど）、子宮体がんは欧米

化環境（肥満、高齢出産、出産数の低下など）の影響が挙げられおり、両者

の予防方法は大きく異なる。卵巣がんにおいては、その発生機序やリスク
要因は多種多様であり、効果的なスクリーニングも実現されていない。
本研究において、記述疫学的な特徴を明らかにすることは、今後の推進を
図る上で重要であると考える。

P1-044 

トリプルネガティブ乳癌の危険因子の検討

西野善一 1、角川陽一郎 叉 河合賢朗 3、南優子 3

1宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部、 2 宮城県立がんセンター乳腺

科、 3 東北大学大学院医学系研究科地域保健学分野

キーワード ：乳がん、危険因子、症例対照研究

【背景l乳がんのうち ER、PR、HER2がいずれも一（マイナス）である
triple negative subtypeは治療に対して抵抗性を示し luminalsubtypeと比

ベ予後が不良である。一方で本サブタイプの危険因子に関する疫学研究の
知見は乏しい。
【目的】症例対照研究により、これまでの疫学研究で乳がんとの関連を認

めている要因（家族歴、初経年齢、出産歴、肥満、飲酒）と triplenegative 

subtype乳癌リスクとの関連を検討し luminalsubtypeと比較した関連の

類似点と相違点を明らかにする。
【方法】宮城県立がんセンターで 2002-2009年に診断され、かつ初回入院患
者を対象とした質問紙調査に回答した乳がん患者 800人について ER、PR、
HER2に関する情報を診療録等から抽出し triplenegative subtype 107人、

luminal subtype 575人を特定した。これらを症例とし同期間に入院し質問

紙調査に回答した非がん患者 1,659人を対照として、各要因とリスクとの
関連につきロジスティック回帰分析を用いて年齢、調査年、住所、発見契
機を補正したオッズ比を算出し検討した。
【結果】家族歴については、母親もしくは姉妹に乳がん患者を持つ者のリス
クは triplenegativeでオッズ比が 4.54(95%信頼区間 2.42-8.49)、luminal

で2.81(1.90-4.16)といずれも有意なリスクの上昇を認めた。また初経年
齢については、 12歳以下を基準として、 15歳以上のリスクが triplenegative 

で 0.48(0.24-0.96)、luminalで 0.64(0.47-0.88)と両サブタイプとも遅
い初経年齢による有意なリスクの低下を認めた。一方で出産数との関連は
luminal では出産数の増加とともに有意なリスクの低下を認めたが、 tripl~、
negativeでは出産歴がない者を基準とした 1人、2人、 3人以上のオッズ

比はいずれも 1を上回った。BMIとの関連では 18.0-24.9kg/m2を基準と

して luminalでは全症例および閉経後症例について肥満による有意なリス
クの上昇を認めたが、 triplenegativeでは 25.0-29.9kg/m2の群において

閉経前症例におけるリスク上昇、閉経後症例におけるリスク低下を認めた。
飲酒については両サブタイプとも有意なリスクの上昇を認めなかった。
【結論】 triplenegative subtypeのリスクは家族歴と初経年齢については

luminal subtypeと類似、出産数と BMIについては異なる傾向を示した。



P1-045 

日本人集団における喫煙期間と口腔咽頭癌死亡リスクとの関
連：茨城県健康研究

齋藤伸枝 1,2、西連地利己 1,2、入江ふじこ 叉 磯博康 4、飯村京子 2、渡辺宏 5、
武藤孝司 l、大田仁史 2

1獨協医科大学医学部公衆衛生学講座、 2茨城県立健康プラザ、3茨城県保健福祉部、
4 大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学、 5 茨城県総合健診協会

キーワード ：口腔咽頭癌、コホート研究、喫煙

【背景】
口腔咽頭癌の年齢調整死亡率は横ばい傾向で、死亡者数は全癌の約 2%で
あるが、高齢化の影響により過去 20年で死亡人数が 2.6倍に増加してい
る。さらに 5年生存率はあまり改善していないため、口腔咽頭癌死亡を減
らすためには予防が重要となってくる。口腔咽頭癌のリスク因子として喫
煙、過度の飲酒、噛みタバコ、口腔環境の悪化、ヒトパピローマウイルス
などが報告されているが、中でも喫煙との関連が強いことが指摘されてい
る。日本人を対象とした症例対照研究においても、喫煙期間と口腔咽頭癌
との関連が報告されているが、調べた限り前向きコホート研究での同様の
報告はない。
【目的】

本研究は日本人集団を用いて、喫煙期間と口腔咽頭癌との関連を調べるこ
とを目的とする。
【方法】

1993年に茨城県内 38市町村の基本健康診査を受診した 40歳から 79歳
の男女 96,883人（男性 32,989人、女性 63,894人）を 2008年まで追跡
した。口腔咽頭癌の死亡は人口動態統計を用いて ICD-10のcoo-14と
した。健診時の問診により、喫煙年数を 4区分（非喫煙者、 1-19年、 20-39
年、 40年以上）に分類した。喫煙状況別のベースライン特性は ANOVA検
定とカイニ乗検定を用いて計算した。口腔咽頭癌死亡のリスク比は Cox比
例ハザード回帰モデルを用いて計算した。
【結果】

平均 14.0年（男性 13.5年、女性 14.2年）の追跡で、 69人（男性 38人、
女性 31人）の口腔咽頭癌死亡が観察された。非喫煙者を基準とした、口腔
咽頭癌死亡に対する喫煙期間の性および年齢調整ハザード比は 20年から
39年で 2.61(95%信頼区間 [Cl]: 1.06-6.42)で、 40年以上で 3.68(95% 
Cl : 1.49-9.09)であった。性、年齢および飲酒量を調整したハザード比は
40年以上で 3.31 (95% Cl : 1.32-8.29)であった。さらに喫煙期間と死亡
率の量反応関係が認められた (Pfor trend = 0.032)。
【考察】

前向きコホート研究により日本人集団で喫煙期間と口腔咽頭癌死亡リスク
の関連を示した初めての研究である。本研究は、対象者が健診受診者のた
め一般化の問題がある。
【結論】
日本人集団において、喫煙期間は口腔咽頭癌死亡の危険因子となりうる。

P1-047 

日本人における喫煙依存度と頭頚部がん・上部消化管がんリス
ク

尾瀬功 1、松尾恵太郎 1、細野覚代 1、伊藤秀美入渡邊美貴 1、田島和雄 1、La

Vecchia Carlo2、田中英夫 1

1愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部、 2 マリオネグリ薬理学研究所

キーワード ：喫煙、 頭頚部がん、上部消化管がん

【背景】喫煙は頭頚部がん・上部消化管がんにおける主要な危険因子である。
起床後初回喫煙までの時間 (TTFC:time to firs cigarette)はニコチン依存
度評価のための確立した指標であるが、頭頚部がん・上部消化管がんとの関
連はあまり検討されていない。
【目的】症例対照研究にて TTFCと頭頚部がん・上部消化管がんとの関連

を検討した。
【方法]2001年から 2005年に愛知県がんセンター中央病院を受診した

頭頚部がん・上部消化管がん患者 2282名（頭頚部がん 575名、食道がん
434名、胃がん 1273名）と性・年齢を 1:3で一致させた非がん患者 6864
名を対象とした。自記式質問票により TTFCを含む生活習慣情報を収集し
た。ロジスティック回帰分析を用いて潜在的な交絡因子を調整したオッズ
比 (OR)と95%信頼区間 (Cl)を推定した。
【結果】喫煙者において喫煙量や喫煙期間を調整した頭頚部がんの ORと

95%CIはTTFC>60分を基準として 31-60分、 6-30分、 5分以下でそれぞ
れ 1.29(0.76-2.18), 1.32 (0.81-2.15), 2.03 (1.22-3.35), trend p=0.001、食
道がんではそれぞれ 1.53(0. 76-3.08), 2.55 (1.33-4.89), 3.09 (1.58-6.04), 
trend p<0.001、胃がんではそれぞれ 0.77(0.26-2.29),0.55 (0.20-1.54), 
0.78 (0.27-2.28), trend p=0.583であった。TTFCは頭頚部がん・食道がん
と有意な負の関連を示したが、胃がんとは関連を示さなかった。また、年
齢性別飲酒・野菜果物摂取量・職業で層別化してもこれらの関連は一定
であった。
【考察】 TTFCによって示されるニコチン依存は喫煙と独立したリスク要

因であるが、その関連は臓器により異なることが示唆された。
【結論】 TTFCは頭頚部がん・食道がんと有意に関連し、喫煙とは独立した

危険因子であったが、胃がんとは有意な関連が見られなかった。

P1-046 

神奈川県悪性新生物登録よりみた子宮頸がんの罹患および死亡
の動向に関する検討

元木葉子八夏井佐代子 叉 金子徹治 叉 加藤久盛 4、佐藤美紀子 1、沼崎令子
1、宮城悦子 1、水嶋春朔 叉 平原史樹 1、岡本直幸 2

1横浜市立大学 産婦人科、 2 神奈川県立がんセンター臨床研究所 がん予防・情報
学部、 3 横浜市立大学 大学院医学研究科 臨床統計学・疫学 先端医科学研究セン
ター、4 神奈川県立がんセンター 婦人科、 5 横浜市立大学 大学院医学研究科疫
学・公衆衛生学

キーワード：子宮頸がん、地域がん登録、神奈川県

【背景】子宮頸がんによる死亡数は年々増加し，国立がん研究センターの
報告によれば 2010年の子宮頸がんによる死亡数は 2664人とされるし
かし，人口動態統計による死因では，子宮頸がんと子宮体がんの区別がさ
れず「子宮がん」と報告されるものが含まれるなど，厳密な動向を正確に
は反映していないと考えられる子宮頸がん検診受診率の低迷が問題であ
るほか，中高校生に対しヒトパピローマウイルスワクチンの導入が始まる
など，子宮頸がんの予防は転機を迎え，子宮頸がんの罹患および死亡の実
態把握の必要性は高まっている【目的】神奈川県内における子宮頸がんに
よる罹患および死亡の状況を把握し，神奈川県の子宮頸がんの罹患および
死亡の詳細な調査を行う【方法】神奈川県悪性新生物登録（以下地域がん
登録）の 1985~2008年の子宮頸がん患者データを利用し，罹患患者報告
数診断時年齢死亡時年齢について収集されたデータを利用するなお
地域がん登録資料については非公開データであるため，神奈川県保険福祉
局保険医療部に研究的利用申請を行って利用許可を得た【結果】 1985年
から 2008年までの 23年間で神奈川県内の子宮頸がんの新規罹患報告数
は 14,261例であったこのうち上皮内がん（臨床進行期 0期）に属する
ものは 4,260例臨床進行期 1期以上の報告は 10,001例であった 1985
年には 513例 (0期 112例）であった新規罹患報告数は， 2008年には
720例 (0期 284例）となり増加していた子宮頸がんによる総死亡報告
数は 2,995例であった死亡報告症例は 1985年の 28例から 2008年の
144例に増加していた【考察】神奈川県内の子宮頸がん報告数は増加傾向
にあった地域がん登録は法律に基づく報告義務が医療施設になく、全数
調査ができないことが問題とされている神奈川県内の医療機関より報告
される届出件数は増加しており，情報収集の精度向上も症例報告数の増加
に影響していることが考えられる子宮頸がんの年齢階級別の検討を行い，
罹患年齢の動向についてもさらに詳細に分析していくことが必要である
【結論】 1985年から 2008年までの 23年間の神奈川県地域がん登録デー
タを利用し，増加傾向にあることを明らかにした

P1-048 

肝炎ウイルス感染と生活習慣による肝がん発生の予測： 多目
的コホート研究

道川武紘 1,2、井上真奈美 2、澤田典絵 叉岩崎基 2、田中靖人 3、島津太一 2、
山地太樹 2、笹月静叉溝上雅史 4、津金昌一郎 2

1独立行政法人国立環境研究所環境健康研究センタ一 環境疫学研究室、 2 独立行
政法人国立がん研究センター がん予防・検診研究センター 予防研究部、 3 名古屋
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キーワード：肝がん、予測、コホート

【背景・目的】
肝がんハイリスク者である HBV、HCV感染者を対象に、臨床情報から肝
がん発生を予測する試みが報告されている。確かに、肝がんの大部分は肝
炎ウイルスの持続感染に起因して発生するが、肝炎ウイルスによらない発
がんもあり、飲酒、肥満、糖尿病などの生活習慣要因が、肝がんの独立し
た危険因子として報告されている。これまでに一般集団を対象として、肝
炎ウイルス感染の有無に生活習慣要因を含めて、肝がんの発生を予測する
モデルを作成した研究はない。本研究の目的は、肝炎ウイルス感染と生活
習慣因子から肝がん発生の予測モデルを構築し、蘭便に肝がん発生確率を
算出できるスコアシートを作成する事である。
【方法】

多目的コホート研究コホート II (1993~1994年）の対象 6保健所管内の
40歳以上 70歳未満 （調査開始時年齢）の住民の中で、必要なデータ （質問
票、血液データ）がそろった肝がん既往のない 17,654名を 2006年まで追
跡した。検討した因子は、日本人の肝がん危険因子として確立したあるい
は確からしい因子および年齢、性別である。COX比例ハザードモデルを用
いて算出した偏回帰係数、 10年時生存関数から、 10年で肝がんを発生す
る確率を算出する推定式をつくり、その結果からスコアシートを作成した。
【結果・考察】

追跡中 104名に肝がん発症が観察された。モデルの当てはまりを確認し、
最終的に推定式に含めたのは、年齢、性別、飲酒、 BMI、糖尿病、コーヒー摂
取、 HBVおよび HCV感染であった。構築したモデルは、識別能が良く (c
index=0.94)、またうまく調整されていた （全体の観察数／期待数=1.03)。
作成したスコアシートは、各因子の該当する点数を足し合わせた合計スコ
アの範囲が一 1から 19点で、 4点以下であれば 10年間で肝がんを発生
確率が 0.1%未満、 17点以上だと 90%以上であった。
今回の予測モデルは、一時点での質問票と健診データに基づくもので、ま

た他の集団での妥当性検討を行っていないという限界はあるが、肝がん予
防においても生活習慣の改善が重要な意味を持つ事を伝える保健指導ツー
ルとして広く利用できるのではないかと考える。
【謝辞】

本研究は、厚生労働省がん研究助成金、国立がん研究センターがん研究開
発費の助成を受けた。本発表は研究班を代表して行うものである。
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埼玉県における麻疹サーベイランスの現状

山田文也 入 尾関由姫恵 八鈴木典子 叉 白石薫子尺渡邊悦子 1、安藤紗絵子
1、斉藤章暢 1、篠原美千代 2、岸本剛 1,2、西）II由浩 1,2、大村外志隆 1,2、中村
好ー 3

1埼玉県衛生研究所感染症疫学情報担当、2埼玉県衛生研究所 ウイルス担当、 3 自
治医科大学 公衆衛生学教室

キーワード ：麻疹、全数把握、サーベイランス

【背景】わが国では、 WHOの勧告に従い 2012年を麻疹排除の目標年と
定めた。その基本戦略の一つとして、検査診断に基づいた質の高いサーベ
イランスの構築が求められ、麻疹は従前の定点把握から 2008年に全数把
握へと移行された。全数移行後の届出数は減少傾向にあるが、埼玉県では
2011年までに麻疹排除指標の人口 100万人当たり 1例の水準には到達し
ていない。【目的】全数把握開始から 2011年 12月までに埼玉県に届出ら
れた 191例の届出項目の年齢、病型（検査診断例、修飾麻疹、臨床診断例）、
診断方法について記述した。また、診断方法について、同じ期間の届出後に
麻疹感染が否定され届出が取り下げられた（削除例）54例と比較した。【結
果】年別届出数は 2008年の 90例が最も多く、 2009年 44例、 2010年 28
例で、 2011年は前年より 1例多い 29例であった。届出例の年齢は 1歳
未満から 76歳に分布し、平均 20.1、中央値 18.0で、20歳以上は届出の
46%を占めた。年別では 2008年の平均 19.3が最も低く 2011年は 21.7
となった。病型別では、 2008年の臨床診断例 41%(37例）と検査診断例
38%(34例）の割合は、 2011年にはいずれも 17%(5例）へ低下したが、修
飾麻疹の割合は、 21%(19例）から、 2011年の 66%(19例）へ大きく増加
した。検査診断例及び修飾麻疹の計 126例の診断方法は、血清抗体検出が
全体の 96%(121例）を占め、遺伝子検出は 5例のみであった。一方、削除
例 54例のうち 39例は、届出後の検査結果陰性で取り下げられた届出で
あった。陰性結果を得た方法は、血清抗体検出 36%(臨床診断 11例、修飾
麻疹 3例）、遺伝子検出 64%(検査診断例 8例、修飾麻疹 9例、臨床診断
8例）であった。【考察】埼玉県の麻疹届出数の減少傾向は鈍化した。また、
修飾麻疹の割合の増加は検査診断の必要性を増すものと考えられる。検査
診断例と修飾麻疹は届出に検査を必要とする病型で、多くは血中抗体価の
測定が実施されていた。病期が不明瞭な修飾麻疹の増加と麻疹全体の罹患
数の減少により、抗体検査における陽性一致率低下が懸念される。【結論】
サーベイランス精度の向上には、適切な時期に採材された検体について特
異性の高い検査方法での確定診断が求められる。
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腸管出血性大腸菌感染症 diffuseoutbreak早期検出のための
標本サイズの検討
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【背景】近年埼玉県における腸管出血性大腸菌感染症の届出は年間 100例
を超えている。過去 10年間の届出の 80%以上は散発事例であるが、同じ
血清型、毒素型の患者が短期間に連続して届出されることがしばしばみら
れた。このような患者群の届出は同じ原因食品の存在が示唆され、早期に
原因食品を推定し、感染経路を遮断することが有効な対策に繋がる。しか
しながら、現状では患者間の共通要素を抽出する記述疫学に留まっている。
【目的】 Diffuseoutbreak発生早期を想定した症例対照研究のための標本

サイズの設定手法を提案する。
【方法】標本サイズの算出は Whitley(2002)の計算式を用いた。P値 0.05、
検出力 0.8%とし、症例／対照比を 1:1、1:2、1:3、1:4とした。対照は 2002
年から 2011年に埼玉県で確認された腸管出血性大腸菌感染症患者のうち、
疫学調査及び遺伝子解析により他の患者との関連が見出せなかった患者群
とした。この患者群の食品 76品目に対する喫食割合を変数に用いて、統
計学的有意性を検出できる症例数の範囲を算出した。
【結果】症例／対照比を 1:1とした場合の症例数は 1,..,_,1572に及んだ。対照
群は 719例で、喫食割合は中央値 0.23(最小値：0.00、最大値 0.87)に分
布していた。対照の喫食割合が 0.4以下であった食品 54品目 (71%)は、
症例の喫食割合 0.65,..,_,1.00の範囲で症例数 1,..,_,5となる。症例／対照比を
1 :4とした場合、症例数 1,..,_,5となる範囲は 63品目 (83%)に拡大した。
【考察】 Diffuseoutbreakの発生早期を想定し、少ない症例数 (1,..,_,5)で

喫食リスクの推定可能範囲を算出した結果、推定可能な食品は 63品目 (83

％）に達し、広範な食品に対して統計学的有意性が保証されたオッズ比の算
出が可能であると考える。
【結論】過去に届出された散発患者群の疫学情報を用いた標本サイズを設

定した。今後は、今回得られた標本サイズを用いたオッズ比を算出し、精
度の確認を行う必要がある。
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B型 ・C型肝炎ウイルス検査受検状況：大阪市における横断研
究から
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府立成人病センターがん予防情報センター、 3 大阪市健康局健康推進部、4 大阪市立
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キーワード ：肝炎ウイルス検診、横断研究、住民ベース

【背景】 B型 ・C型肝炎ウイルス検査は、肝がんのハイリスク者を早期発
見・早期治療するための重要な検査である。わが国では、平成 14年度より
国策としての肝炎ウイルス検診が実施されているが、「今後の検診を重点的
に勧奨すべき者」について十分に評価されているとは言えない。理由の 1
つに、検査を受ける機会は検診以外にも考えられるため、国が公表する事
業報告だけでは明らかとならないことが挙げられる。
【目的】大阪市における B型 ・C型肝炎ウイルス検査受検状況を把握し、

今後の肝炎ウイルス検診勧奨のための基礎資料とする。

【方法】 デザインは横断研究である。2011年 8月 1日現在、大阪市 24区
に在住する 25~64歳 6,191人を層化二段無作為抽出法により選定した。
自記式質問票により、肝炎ウイルス検査受検状況、受けた機会、肝疾患の
既往歴・家族歴、肝炎ウイルス感染のハイリスクに関連する特性、学歴・
収入について情報を収集した。平成 22年国勢調査による大阪市の性・年
齢階級別人口 (25~64歳：約 147万人、 40~64歳：約 87万人）に基づ
き、累積受検者数を推定した。

【結果】回答率は 52.4%であった。解析対象 3,238人のうち、「肝炎ウイ
ルス検査を受けた」と回答した者は、 B型： 22 % (40~64歳に限定： 23 
%)、 C型： 15 % (同： 18 %)であった。推定累積受検者数は、B型 ：約
32万人 （同 ：約 20万人）、C型：約 22万人（同：約 16万人）であった。
受検に関連する特性は、肝疾患の既往歴・家族歴あり、手術歴あり、血液
透析歴あり、高学歴、過去 1年間の世帯収入が高い、であった。輸血、剌
青、ボディピアスについては、経験を有する者で受検割合が高い傾向を認
めなかった。40~64歳に限定した場合、受検機会として 「市町村が実施す
る肝炎ウイルス検診」を挙げた者は、 B型： 16 %、 C型： 21 %であった。

【考察】自己申告による肝炎ウイルス検査受検割合は約 20%であった。さ
らに、受検を本人が認識していない可能性（手術時の感染症スクリーーング
など）を勘案した補正が望ましい。感染のハイリスク者のうち、輸五、剌
青、ボディピアスなどの経験を有する者については、今後の受検を重点的
に勧奨する必要があると考えられた。
【謝辞】本研究は、厚生労働科学研究費補助金・政策科学総合研究事業、 大
阪市立大学重点研究の助成を受けて実施した。
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(Aim] 
We investigated the prevalence and preliminarily examined genotypic distn-
bution and risk factors of hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) 
infections among general population in Vietnam, where HBV and HCV infec-
tions remain a major health problem 

[Method] 
In March 2012, a cross-sectional study consisting of questionnaire survey and 
serologic tests for determining HBV and HCV infections was conducted, after 
obtaining informed consents, among the adults in Binh Thuan, Vietnam with 
the approval of the Ethics Committee of Hiroshima University and Binh Thuan 
Province's Department of Health. 
Subjects were selected by using multistaged sampling method: 1 district was 
be randomly chosen from 10 districts of Binh Thuan province; then 3 wards 
were randomly selected from 9 wards of the chosen district. 170 subjects were 
final! sectected from the list of adult residents of each selected ward by using 
systematic random sampling method. The sample size was calculated based 
on the anticipated prevalence of HBsAg among general population in Vietnam 
(20.0%) and the power (95%) and the significan level (0.05) 

[Results] 
1. Questionnaire 
1) Among 170 subjects who had been randomly selected to participate in this 
study, 169 persons, including 59 males and 110 females, were enrolled. Age 
distribution was from 20 to 75 years old. 
2) At that time, 22.5% of participants did not feel healthy and 17.8% of par-
ticipants had family history of liver diseases. Most participants have been 
exposed to hospitalization (58%), dental procedure (68.9%) and injections 
(92.9%). 
2. Serologic testing: 
1) Prevalence of HBsAg, HBsAb, and HBcAb among participants were 18.3%, 
62.7%, and 72.2%, respectively. 
2) HBV genotype B was detected in 2 samples and HBV genotype C was 
found in 2 other participants. 
3) Age, family history of liver diseases and history of skin-cutting cure were 
associated with HBV infection. 
4) Three participants (1.8%) were positive for HCV antibody. 

[Conclusion] 
In Vietnam, HBV infection is still high endemic with the evidence of genotype 
B and genotype C. Household contact and percutaneous exposure to HBV-

-101 -infected persons are important predictors for HBV infection 
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Bad life style and poor mental health 

谷畑健生氏神田秀幸＼尾崎米厚ス大井田隆 3、簑輪員澄 4、和田清 叉鈴木
健二 6、林謙冶 7

1横浜市立大学、 2鳥取大学、 3 日本大学、 4十文字大学、 5国立精神神経センター、
6 鈴木メンタルクリニック、 7 国立保健医療科学院退職、 8 国立保健医療科学院

キーワード：未成年者、心身、日常生活

【Objectives】
There have been previous studies on the relationship between mental 
health and lifestyles of adolescents. 

【Method】
The survey was conducted between December 2004 and January 2005 
among students enrolled in randomly selected junior and senior high 
schools. Self-administered questionnaires addressed lifestyles, sleeping 
and mental health status. Of 103,650 questionnaires collected, 85,158 
were analyzed. 

【Results】
Population characteristics associated with poor mental health were 

skipped breakfast, not participating in extracurricular activities, not 

consulting parents about personal matters, parental smoking, student' 
smoker or alcohol use, poor subjective sleep assessment, and short or 
long sleeping duration. 

【Conclusion】
Smoking and anxiety disorders are associated with an elevation in accul-
turative stress in adolescents. Prepossessing adolescents are in subclin-
ical depression. 
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時系列解析による気象因子のデング熱に対する影響ースリラン
カの事例から一

後藤健介 l、バラチャンドランクマレンドラン 2、メッタナンダサチス 2、ディーパ
グナセカラ 2、藤井仁人 1、金子聰 1

1長崎大学熱帯医学研究所、 2Facultyof Medicine, University of Kelanrya 

キーワード ：デング熱、ス リランカ、時系列解析

【背景】デング熱およびデング出血熱は、熱帯・亜熱帯のほとんどの地域
で流行している感染症で、年間 2万人以上の人々が命を奪われている。ス
リランカでは、近年 2002年以降、ほぼ一年おきに全国的に流行が発生し、
感染症の中でも対策において特に重要な疾患の一つとされている。

【目的】本研究では、スリランカにおけるデング熱の発生が気象因子の中
でも降雨量と最高気温に影響を受けているかを調べることを目的とした。

【方法】気象因子として、週ごとの総降雨量、最高気温の平均値がデング
熱発生数にどのように影響を与えているのかを、 2005年から 2011年にお
ける 7年間のデータを用いて時系列解析によって調べた。時系列解析には
最小二乗法 (OLS回帰分析）とベクトル自己回帰 (VAR) モデルを用い、
変数間の影響をグレンジャ一因果性検定、インパルス応答関数によって調
べた。対象地域は、気候・地理的条件が異なるコロンボ、ラトナプラ、ア
ヌラダプラの 3つの地域とした。

【結果】 3つの地域共に、総降雨量、最高気温の両気象因子、デング熱発
生数は互いに有意に影響を受けていなかったものの、コロンボとアヌラダ
プラの 2地域において、デング熱発生数が総降雨量の影響を多少受けてい
ることが分かった （コロンボ： P=0.051、アヌラダプラ： P=0.058)。

【考察】 総降雨量がデング熱発生に影響を多少与えている結果が得られた
ものの、有意な影響は見られず、ラトナプラにおいては、気象因子による
影響がないという結果を得たことは既往研究と異なる結果であった。しか
し、デングウィルスには 4つの型があり、同じ地域内においても複数の型
のデングウィルスが同時期に存在していることが多く、今回解析に用いた
デング熱発生数データは、すべての型が含まれているものであったことか
ら、型別による影響の有無を調べることはできていない。今後は可能であ
れば型ごとの解析を行う必要がある。

【結論】デング熱発生への気象因子の影響について時系列解析によって調べ
た研究は極めて少なく、スリランカにおける研究は本研究が初めてであっ
た。また、既往研究での時系列解析では、月別のデータ解析を用いて一つ
の地域のみで解析が行われていることが多く、週別のデータを解析し、複
数の地域を対象とした本研究結果は、新たな結果の一つとして、今後検討
していくことが重要である。
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日本食パターンのうつ症状への効果と仕事のストレス因子によ
る影響 (J-HOPE)

鈴木知子 1、宮木幸一 1、堤明純叉橋本英樹叉川上憲人 4、高橋正也 5、島津
明人 4、井上彰臣史栗岡住子八梯正之瓦佐々木泰治 1、新保卓郎 1

1国立国際医療研究センター医療情報解析研究部、 2北里大学医学部公衆衛生学、 3東
京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻、 4 東京大学大学院医学系研究科精神保
健学分野、 5 労働安全衛生総合研究所、 6 産業医科大学産業生態科学研究所、 7 産業
医科大学大学院医学研究科産業保健管理学研究室、 8 広島大学大学院医歯薬保健学研
究院健康情報学

キーワード ：日本食、うつ、職場のストレス因子

［背景】伝統的な食事パターンとうつとの関連について世界的に脚光をあ
ひているが、大規模な調査で、ストレス因子や社会経済的状態 (SES) を
考慮した調査はない。
【目的】新学術領域「社会階層と健康」労働者コホート (J-HOPE)を用い

て、 SESを考慮して職場のストレス因子の違いによる日本食パターンとう
つ症状の関連性を明らかにした。
【方法】全国に事業場をもつ企業に勤務している 21~65歳の 2266人労

働者を対象とした。日本語版食事摂取頻度調査 (FFQ) により調査し、食
事パターンを因子分析により抽出した。うつ症状の程度は日本語版 K6ス
ケール、仕事のストレス要因（仕事の要求度、仕事のコントロール度、職
場のサポート）は職業性ストレスの調査票 (JCQ)により測定した。

【結果】因子分析により抽出された 3つの食事パターンの内 1つは、バラ
ンスのとれた日本食パターンであった。SESと仕事のストレス因子を含め
た多変量で調整した場合、日本食パターンの因子得点が高値な対象者は低
値の者にくらべて、有意にうつ症状 (K6~9) を示さなかった (OR=0 .66 ,
95 % Cl 0.51-0.86)。また、因子得点が高値なほど、うつ症状のスコアは有

意に低値であった（傾向性の検定 P=0.002)。他の 2つの食事パターンは
うつ症状と関連を示さなかった。 日本食パターンについて、仕事のストレ
ス因子を 4分類で層別解析をした場合でも各分類で日本食パターンの因子
得点が高値なほど、うつ症状の値は低値であり、 Activestrain (仕事の要求
度が高値群、かつ、仕事のコントロール度が高値群）群で特に有意な差を示
した（因子得点低値群 K6=6.2,高値群 K6=4.6、傾向性の検定 P=0.005)。
Active strainにて職場のサポートが少ない場合には、日本食パターンはさ
らに顕著にうつ症状に影響を与えていた （因子得点低値群、 K6=8.5、高値
群、 K6=5.2、傾向性の検定 P=0.011)。
【考察】大規模な労働者コホートにて、 バランスのとれた日本食パターン

は、つつ症状の割合と負の関係にあり、各種要因を調整した後もこの関連
性は認められた。特に Activestrain (忙しいが裁量のある人）で、サポー
トの少ない者で、日本食パターンはうつ症状の低さと顕著に関係していた。
【結論】バランスのとれた日本食パターンは、労働者の精神健康に好まし

い効果があるように思われた。バランスのとれた日本食パターンは、高ス
トレイン時や職場のサポートが低い者でこれらの職業性ストレス要因の影
響を緩和している可能性がある。
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血中ビタミン B6濃度と抑うつ症状との関連について

南里明子 1、PhamNgoc Minh 1、黒谷佳代 1、久米絢弓 1、桑原恵介 1、佐藤匡
央 叉 早渕仁美 叉 溝上哲也 1

1国立国際医療研究センター臨床研究センター疫学予防研究部、 2 九州大学大学院農
学研究院栄養化学分野、 3福岡女子大学大学院人間環境学研究科

キーワード ：ビタミン B6、抑うつ

【目的】ビタミン 86は、ホモシステインやトリプトファンの代謝に関与
していることから、うつに対する予防的役割が期待されている。しかしな
がら、ビタミン 86摂取とうつとの関連について一致した結果は得られて
おらず、また、血中ビタミン 86濃度との関連を検討した研究はほとんど
ない。本研究では、遊離型ビタミン 86であるピリドキサールの血中濃度
と抑うつ症状との断面および縦断的関連を明らかにした。
【方法】 2006年の調査に参加した北部九州の 2地域の公務員 547名 (21

~67歳）のうち、抑うつ症状の評価を含む健康調査票に回答し、血清中ピ
リドキサール濃度を測定した 422名を対象に断面的関連について分析し
た。さらに、 2006年 （ベースライン）の調査参加者のうち、ベースライン
時に抑うつの評価に用いた Centerfor Epidemiologic Studies Depression 
(CES-0)スケールが 16点未満であリ、かつ 2009年の追跡調査に参加し、
データ欠損のない 210名について、ベースライン時のピリドキサールとそ
の3年後の抑うつ症状との関連を分析した。
【結果】解析対象者のうち抑うつ症状のある者 (CES-019点以上：日本人
基準）は 26%であった。血中ピリドキサール濃度が高い群で抑うつ症状
のオッズ比は有意に低く、多変量調整オッズ比 (95%信頼区間）は血中ピ
リドキサール濃度の最小三分位群から順に、 1.00、0.54(0.31-0.94)、0.54
(0.30-0.96)であった。さらに、ベースライン時の血中ピリドキサール濃度
が高いほど3年後の抑うつ症状のオッズ比が低下する傾向がみられ、血中ピ
リドキサール濃度が最も低い群に対する最も高い群のオッズ比は 0.55(95 
％信頼区間 0.13-2.32)であった。

【考察】日本人勤労者において、血中ピリドキサール高濃度は抑うつ症状低
下と関連していた。これまで断面研究によりタンパク質結合型ビタミン 86
(pyridoxal 5'-phosphate)血中濃度と抑うつ症状との負の関連が報告さ
れており (Hvaset al., Psychother Psychosom 2004; Merete et al., J Am 
Coll Nutr 2008)、本研究でも同様の結果であった。さらに本研究では縦断
解析により、ビタミン 86が将来の抑うつ症状に抑制的に働くことが示唆
されたが、サンプル数を増やし検証を行う必要がある。
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認知症になりやすい地域はあるのか： JAGESプロジェクト

鄭丞媛 1、近藤克則 2、加藤清人 3、鈴木佳代 2

1国立長寿医療研究センター、2 日本福祉大学健康社会研究センター、 3平成医療専
門学院

キーワード ：認知症、 IADL、地域格差

【背景・目的】介護予防事業の重要課題の 1つである認知症予防に関わる因
子については個人レベルの研究はあるものの環境としての社会要因につ
いては十分に行われていないそこで本研究では，認知症予防において
注目されている「軽度認知障害： MCI (Mild Cognitive Impairment)に着目
し、 MCIにおける地域（自治体）間の格差やそれとの関連要因を検討した

【方法】日本老年学的評価研究 (JAGES)による横断データを用いた 2010
年 8月から 2011年 5月にかけて，全国 27自治体において要介護認定を
受けていない 65歳以上の住民 117,494名を対象に調査を行い， 78,769名
の有効回答を得たそのうち，年齢性別の不明要介護認定者 IADL項
目等に不備があるものを除いた 65,171名のデータを用いた
認知症の前駆段階である MCIは，手段的自立 (IADL)の低下と関連がある
とされ，それらは認知症の発症リスクの予測妥当性が認められているそ
こで本研究では IADL自立群 (5点満点=1,4点以下=O)を目的変数と
し，説明変数として個人の社会経済的要因心理社会的要因社会活動
要因地域要因環境としての社会要因を用い，ロジスティック回帰分析
を行った
【結果】 IADL非自立群の割合は前期・後期高齢者を分けても地域間の格差
か2倍以上あった （男性後期高齢者 A地域 20.6%:B地域 46.4%). その
関連要因を検証した結果個人の社会経済的要因（年齢，性別，学歴，等価
所得）、心理社会的要因 （うつ，主観的健康感，物忘れあり），社会活動要
因 （就業状況歩行時間外出頻度会・グループヘの参加状況ソーシャ
ルサポート ：受領＋提供），地域要因（地域類型，‘ノーシャルネットワーク，
ソーシャルキャピタル（信頼感））を調整しても環境としての社会要因 （町
の環境相対的所得：ジニ係数）が IADLの低下に有意に影響を及ぽして
いた IADLの自立群は，町の環境がよい地域 (OR:1.5)や地域の相対
的所得の差が少ない (OR:1.3)地域ほど統計的に有意に多かった
【考察・結論】 IADLの非自立群の割合は市町村間で約 2倍の差があり，そ
れには個人の社会経済的要因や社会活動の程度などとの関連が見られた
さらに、その個人要因を調整しても地域の環境要因は有意であった認知
症予防には個人への介入だけでなく、地域の所得格差や環境などを総合的
に考えるべきであることが示唆された今後は、個人要因と環境要因を同
時に考慮したマルチレベル分析においてより精緻な分析を行う必要がある
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高齢者における義歯・プリッジの使用有無とソーシャル・キャ
ピタルとの関連： JAGESプロジェクト

山本龍生 1、近藤克則叉相田潤 3、鈴木佳代久三澤仁平 4、中出美代 5、平田
幸夫 1

1神奈川歯科大学 歯科医療社会学分野、 2 日本福祉大学健康社会研究センター、 3

東北大学大学院歯学研究科 国際歯科保健学分野、 4 立教大学 社会学部、 5 東海学
園大学健康栄養学部

キーワード ：ソーシャル・キャピタル、歯科、高齢者

【背景】近年のコホート研究により，歯が少なく義歯を使用しない者は認
知症発症や転倒のリスクが高まることが報告された。義歯の使用は歯科医
療へのアクセスを反映する。これまでにソーシャル・キャピタル (SC)の
豊かさと医科医療へのアクセスとの関連が報告されている。しかし， SCと
歯科医療へのアクセスとの関連は知られていない。
【目的】本横断研究の目的は，義歯・ブリッジの使用と SCとの関連を検

討することである。
【方法】 JAGES(日本老年学的評価研究）プロジェクト参加 25自治体 (188
小学校区）の要介護認定を受けていない 65歳以上を対象に， 2010年度に
自記式質問票を郵送し， 74,596名から有効回答を得た（回収率： 67.0%)。
地域の人々への信頼 （認知的 SC)、スポーツ関係や趣味関係のグループへ
の参加 （構造的 SC),年齢，婚姻状態，教育歴、等価所得，平均歩行時間
を個人レベルの変数とした。また小学校区レベルの各 SCと等価所得の
変数を計算し，国の調査から自治体レベルの可住地人口密度と人口あたり
医療施設従事歯科医師数のデータを得た。19歯以下の者 （男： 19,609名，
女 ：22,634名）を対象に，男女別に義歯・ブリッジの使用を目的変数、
各 SCとその他の変数を説明変数として， NLwiN2.25を用いてマルチレ
ベルポアソン回帰分析を行った。
【結果l男性の 66.3%, 女性の 66.1%が義歯・ブリッジを使用していた。

分析の結果男性では趣味関係グループヘの参加 (prevalenceratio : 1.05) 
と個人の等価所得 (1.09-1.20)が，女性では婚姻状態 (1.05),個人の等価
所得 (1.04-1.13)および平均歩行時間 (1.03-1.06)が義歯・ブリッジの使
用と有意に関連していた (p<0.05)。なお義歯・ブリッジの使用との関
連が最も強かったのは個人の等価所得（男 ：1.20, 女： 1.13) (p<0.05) 
で小学校区と自治体のレベルの変数とは有意な関連はみられなかった。
【考察】歯科医療へのアクセスは男性において構造的 SCの豊かさと関

連する可能性があるが，男女ともに個人の経済状態に大きく左右されるこ
とが示唆された。
【結論】義歯・ブリッジの使用は男性において趣味関係のグループヘの参

加と有意な関連がみられたが，男女ともに個人の所得との関連がより強い
ことが明らかになった。
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心理的ストレス負荷に対する循環器系・自律神経系反応に及ぽ
す閉経の影響

廣川空美 1,2、永吉真子 2、大平哲也 叉 梶浦貢 叉 北村明彦 汽 木山昌彦 3、岡
田武夫 3、磯博康 3

1梅花女子大学 看護学部、2 大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学、 3 大阪がん
循環器病予防センター

キーワード ：閉経、循環器系・自律神経系反応、心理的ストレス負荷

【背景】女性の冠動脈疾患の 90%以上が、閉経後に発症していることは知
られている。自律神経系のストレス反応は、動脈硬化や心臓疾患を予測す
ることも示されている。
【目的】閉経と循環器系・自律神経系のストレス反応との関連性について

検証する。
【方法】 2001年 12月から 2009年 3月までに大阪府立健康科学センター
のストレスドック（心身リフレッシュコース）を受診した男女 979人（男
性 338人、女性 641人）を対象とした。平均年齢は 46.5歳 (SD=9.2; 範
囲 16-82歳）であった。閉経後の女性は 237名であった。 トノメトリー法
により撓骨動脈にて連続測定した収縮期血圧 (SBP)、拡張期血圧 (DBP)、
心拍数 (HR)、心拍数変動 (HRV)と、レーザードップラー血流測定による
末梢血流量を指標とし、 2種類の心理的ストレス負荷中（鏡描写試験、迷
路負荷試験）の測定を行い、安静時と比較した変化量を算出した。自律神
経機能は高周波領域 (HF:0.15-0.4 Hz)を副交感神経活動、交感神経系の指
標を低周波領域 (LF:0.05-0.15 Hz)と高周波領域の比 (LF/HF)として算出
した。閉経後女性、閉経前女性、男性の 3群の比較を年齢や他の交絡要因
を調整した、繰り返しのある ANCOVAで解析を行った。
【結果】閉経後の女性は、男性よりも SBP、DBP、HR、末梢血流量の変化

量が高いことが示された (p< 0.05)。さらに、閉経後の女性は、閉経前の
女性よりも SBPと末梢血流量の変化量が高いことが示された (p< 0.05)。
閉経後の女性の SBP平均変化量は 15.3mmHg (SE= 0.7)に対し、閉経前
の女性は 12.6mmHg (SE= 0.5)、男性は 11.7mmHg (SE= 0.6)であっ
た。 末梢血流量については、閉経後の女性の平均変化量が—38.9 (SE= 3.4) 
に対し、閉経前の女性は-28.1(SE = 2.5)、男性は-25.1(SE = 2.6)であっ
た。 男性について、若年齢群 (~47y) と高年齢群 (?:48y) を比較したとこ
ろ、末梢血流量のみ有意な差が見られた（若： -33.9, SE= 3.2, 高：ー15.6,SE 
= 3.3)。自律神経系の反応との関連性は見られなかった。
【考察】心理的ストレス負荷により、閉経後の女性の循環器系の反応が高
くなることが示された。閉経後の女性の反応性の高さは加齢の影響である
可能性も考慮しなければならないが、男性においては若年群と高齢群の差
はあまり見られなかった。
【結論】閉経後の女性には、心理的ストレスの負荷により循環器疾患の発

症のリスクが高くなると考えられる。今後は閉経と心理的ストレスと循環
器系疾患の発症との関連性を検証することが求められる。
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P1-061 

医学部新入生の 3か月後のライフスタイルと首尾一貫感覚
(SOC)の変化と相互の関係

西山緑 1,2、橋本充代 叉 田所望 1,2,4、高岡宣子 1、稲葉未知世 1,4、熊倉みつ
子 2,5、古市照人 2,6

1獨協医科大学教育支援センター、2獨協医科大学地域医療教育学、3聖マリアンナ

医科大学予防医学、 4 獨協医科大学産科婦人科学、5 獨協医科大学看護学部在宅看護
学、 6獨協医科大学リハビリテーショ ン科学

キーワード ：新入生、ライフスタイル、首尾一貫感覚

【背景】医学生は低学年から医師になる自覚を持って行動し健康的な生活
習慣を獲得することが大切である。
【目的】本研究は 2011年と 2012年に医学部に入学した学生を対象に 3

か月後のライフスタイルと首尾一貫感覚 (SOC)の変化とその相互の関係
を検討することを目的とした。
【方法】行動規範に関する自己評価表、東京大学大学院アントノフスキー研
究会作成の SOC29項目スケールおよび国民健康・栄養調査に準じた生活
習慣調査によるアンケートを 2011年4月と 7月および 2012年 4月と 7
月にそれぞれの年に 2回施行した。対象は、濁協医科大学医学部 2011年
新入生 111名 （男子 69名，女子 42名）および 2012年新入生 107名 （男
子 65名，女子 42名）である。4月と 7月の両調査のライフスタイルと
SOCの総合得点と有意味感、把握可能感、処理可能感に分けた得点の変化
を比較した。さらに、ライフスタイル群別の入学時および 7月の SOC得
点の平均値を比較した。尚、本研究は獨協医科大学倫理委員会の審査を受
け承認されている。
【結果】新入生のライフスタイルで3か月後に有意に割合が増加したのは、

朝食欠食者、外食者、睡眠で十分休養がとれていない者、睡眠時間が 6時
間未満の者、アルコールを飲む者、運動をいつもしている者であった。一
方、 SOC総合得点の平均は、 4月には 131.0土 18.6、7月には 131.4士
19.0であり、ほとんど変化がなかった。しかし把握可能感は 4月 42.2土
7.8、7月 43.8土8.1と有意に上昇していた。7月の朝食欠食者、ストレ
スのある者は、 4月と 7月の SOCが有意に低く、睡眠で休養が十分とれ
ていない者は 4月の SOCが有意に低い結果となった。また 7月において
いつも運動している者は、 7月の SOCが有意に高かった。
【考察】医学部入学者は 3か月後のライフスタイルが大きく変化していた。

特に朝食欠食は SOCに大きく関与しており、運動が SOCを向上させる
ことが分かった。
【結論】良好なライフスタイルを保つためには SOCの向上が必要である。

運動が良い効果をもたらすことから、運動習慣の獲得のため運動部に入部
するよう支援することは良い結果につながることが示唆された。
［謝辞】本研究は、科学研究費補助金・基盤研究 (C)(22500641)の助成

を受けたものである。

P1-063 

自閉症スペクトラム障害は社会経済的地位が高い家庭に多い
か？
藤原武男 1、藤原武男 l

1 (独）国立成育医療研究センター研究所 成育社会医学研究部

キーワード：自閉症スペクトラム障害、社会経済的地位、社会格差

【背景】米国における研究では、自閉症スペクトラム障害 (ASD)は社会経
済的地位の高い家庭に多いと報告されている。しかし、フィンランドなど
国民皆保険を採用している国では、社会経済的地位の低い家庭で ASDが
多いと報告されている。国民皆保険の日本で、 ASDと社会経済的地位の関
連について研究したものはほとんどない。
【目的】日本において、子どもの ASD罹患と家庭における社会経済的地位
との関連を明らかにすること。
【方法】 C県 C市において、 2011年 1月から 12月に 1歳 6か月健診を

受診する子どもがいる全世帯 (N=9,500)を対象に、質問紙 (ASDのスク
リーニング尺度である日本語版 Modifie Checklist for Autism in Toddlers 
(M-CHAT)および両親の教育歴、年収を含む）を配布した。ASDと社会経
済的地位との関連をロジスティック回帰分析によって解析した。
【結果】 6061名の有効回答を得た（有効回答率： 63.8 %)。ASDの有病率
は 13.5%であった。単変量解析では、母親の教育歴、父親の教育歴、年収
のすべてにおいて、これらが低い場合に ASDのオッズ比が有意に高かっ
た。さらに、これら 3変数および交絡因子（母親の年齢、主観的健康観、
母親の BMI、母親の勤務状況、父親との同居、他の家族の同居、子どもの
数）を強制投入し多変量ロジスティック回帰分析を行ったところ、母親の
教育歴が高卒以下であった場合、大学以上に比べてその子どもが ASDで
あるオッズ比は 1.36倍 (95% Cl:1.08-1.71)で有意であった。父親の教
育歴および年収は関連がなくなった。
【考察】日本においては、米国と異なり、母親の教育歴によってあらわさ

れる社会経済的地位が低いことと、子どもが ASDであることに関連があ
ることがわかった。これはスウェーデンにおける先行研究と一致しており、
国民皆保険があり、健康診断を全員が受ける機会がある場合には、 ASDは
社会経済的地位が低い家庭に多くみられることがわかった。
【結論】日本において、 ASD児は家庭の社会経済的地位の低さと関連があ
ることがわかった。社会経済的地位が低いことがなぜこどもが ASD罹患
につながるのか、そのメカニズムについて明らかにする必要がある。

P1-062 

精神疾患の社会階層間格差：日米比較

本庄かおリ 1、川上憲人 叉 土屋政雄 矢 桜井桂子 2

1大阪大学 グローバルコラボレーションセンター、 2 東京大学大学院 医学系研究
科 、3 労働安全衛生総合研究所

キーワード ：社会階層、精神疾患、日米比較

【背景】健康格差は東洋と西洋で異なるパターンを示す可能性が示唆され
ているが、社会階層、特に主観的社会階層と精神疾患の関係に関する比較
研究は実施されていない。
【目的】本研究では主観的・客観的社会階層指標と精神疾患有病率の関連

を日本と米国で比較検討することを目的とする。
【方法】本研究は WorldMental Health(WMH)の一部として調査された、

World Mental Health Japan (WMH-J) (n = 1,497)とNationalComorbidity 

Replication Survey (NCS) (n = 5,390)のデータを用いて実施した。主観
的社会階層は国内で自分自身が0 (最も恵まれない状況）から 10 (最も
恵まれた状況）のどの位置にいるかの回答から 3群に分類した。客観的社
会階層指標として教育年数と世帯収入を用いた。日米それぞれの気分障害、
不安障害の 12カ月有病率を算出し、その後、社会階層指標との関連をロ
ジスティック回帰モデルにより分析した。いずれの検証も SUDAANを用
い抽出率による重み付けを考慮した。
【結果・考察】対象者における気分障害、不安障害の 12カ月有病率はそ

れぞれ 4.9%と 8.6% (日本）、 7.0%と 17.8% (米国）であった。

日本では主観的社会階層指標と気分障害、不安障害の 12カ月有病率はU
型の関連が認められた。特に気分障害では主観的社会階層が高いグループ
に対して、中ならびに低いグループのオッズ比は 0.39(95%CI: 0.17, 0.88) 
と 1.16(95%CI: 0.56, 2.43)であった。また、教育歴が高いほど気分障害
の有病率が高いという関連がみとめられた。世帯収入はいずれの精神疾患
とも関連がみられなかった。
一方米国では、主観的社会階層、教育歴、世帯収入と気分障害、不安障害
の12カ月有病率の関連はいずれも負の相関関係がみとめられた。つまり、
社会階層が高いほど、気分障害、不安障害の 12カ月有病率は低いという
結果であった。
【結論】気分障害、不安障害の 12カ月有病率はいずれも米国のほうが日

本より高かった。また、精神疾患の有病率の社会階層間格差のパターンは
日米で異なる結果が示された。特に、日本では主観的社会階層や教育歴の
高い人の精神疾患有病率が高い傾向にあること、また、世帯収入との関連
が見られない点において米国とは異なる結果であった。

P1-064 

夏期の睡眠状況と睡眠に影響を及ぼす要因一岐阜県多治見市の
調査結果

萱場桃子 1、飯塚悟 叉 日下博幸 汽 井原智彦 4、宮本賢二 5、本田靖 6

1筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻、 2 名古屋大学大学
院環境学研究科都市環境学専攻、 3筑波大学計算科学研究センター、 4東京大学大学
院新領域創成科学研究科環境システム学専攻、5 多治見市役所環境文化部環境課、 6

筑波大学体育系

キーワード：夏期、睡眠、居住環境

【背景】人為的 CO2増加による地球温暖化が進行しており、平均気温や最
高気温が上昇している。熱帯夜の日数も年々増加していることから、熱中
症などの疾病やそれらによる死亡といった重篤な障害に加え、睡眠への影
響が懸念される。夏期の睡眠状況と睡眠に影響を及ぽす要因を明らかにす
るため調査を実施した。
【方法】 2012年 8月、岐阜県多治見市で質問紙調査を行なった。20歳以

上の市民 1,000名を無作為抽出し、郵送で調査票の送付と回収を行い、回
収数は 443(回収率 44.3%)であった。調査項目は、 ①年齢、性別、就業状
況、家族構成、生活習慣、心身の健康状況など回答者自身に関すること、 ②
住環境（寝具や寝室の照明器具、冷房機器の設置状況など）、 ③ピッツバー
グ睡眠質問票 (PSQI)による過去ーか月間における睡眠状況である。分析
には SPSSStatistics 19を用いた。
［結果】 PSQIスコアが算出できた有効回答数は 351であった。回答者は

男性 40.5%、女性 59.5%であり、平均年齢は 49.3歳（土 13.6歳）であっ
た。PSQIスコアは平均 4.9(土 2.7)であり、不眠群 (6点以上）の割合は
35%であった。「年齢」「性別」と二変量解析で不眠と関連がみられた「自
覚的な健康状態」「余暇を楽しむ時間」「生活に対する満足」「精神的ストレ
ス」「ストレスヘの対処」「寝室の使用用途」「エアコン設置状況」「騒音の有
無」を説明変数、「不眠の有無」を目的変数とした多重ロジスティック回帰分
析を行なった結果、「精神的ストレス」 (OR:2.9,95%CI: 1.6-5.5, p<0.05)、
「ストレスヘの対処」 (OR:2.3,95%CI: 1.1-4.7, P<0.05)、「エアコン設置状
況」 (OR:2.0,95%CI: 1.1-3.4, p<0.05)に有意差がみられた。

【まとめ】身体特性や生活習慣、心身の健康状態と不眠の関連については
疫学的な研究が数多く行なわれているが、住環境の要因についても同時に
検討した研究はみあたらない。本研究では、エアコン設置状況と不眠との
関連が示され、夏期の不眠予防のための有用な知見が得られた。
謝辞：本研究は文部科学省「気候変動適応研究推進プログラム」の 1研究
課題（研究代表者：飯塚悟）及び環境省環境研究総合推進費 S-8「温暖化
影響評価・適応対策に関する総合的研究」の一環として実施しました。
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余暇の過ごし方と飲酒行動の関連

川合紗世 1、森田えみ 1、岡田理恵子 1、銀光入菱田朝陽＼内藤真理子 1、若
井建志入大西丈ニス浜島信之 1

1名古屋大学大学院医学系研究科予防医学、 2 奈良県立医科大学地域医療学

キーワード：飲酒、生活習慣

【背景】飲酒は日常的な生活習慣の一つであり、様々な状況下で行われる。
一般的に余暇の時間に行なわれることが多いため、それらの時間の過ごし
方と飲酒行動に何らかの関連があることが予想される。
【目的】健康な成人男女を対象に、スポーツ以外の余暇の過ごし方で飲酒

率に違いがみられるかについて検討することを目的とした。
【方法】対象者は日本多施設共同コーホート研究 (J-MICCStudy)の一地区
である大幸研究（名古屋市）に参加した 35~69歳の 5,078人（男性 1,443
人、女性 3,635人）と し、平均年齢は 52.5 (士 10.3)歳であった。余暇
の過ごし方についてのデータは自記式質問票の「趣味・娯楽」への回答か
ら9項目を選び、それぞれ週 1回以上その行動を行うと回答した対象者を
「趣味としている者」とした。飲酒状況については、質問票回答時に飲酒し
ているもののみを飲酒者とした。
【結果】対象者の飲酒状況は、男性で 「週 3・4回以上飲む」が 54.4%、

「月 1回～週 1・2日飲む」が 20.4%、「飲まない」が 25.2%であり、女性
ではそれぞれ 21.8%、 24.0%、54.2%であった。飲酒の有無を従属変数
としてロジスティック回帰分析（性、年齢階級で調整）を行なったところ、
「自宅での音楽鑑賞」でオ ッズ比 1.14(95 % Cl: 1.02-1.29, p = 0.03)、
「踊？ ・社交ダンス」でオッズ比 1.53(95 % Cl: 1.17-2.02, p = 0.002)、
「カフオケ」でオッズ比 2.64(95 % Cl: 1.43-4.85, p = 0.002)であり有意
な関連が認められた。「スポーツ観戦に行く 」、「映画・音楽会を見に行く」、
「歌 ・楽器演奏」などでは有意な関連は認められなかった。また就労の有無
で調整しても有意な関連に変わりはなかった。
【考察】 「自宅での音楽鑑賞」を行っている人の割合は男性 30%、女性 40

％と比較的高く、男女の層別化解析で男性に有意な関連がなかったことか
ら、女性において余暇の過ごし方が飲酒行動に少なからぬ影響を与えてい
ることが考えられる。また、飲酒の頻度と余暇の過ごし方には関連が認め
られなかった。
【結論】男性に比べて飲酒者が少ない女性において、音楽に趣味を持って

いる人の飲酒率が高いことが示唆された。今回は余暇の過ごし方のうち限
られた項目のみの検討であったため、さらに検討を進めたい。

P1-067 

喫煙行動の社会格差と社会環境の関係

相田潤 1、近藤克則叉斉藤雅茂叉鈴木佳代叉小坂健 1

1東北大学大学院歯学研究科 国際歯科保健学分野、 2 日本福祉大学 健康社会研究
センター

キーワード：喫煙、マルチレベル分析、健康格差

【背景】
健康日本 21(第二次）で健康格差の縮小と社会環境の質の向上が盛り込まれた。
喫煙行動の社会格差の報告は海外で多くみられるが、日本では女性でのみ格差が
見られたなど報告内容は必ずしも一致していない。また地域の社会経済状況や
ソーシャルキャピタル（以下 SC)などの社会環境が喫煙行動にどのように影響
しているか検討した研究は日本では少なく、我々の知る限り高齢者では研究がな
かった。
【目的】

本研究では複数の地域に居住する高齢者の喫煙行動の社会格差、地域の社会経済
状況や SCとの関係を検討した。
【方法】

2010~2011年に全国 27市町村の 65歳以上の要介護認定を受けていない高齢
者に自記式郵送調査を行い 78,769人 （回収率 67.0%)から回答を得た。主要
な変数に欠損をもたない 25市町村の男性 29306人、女性 32442人のデータ
を解析に用いた。現在の喫煙の有無を目的変数、個人レベルの説明変数として年
齢、婚姻状態、日常生活動作の制限、教育歴、等価所得、個人の SC(①信頼・
②サポート・ ③ネットワーク・ ④社会参加）、小学校区レベルの変数として平均
所得、地域の SC(各個人 SCが良好な者の割合）、 市町村レベルの変数として
人口密度を用いて、マルチレベルポアソン回帰分析で prevalenceratio (PR)を
算出した。
【結果】

男性の 20%、女性の 2.9%が現在喫煙をしていた。喫煙の有無の地域差は、女
性で大きかった (randomeffect ; 小学校区レベル=0.08(s.e.= 0.03)、市町村レ
ベル=0.03 (s.e.=0.02))。多変量解析の結果、男女ともに個人の所得や学歴が
高い者で現在の喫煙リスクが有意に低い傾向にあった。対照的に、地域の平均
所得が高いほど喫煙のリスクが男性で有意に高かった (100万円増加あたりの
PR=1.18 (95%Cl=1.06; 1.32))。女性では全ての個人 SCおよび3つの地域 SC
（信頼・サポート・ネットワーク）が喫煙リスクを下げる方向に関連した。男性
では個人 SC(信頼・社会参加・サポート）が喫煙リスクを下げる方向に関連し
たが、地域 SCは有意な関連を示さなかった。
【考察】

男性では個人の高い所得は低い喫煙リスクと関連したが、一方で居住地域の所得
が高いほど喫煙リスクが高かった。女性では、居住地域の所得は関係しなかった
が、居住地域の SCが喫煙リスクを下げる方向に関連していた。男性に対する
地域の所得の影響が、これまでの先行研究における男性の所得と喫煙の関連を弱
めていた可能性が示唆される。
【結論】

男性では地域の高い所得、女性では地域の低い SCが喫煙リスクと関連した。

P1-066 

心理療法「オートノミー・トレーニング」による慢性疾患一次

予防の試みーハイデルベルク研究一

永野純 1、須藤信行 3、GrossarthRonald叉久保 千春 4

1九州大学健康科学センター、 2九州大学大学院医学研究院心身医学、 3国連平和大
学欧州平和開発センター、 4 九州大学病院

キーワード：ストレス、ハイデルベルク研究、オートノミー・トレーニング

【背景】がんや心血管病などの慢性疾患の多くは、その成因に様々な遺伝
的・環境的因子が複雑に絡む多因子疾患であるが、環境因子の一つである
心理社会的ストレス（以下、ストレス）の役割については殆ど分かっていな
い。 ドイツのグロッサルト＝マティチェク Grossa rth-Matice kらによるコ
ホート研究「ハイデルベルク前向き・介入研究（以下、ハイデルベルク研
究）」は、独自の理論と方法に基づいて、 1970年代より一貫してこの課題に
取り組み続けている。彼らは、遺伝や生活習慣因子との相互作用における
要としてのストレスを仮定し、これを標的とした心理療法 「オートノミー・
トレーニング autonomytraining (以下、 AT)」を開発した。ここでいうス
トレスとは、「対象依存性」、すなわち個人の幸福感が特定の対象 （人物・条
件）によって慢性的に大きく左右される状態を指し、その対立概念が「自
律性」である。ATは、対象依存性を弱め自律性を高める介入手法である。

【目的】 ATによるストレスヘの介入が、生活習慣との相互作用システムを
介してその後の慢性疾患リスクに影響を与えるかどうかを検討する。
【方法】 1977~1978年にハイデルベルク研究に参加した者 （ドイツ・ハイ
デルベルク市域住民）のうち、遺伝、身体、生活習慣、ストレス各領域の危
険因子が集積した「ハイリスク」者 31組（介入群：対照群=1 : 1、平均
年齢 55歳）を対象として、ATを用いたランダム化比較試験が行われた。
生存／死亡、および健康状態につき 2003年末までの追跡調査を行い、エ
ンドポイントとした。ベースラインでの生活習慣要因の有無による介入効
果の違いについて、生存時間解析 (Kaplan-Meier法、 log-rank検定、 Cox
比例ハザードモデル）を行った。

【結果】ストレス得点は介入前後で明らかに改善していた一方、対照群で
は同期間における変化がなかった。喫煙者と非喫煙者とに層化して ATの
効果を検討したところ、両群とも介入による生存確率の改善がみられたが、
その効果は層により異なることが示唆された。介入後のストレス得点を共
変量として考慮すると、介入の効果は減弱した。

、【結論】今回の解析結果は、喫煙の健康影響においてストレスと交互作用
かあること、ストレスヘの介入はこの系に影響し得ることを示唆している。
喫煙以外の身体要因についても現在検討中である。

P1-068 

慢性腎臓病と医療費との関連：岩手県北地域コホート研究

丹野高三 1、大澤正樹尺小野田敏行 1、坂田清美＼栗林徹叉 田中文隆 3、蒔
田真司 叉 中村元行 3、石橋靖宏 叉 大間々真一 4、小笠原邦昭 4、板井一好 叉
岡山明 5

1岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座、 2岩手大学教育学部、 3岩手医科大学
医学部内科学講座、4 岩手医科大学医学部脳神経外科学講座、 5 結核予防会第一健康
研究所

キーワード ：慢性腎臓病、医療費、コホート研究

【背景】多数の疫学研究で慢性腎臓病 (CKD) と循環器疾患発症・死亡の
リスク上昇との関連が報告されているが、 CKDと医療費過剰支出との関連
に関する報告は少ない。
【目的】前向きコホート研究に参加した国保被保険者のデータを用いて CKD
と医療費との関連を明らかにすること。
【方法】健診受診者を対象とした岩手県北地域コホート研究参加者のうち、

市町村国保被保険者で、登録時に高血圧症、糖尿病、脂質異常症の未治療
者でかつ脳卒中・心筋梗塞の既往がない 75歳未満の男女 7779人（平均
58.3歳）を解析対象とした。推定糸球体濾過量 (eGFR) は CKD-EPIの
日本人修正式を用いて計算した。CKDは eGFR< 60 ml/min/1. 73而ま
たは尿中アルブミンクレアチニン比~30 mg/gと定義した。対象者のレセ
プトデータに基づき、 2006年から 2011年に支払われた医療費総額を期
間中の加入期間で除して 1人当たり 1か月当たりの医療費 （総医療費、外
来医療費、入院医療費）を算出した。対象者を CKDの有無で 2群に分け、
Mann-Whitney U testを用いて総医療費、外来医療費、入院医療費を比較
した。さらに総医療費、外来医療費および入院医療費の 90パーセンタイ
ル値 (41701円、 28991円および 10226円）以上を高額医療費と定義し、
ロジスティック回帰分析を用いて CKD非保有者に対する CKD保有者の
高額医療費リスク（オッズ比）を、性、年齢ならびに循環器疾患危険因子
で調整して算出した。
【結果】 7779人中 CKD保有者は 1446人 (18.8%)であった。CKD非

保有者に比べて、 CKD保有者の総医療費、外来医療費、入院医療費は有意
に高かった (CKD非保有者 vs.保有者の総医療費： 19066円 vs.22619 
円、外来医療費： 12866円 vs.14346円、入院医療費： 6200円 vs.8273 
円）。CKD非保有者に対する CKD保有者の高額医療費リスク (95%信頼
区間）は、総医療で 1.23(1.02-1.48)、入院医療で 1.27(1.05-1.52)で
あった。一方、 CKDの有無と外来医療での高額医療費リスクとの間に有意
な関連はみられなかった。
【結叩 CKD保有者は CKD非保有者に比べて、入院医療で高額医療費を

支払っリスクが高いことが示唆された。
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愛知県における保健医療統計データを活用した現状分析及び地
域診断

広瀬かおる 1

1愛知県衛生研究所企画情報部

キーワード：地域診断、ベイズ推定SMR

【背景】科学的根拠に基づいた健康政策を展開していく上で、対象となる地
域（市町村、保健所管轄区域、 2次医療圏、都道府県）の詳細な観察や保健
医療統計を用いた地域ことの課題や特徴を把握する地域診断は重要である。
【目的】地方自治体における地域保健医療計画などの健康増進に関する計

画の企画・立案・評価にあたっては、本来、地域集団の客観的評価の根拠
に基づき策定されることが望まれるが、実際には国の示した指針や先行す
る自治体の計画を参考に作成されることが多いのが現状である。愛知県に
おいても行政区単位の保健医療統計データが十分整備されているとはいえ
ない実情を踏まえ、人口動態統計データなどの既存の保健医療統計データ
を活用し、今後の地域における健康増進に関する計画策定などに有用な情
報を得ることをめざして調査研究を実施した。
【方法】 1)人口動態データに基づき 2005-2009年の主要疾病別・性別・市町
村別標準化死亡比 (SMR)を算出した。さらに国立保健医療科学院のホーム
ページで公開されている EmpiricalBayes estimator for Poisson-Gamma 

modelを用いて、経験的ベイズ推定量 (EBSMR)を算出した。2)平成 20
年度特定健診データに基づき市町村別に算出した高血圧・高血糖・脂質異
常症有病者割合や喫煙者率等と EBSMRを組みあわせ、両指標が便宜的に
基準値よりも 「高い」あるいは 「低い」で区分し市町村を分類し要対策度
を検討した。
【結果及び考察】肺がん EBSMR及び平成 20年度特定健診データから得
られた喫煙者率を愛知県全体の年齢構成に基づき標準化した喫煙者率の両
指標から市町村の分類を試みた。名古屋市とその周辺の尾張東部・北部・
西部・中部や知多半島地域で両指標が 「高く」、尾張地域における肺がん対
策の重要性を示唆する結果が得られた。その他の有病者割合と主要死因の
EBSMRとの検討からも適切な食事や適度な運動、禁煙などの行動変容を
促進する社会環境保健の整備の必要な地域が明らかになり、地域の健康課
題解決に向けた取り組みの資料として有用な情報が得られた。今後は評価
する指標を追加するなど検討を加えていく予定である。

P1-071 

減量後の体重維持に対する web支援の効果検証ー研究デザイ

ン一
中田由夫 1

1筑波大学医学医療系 JA茨城県厚生連生活習慣病学寄附講座

キーワード：肥満、生活習慣、メタボリックシンドローム

【背景】肥満の解消（減量介入）が様々な健康利益をもたらすことはよく知
られている。生活習慣を改善することにより短期的に減量を達成すること
は可能であるが、その効果を長期的に維持することは難しい。長期的減量維
持のためには何らかの体重維持プログラムが必要であるが、長期間、専門職
による直接支援をおこなうことはコスト面での負担が大きい。そこで、コ
スト面での負担が小さい web支援による体重維持プログラムに着目した。
また、我々がおこなった先行研究 (Nakataet al., submitted)において、長
期的な体重維持成功者とそうでない者を比較した結果、食事摂取量に差は
ないが、身体活動量において、歩数が約 2000歩増加し、中強度以上の身
体活動時間が約 20分増えていることが示された。そこで、身体活動量の
モニタリングに着目し、 web支援による体重維持プログラムを作成した。
【目的】肥満者に対する 3ヵ月間の減量介入後の web支援による体重維

持プログラムが、その後 2年間の長期的減量維持に及ぼす効果を検証する
ことを目的とする。
【方法】研究参加者は、新聞広告等により募集した BMI25以上の肥満者

で、メタボリックシンドローム構成因子を 1つ以上持つ 40~64歳の男女
である。研究参加者は、 3ヵ月間の食事改善を中心とした減量指導を受け、
初期体重の 8%以上の減量を目指す。その後、初期体重の 8%以上の減量を
達成した者のみを対象として、対照群と介入群の 2群にランダムに割り付
ける。対照群は自己管理下で体重維持を図り、介入群には web支援による
体重維持プログラムを提供する。介入群には、体重および中強度以上の身
体活動時間をセルフモニタリングできるように、インターネットに接続可能
な体重計と活動量計を提供し、毎日の測定結果をインターネット上のサー
バに送信してもらう。送信されたデータは web上で経時的なグラフとして
可視化され、その内容を支援者が確認し、月に 1回、各参加者にフィード
バックメッセージを送信する。全参加者に対して減量 1年後および 2年後
に測定をおこない、 web支援の有効性を評価する。主要評価項目はベース
ラインからの体重変化量とし、 2群間に 2.5士4.0kg (effect size= 0.625) 

の差を、有意水準 5%、検出力 80%で検出するために各群 42人が必要で
あることから、参加基準適合率が 90%(Nakata et al., Obes Facts 2011)、
8%減量達成率が 80%(Nakata et al., Prev Med 2009)、2年間の継続参
加率が 80%(Nakata et al., submitted)と仮定し、各群 75人、計 150人
を目標参加者数とする。
【結論】本研究により、 web支援による体重維持プログラムの有効性が信

頼性の高い研究デザインによって示され、減量後の体重維持のための具体
的プログラムの 1つとして、有効利用されることが期待される。

P1-070 

ウッタイン統計を用いた黄砂の健康影響に関する調査研究

西脇祐司 l、上田佳代 ス 久保達彦 叉 清水厚 4、橋爪真弘 叉 岡村智教 6

1 東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野、2 独立行政法人国立環境研究所環境健康
研究センタ一環境疫学研究室、3 産業医科大学医学部公衆衛生学、4 独立行政法人国
立環境研究所地域環境研究センター広域大気環境研究室、 5 長崎大学熱帯医学研究所
小児感染症学分野、 6慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学

キーワード：黄砂、ウッタイン統計、院外心肺停止

【背景および目的】 黄砂をはじめ砂漠由来粒子による健康影響について
は、呼吸器、循環器疾患の増加が危惧されているが、日本における知見は
限定的である。本研究では、ウッタイン統計データ （病院外の心肺停止症
例の蘇生経過に関する情報を、国際的な共通記録様式であるウッタイン様
式を用いて収集、集計したもの）を用いて、院外心肺停止に対する黄砂の
短期影響を調べることを目的とした。

【方法】 本研究では、 2005年から 2008年のヴソタイン統計のうち、ライ
ダー観測データのある北海道、宮城、茨城、新潟、富山、島根、長崎の7県
のデータを用いた。黄砂の評価には、気象庁の観測による黄砂日 （視程距離
10 km以下）と、ライダー観測による黄砂日 （高度 120m,..._,150mの範囲に
おける黄砂消散係数が 0.1/km以上）を用いた。解析には、 Time-stratifie
ケースクロスオーバー解析を用い、黄砂の院外心肺停止に及ぼす影響の強
さを、オッズ比とその 95%信頼区間で表した。共変量として、気温、相対
湿度、共存大気汚染物質、およびライダーによる球形粒子消散係数を考慮
した。アウトカムは、外因性を除外した上で、全心肺停止、心原性心肺停
止、非心原性心肺停止について検討した。解析は県別に行い、また最後に
メタ解析により 7県を統合した。
【結果】 メタ解析の結果からは、院外心肺停止に及ぼす黄砂の影響は観

察されなかった。男女別、アウトカム （心原性、非心原性）別に解析して
も結果は同様であった。しかしながら県別にみると、一部の県で統計学的
に有意なオッズ比が散見された。とくに宮城県において lag0-4、lag0-5の
黄砂に対する全心肺停止、および心原性の心肺停止のオッズ比が統計学的
に有意に 1より大きかった。

【考察および結論】 全体としては、黄砂の影響はなかったが、一部地域
におけるオッズ比の上昇を bychanceとしてよいのか、あるいはこの地域
に黄砂の影響が強く出る要因が存在するのか、今後の検討課題と考えられ
た。ウッタインデータは、全国 47都道府県のデータがあること、悉皆性が
非常に高いなどの利点を有しており、環境疫学分野での使用が期待される。
一方で、あくまで院外心肺停止ケースであるため、病院到着以前に心肺停
止とならなければウッタイン統計には含まれないなど、結果の解釈には注
意が必要である。
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生殖補助医療が先天異常に与える影響一既存全国データ (2004
年-2010年）による単胎児と多胎児の比較一

大木秀一入彦聖美 2

1石川県立看護大学 健康科学講座、2 石川県立看護大学 在宅看護学講座

キーワー ド：生殖補助医療、先天異常、多胎妊娠

【背景】生殖補助医療 (AssistedReproductive Technology: ART)による
出生児数の割合は現在 2%を超える。ARTにより先天異常の発生頻度が増
加するとされるが、国内では出生統計と ART統計と先天異常統計が直接リ
ンクしていないので、 ARTが先天異常に与える影響を検討することは難し
い。
【目的】既存のデータをもとに、 ART(妊娠・出生）における先天異常の

発生頻度について単胎児と多胎児の比較を行う。併せて、先天異常の家族
集積性を検討する。
【方法】日本産科婦人科学会が公表する「体外受精・胚移植等の臨床実施

成績」の中の「先天異常児の調査」の個別症例リスト (2004年から 2009
年）を全て入力し、分析用データベースを構築する。症例のうち、 ICD-10
（国際疾病分類）における QOO-Q99コードに該当する疾患（先天奇形、変
形及び染色体異常）を抽出し集計した（発表時には最新の 2010年分まで
分析終了予定）。単胎妊娠（および出生）における頻度を基準として、多胎
妊娠（および出生）の相対危険 (RR) とその 95%信頼区間 (95%Cl)を
算出した。家族集積性は再発危険率 (RRR:ふたごの発端者一致率と一般
集団での頻度の比）をもとに判定した。ふたごは周産期情報よりペアリン
グした。
【結果】全体で 177,548の ART妊娠中 1,246の単胎児、 238の多胎児

に先天異常が認められた。先天異常の発生は、妊娠あたりでは多胎が単胎
よりも高頻度であり (RR=1.68,95% Cl 1.47-1.93)、出生児あたりでは
両者に差は見られなかった (RR=0.92,95% Cl 0.80-1.06)。妊娠に関して
は 11の大分類項目中 7項目で有意な RRが認められた。神経系の先天奇
形 (RR=3.58,95% Cl 2.49-5.14)、その他の先天奇形 (RR=2.45,95% Cl 
1.38-4.34)、生殖器の先天奇形 (RR=2.25,95% Cl 1.19-4.24、循環器系の
先天奇形 (RR=2.22,95% Cl 1.81-2.73)が高い RRを示した。236組の
ふたごペアが同定され、 11組が一致、 225組が不一致であった。再発危険
率が高い疾患大中分類は、眼・耳・顔面及び頚部の先天奇形 (RRR=233)、
大動脈の先天異常 (RRR=235)、唇裂及び口蓋裂 (RRR=208)などであっ
た。
【考察】先天異常の発生頻度を検討する場合、母親あたりで考えるか児あ

たりで考えるかは目的により異なる。少子化により平均出生児数が減少し
ている現在、多胎家庭では少なくとも一人の先天異常が発生する確率が上
昇する。このことは、 ARTに対するカウンセリングを実施するに当たり考
慮すべき要因の一つであろう。また、一部の先天異常は家族集積性を示す
ことが示唆された。
【結論】生殖補助医療を含めて不妊治療が先天異常の発生に与える影響は

否定できない。適切なモニタリングが必要である。
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P1-073 

メタボローム解析を疫学研究に導入するための基礎的検討と研
究デザイン（鶴岡メタボロームコホート研究）

武林亨 1,3、原田成 1,3、栗原綾子 1,3、岡村智教 1、杉山大典 1、秋山美紀 2,3、

田中太一郎 4、西脇祐司 4、平山明由 叉杉本昌弘 3,5、池田和貴 叉 鈴木麻子 矢
畑山隔子 3、新潟 可南子 叉 曽我朋義 2,3、冨田勝 2,3

1慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学、2 慶應義塾大学環境情報学部、3 慶應義
塾大学先端生命科学研究所、4 東邦大学医学部 衛生学講座、5 京都大学大学院医学
研究科メデイ カルイノベーションセンター

キーワード ：メタボローム、コホート、 デザイン

【背景と目的】メタボローム解析は、生体内の低分子化合物 （アミノ酸等）
や代謝産物を対象とする網羅的分析手法である。遺伝子発現、蛋白質の同
化・異化という一連の代謝とシグナル伝達の過程に加え、環境要因による
代謝過程への修飾も反映することから、血液中、尿中のメタボローム測定
は、従来の疫学ではブラックボックスであった疾患機序の理解の助けにな
ると共に、その発症や予防に関わる代謝産物を明らかにすると期待される。
本研究では、メタボローム解析技術を疫学研究に導入するための血液検体
の前処理等に関する基礎的検討を行うとともに、メタボローム解析技術を
適用した地域コホート研究のデザインについて報告する。
【方法】メタボローム解析の基礎的検討は、参加に同意した者 4名から随

時採血によって得た検体を用いた。血清または血漿 (EDTA-2Na)分離後、
メタノールで除蛋白し、クロロホルムと純水を混和し遠心分離 (4℃)し
て得た水層を濃縮遠心濾過してメタボローム解析用試料を作成し、 CE-MS
（キャピラリー電気泳動ー質量分析）法によって主にイオン性メタボローム
を測定、検出感度が十分であった 115物質を定量した。その際、静置時間、
温度、分注のタイミングなどの前処理条件を変えて検討した。サンプルの
凍結融解反復への安定性についても検討した。慶應義塾大学医学部倫理委
員会の承認を得た (2011-264)。
【結果と考察】血清と血漿の比較では、概ね直線関係が得られた (r=0.96)。
しかし、遠心分離までの時間を変えたところ （温度：血清は室温、血漿は氷
冷）、血清では経時的にメタボロームプロファイルがシフトし、酸性アミノ
酸 （グルタミン酸、アスパラギン酸）が増加、メチオニンが減少した。一
方血漿では、氷冷下 6時間まで各物質濃度は安定していた。また遠心分離
後、除蛋白を開始するまでの時間経過 （室温下）についても同様の結果で
あった。前処理済みサンプルでは凍結融解反復によっても安定であったの
に対し、前処理前のサンプルでは、凍結融解反復によって、血清、血漿と
もに酸性アミノ酸、メチオニン等が変化した。
【結論】本研究の検討の範囲では、血液検体でメタボローム解析を行う場

合、 4℃で保管した血漿を、採血後 6時間以内を目標に前処理し、測定ま
で80℃で保管することが望ましい。引き続き、処理前血液検体長期保存
や前処理後サンプル保管の安定性について検討する。

P1-075 

臨床調査個人票の有用性と問題点

土井由利子 1、熱田直樹 叉 祖父江元 2、中野今治 3、森田光哉 3

1国立保健医療科学院 疫学調査研究分野、2 名古屋大学大学院医学系研究科 神経
内科学、3 自治医科大学内科学講座 神経内科学部門

キーワード ：特定疾患、難病、臨床調査個人票

【背景】平成 16年 10月に厚生労働省から 「特定疾患治療研究事業におけ
る臨床調査個人票の研究目的利用に関する要綱」が出され、個票の情報を
研究目的で活用するための体制が整備された。熱田らは、平成 15年度～
18年度の筋萎縮性側索硬化症 (ALS)臨床調査個人票のデータを解析し、
その有用性と問題点について検討した。その結果、 ALSの横断像の描出や
病像の解析には極めて有用である一方、経時的な情報の把握や入力率の担
保などに問題のある点が指摘された。
【目的】平成 18年度~22年度の 5年間の ALS臨床調査個人票のデータ

をもとに、これまでに指摘された研究方法上の問題点（代表性、入力率、バ
イアス）について検討することを目的とした。
【方法】データは、 ALS臨床調査個人票の研究目的利用申請を行い、個人を
特定できない形での電子媒体情報として厚生労働省より提供を受けた。な
お、本研究は、国立保健医療科学院研究倫理審査委員会の承認を得て実施
ざれた。
【結果】 5年間で ALS臨床調査個人票の件数が最も多く入力率が最も高

かったのは 2009年度であり、それぞれ 7,821件 （新規 1,801件、更新
6,020件）、 92.1%であった。入力率の低い都道府県が散見されたが (7道
府県で 50%未満）、他はほぽ 100%であった。
【考察】患者調査 (2008年）のALS患者数 8,900人（推計値）を参考に

すると、対象者 (2009年度の ALS医療受給者証保持者 8,492人）は日本
のALS患者の代表性を大きく損なうほどのものではないと考えられた。ま
た、全体としてみると、都道府県による情報バイアスの影響はそれほど大
きくないものと思われた。しかし、地域単位の空間分析や予後要因の時間
分析を行うには情報が不足していた。
【結論】以上より、上記データは代表性と回収率が担保された大規模デー

タであり、これを用いて ALSに関する横断的な記述疫学研究を行うことの
意義を確認できた。今後、入力率のさらなる向上、入カデータシステムの
改良、予後に関する患者登録など新たな研究体制の必要性が示唆された。

P1-074 

統計からみる障がい児の状況

植田紀美子 1、鈴宮寛子 叉 佐藤宅代 1

1大阪府立母子保健総合医療センター 企画調査部、 2 島根県健康福祉部障がい福祉課

キーワード ：障がい児、相談

【背景】児童福祉法及び障害者自立支援法の一部が改正され、本年 4月か
ら相談支援の充実及び障がい児支援の強化が図られたところである。これ
らの実施状況を今後評価していくためにも、これまでの障がい児に関する
統計資料を整理する必要がある。
【目的】我が国の障がい児数、障がい児に関する相談件数の実態及び年次

推移を明らかにする。
【方法】わが国の障がい児の状況について、平成 17年度から 21年度の厚

生労働統計である福祉行政報告及び社会福祉施設等調査を用いて、各実数、
18歳未満児童人口 （平成 17年度国勢調査）1万人対の発生件数を算出し、
年次推移を記述した。
【結果】平成 21年度末の 18歳未満の身体障がい者手帳交付台帳登載数は
108,146人、 18歳未満児童人口 1万人対 49.53人で、平成 17年度から
大きな変化が見られなかった。平成 21年度末の 18歳未満の療育手帳交
付台帳登載数は 209,545人、18歳未満児童人口 1万人対 95.97人で、平
成 17年度から増加を示しており、中等度知的障がい者の増加によるもの
であった。児童相談は、養護相談、保健相談、障がい相談、非行相談、育
成相談、その他の相談の 6つに分類され、障がい児に関わる相談は障がい
相談、児童虐待は養護相談に位置づけられている。児童相談所では障がい
相談が 187,098件 (50.8%)で最も多く、次いで養護相談が 88,009件
(23.9 %)、市町村では養護相談が 104,714件 (36.8%)で最も多く、次
いで障がい相談が 40,470件 (14.2%)であった。平成 21年度の障がい
相談の 18歳未満児童人口 1万人対では、児童相談所は 87.97人、市町村
は 18.62人であった。種類別対応件数では、児童相談所は知的障がい相談
が最も多く、障がい相談の 70.3%を占め、次は重症心身障がい相談 10.3
％で、市町村は言語発達障がい相談が最も多く 44.8%を占め、次いで自閉
症等相談 23.7%、知的障がい相談 21.4%であった。障がい相談対応件数
は児童相談所では増加傾向であったが、市町村では減少傾向にあった。
【考察・結論】障がい児に関する統計は少ない。障がい相談に関しても児

童相談所と市町村の重複ケースがあり、障がい相談を必要とする実数は掌
握できない。障がい児施策の向上のためには、相談に至る背景因子や相談
後の転帰など、障がい児に関する詳細調査が定期的に必要であると考える。

P1-076 

一般用医薬品ロキソプロフェンの販売額と気象因子との関連

尾関佳代子 1、野田龍也尺中村美詠子 1、尾島俊之 1

1浜松医科大学健康社会医学講座

キーワード ：気象因子、ロキソプロフェン、販売額割合

【背景】天候が崩れると慢性的な頭痛患者における頭痛発作が生じやすい
ことは経験的に良く言われるが、大規模な実証研究は少ない。一方、 2011
年 1月、鎮痛薬であるロキソプロフェン (LOX;商品名ロキソニン S)が
医療用から一般用 (overthe counter; OTC)へのスイッチ OTC薬として
発売された。LOXは薬剤師による対面販売が必要な第 1類医薬品であり、
定価販売であるため、販売額と販売数を漏れなく把握できる。
【目的】 LOXの販売と関連する気象因子を探索する。
【方法】静岡県 H市を中心に同地域で最大のドラッグストア網を展開する
x薬局の 52店舗について、 2011年 4月から翌年 3月までの OTC医薬
品および LOXの販売額を日ごとに収集し、平均値を 100として指数化し
た。また、気象庁のホームページより、同時期の毎日の H市気象データを
入手した。曜日等による薬剤販売額の影響を調整するため、 OTC医薬品販
売額における LOX販売額の割合を日ごとに算出した。この LOX販売額割
合を目的変数とし、各気象因子を説明変数として、単回帰により標準化回
帰係数 ({3) を求めた。p<0.05を統計学的有意とした。
【結果]LOX販売額指数、 OTC医薬品販売額指数は日祝日で高く、雨の
日は低かった。回帰分析の結果、 LOX販売額割合と有意な正の関連を示
したのは降水量 ({3=0.163、p=0.002) であり、平均気温 ({3=-0.103、
p=0.049)、最高気温 ({3= -0.122、p=0.020)、日照時間 ({3= -0.109、
p=0.037)は有意な負の関連を示した。一方、気圧、最低気温、平均湿度、
最低湿度とは有意な関連を示さず、 Bも大きくなかった。
【考察】本研究は、一般用 LOX販売額割合が頭痛の発症と関係していると
の仮定の下に、薬の販売額と気象の関連をみた予備的な探索的研究である。
降雨や寒冷により LOX販売額割合が増加することが示唆された。今後、上
記の仮定を慎重に検証しつつ、さらに気象と頭痛との関連を探索してゆく。
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P1-077 

地方の消防職員の燃えつき尺度得点と関連する要因についての
検討

細田武伸 1、岡本博照 2、和田貴子 3、徳嶋靖子 1、穆浩生 1、岡本幹三 l、大西
一成 4、大谷員二叉黒沢洋一 1

1鳥取大学医学部社会医学講座健康政策医学分野、2杏林大学医学部衛生学公衆衛生
学教室、 3 杏林大学保健学部救急救命学科、 4 烏取大学医学部エコチルユニットセン
ター、 5 鳥取大学医学部附属病院小児外科

キーワード ：燃えつき、よくうつ、消防職員

【背景】
近年、日本では大規模自然災害相次ぎ、その管轄内の消防でだけでは、十
分対応ができず相互応援協定を結んでいる各地の消防からの応援によって
災害対応がなされている。全国の消防本部数は 798本部 (2011年 4月現
在）であり、 2012年度までにさらに広域大規模化が推進されているが、職
員数が 300人未満の消防本部がいまだ約 7割である。職員数が少ない消防
本部においては、通常の管轄内の消防業務を行いながらの災害応援対応は
職員に負担となり、とりわけ地方の職員数の少ない消防では負担が重いと
考えられる。しかしながら、地方における消防職員の燃えつき領向につい
て把握したデータは十分にないことから、都市部との比較を行うために調
査を計画した。
【目的】

地方にあるA広域行政管理組合消防局男性職員 285名の燃えつき傾向を把
握し、前年に行われた都市部の調査結果と比較するとともに、燃えつき頒
向と関連する要因について検討することを目的とする。
【方法】

2011年 9月に自記式質問紙調査を実施した。調査票は、 「Pinesの燃えつ
き尺度修正 20項目版」、「職業性ストレス簡易調査票 （旧版」、「CES-0」、
「K10」、 FaceSheet (性、年齢、階級、主観的健康観、 BMI、CoreAUDIT、
TDS等）を用いた。分析には単回帰分析及び重回帰分析を行った。
【結果】

有効回収率は、 74%であった。「Pinesの燃えつき尺度修正 20項目版 （以
下燃えつき尺度得点と略す。） 」の平均得点は、2.5士2.8点であった。前年
に調査を行った都市部の S消防局の結果と比較して、平均得点は 5点以上
低かった。重回帰分析にて、燃えつき尺度得点と関連のあった項目は、抑
うつ傾向を把握する尺度である CES-0、加えて気分障害も把握する K10、
「職業性簡易ストレス調査票」の仕事のコントロール度及び活気、 AUDIT
scoreであった。
【考察】

A消防局男性職員の燃えつき尺度得点は、 S消防局職員より低い傾向にあ
ることが推測された。燃えつき尺度得点と抑うつ状態との関連が推測され
た。A消防局及び S消防局ともに、全国の消防本部を代表して対象者の抽
出をした訳ではないので、全国の消防職員の傾向は不明である。

【結叩
地方kある A消防職員男性の燃えつき傾向が初めて明らかになった。

P1-079 
Effect of the geographic variation of temperature latency 
on the association between temperature and mortality in 
Japan 

Ng Chris Fook Sheng入 UedaKayo 1, Takeuchi Ayano1, Nitta Hiroshi1 

1 Environmental Epidemiology Section, Center for Environmental Health Sciences, 
National Institute for Environmental Studies, Japan 

キーワード ：temperature lag、geographicvariation、mortality

【Background】Studieshave shown that ambient temperature can affect 
daily mortality for days or weeks after exposure. In Japan, little is known 
about the regional variation of delayed temperature effects given the wide 

latitude. 【Objective】Weexamined the geographic difference of temper-
ature latency in Japan to understand its effect on temperature-mortality 

association. 【Method】Atotal of 731,558 non-accidental mortality in six 

cities across Japan from 2002 - 2007 were studied. Non-linear effects 
of temperature and its lags were examined using distributed lag Poisson 
regression model. Relative temperature effects were estimated from the 
exposure-response curves of each city by comparing mortality risk at the 
99th to 90th percentile of city-specifi temperature distribution for heat et-
fect and the firs to 10th percentile for cold effect. Mean-constrained lags 
up to two weeks were considered for cold effect. For absolute temper-
ature changes, we calculated changes in mortality risk at 23.5℃ (80th 

percentile temperature) compared with 29℃ (heat effect) and 0℃ (cold 
effect) for all cities. Spatial heterogeneity of city effect estimates was 
compared and then combined using meta-analysis. 【Results】 Heatef-
fects were found to last no more than a day for most cities (2 days for 
Tokyo), while cold effects lasted over a week or so, particularly in the 
warmer cities. Mortality risk increases related to heat and cold were es-

timated at 2.21 % (95% confidenc interval: 1.38%- 3.04%) and 3.47% 

(1.75%- 5.21%), respectively. Cold effects were slightly more similar 
across cities than heat. Absolute temperature effects exhibited larger 
variation across cities than relative effects, implying some degree of ac-
climatization. Absolute cold effect was the lowest in Sapporo, but not its 
relative cold effects, suggesting those in colder city acclimatized to some 
extent, but were still impacted by extremely low temperature. Estimates 
were robust to ozone and fin particles adjustment and fairly invariable to 
city-specifi lag selection. 【Conclusion】 Heatand cold-related mortal-
ity risk varies regionally, indicating the importance of multicity approach 
when studying the health impact of temperature. 

P1-078 

鳥取におけるエコチル認知度調査と追加調査による大気汚染物
質が及ぼす妊婦への健康影響

大西一成 1、金谷久美子 2、足立雄一 3、中山健夫叉浜崎景 4、黒沢洋一 1,5

1鳥取大学医学部エコチル調査鳥取ユニットセンター、 2 京都大学大学院医学研究科
健康情報学、 3 富山大学医学部 附属病院小児科講師、4 富山大学医学部 公衆衛

生学講座、 5 鳥取大学医学部健康政策医学分野

キーワード ：ェコチル調査、大気汚染、環境疫学

【目的】
子どもの健康と環境に関する全国調査 （エコチル調査）において、鳥取ユ
ニットセンターでは 3年間で 3000人の妊婦の募集を開始した。鳥取ユニッ
トセンターでは、 2011年 2月 21日から各医療機関で殖時リクルートを
開始した。本調査では、同意率の向上を目指して広報活動を行っているが、
鳥取ユニットセンターにおける認知度調査の結果をもとに広報活動の意義
を検討した。さらに、全体調査の参加者のうち別に同意の得られた者を対
象に追加調査を行っているが、その健康調査中に発生した煙霧による妊婦
への自覚症状の変化について得られた知見について報告をする。
【方法】
リクルート開始当初より、鳥取ユニットセンターでは、調査対象地域にて、
様々な広報活動を行ってきたが、経時とともにエコチルの認知度が極端に
下がってきていることが、リクルート時に感じられるようになった。そこ
で、 2012年9月から参加対象者にエコチル調査認知度調査をリクルート説
明時に行った。
鳥取ユニットセンターでは、追加調査として「戸外活動時間を考慮に入れ
た、土壌性ダスト （黄砂）による呼吸器／アレルギー疾患リスクの定量的
評価」で妊婦の自覚症状調査を行っている。鳥取の参加者自覚症状の変化
と環境因子との関係について一般化推定方程式を用いて解析を行った。
【結果】
リクルート開始後の同意率は平均 79.3%であったが、 2012年 5月以降に
94回／月の放送を行ったところ、認知度は上がり、 8月の同意率は 93.1%と
なり、リクルート数が上がった。
2012年の春において黄砂の飛来が非常に少なかったが、妊婦の自覚症状の
上昇が見られた。この間、煙霧やオキシダントの大気汚染物質の発生が見
られたが、ロシア、モンゴル国境付近で発生した森林火災による発生汚染
物質が越境して日本へ飛来したと考えられた。
【考察】

認知度のアンケート調査の結果、エコチル調査では、社会における認知度
と同意率は関連があり重要であることがわかった。
森林火災発生の指標としてレボグルコサンの分析を行ったが、実際に妊婦
への影響を与えた原因暴露物質は不明である。黄砂の調査にも様々な因子
を加味する必要があることが示唆された。

P1-080 

Adjusting for temperature confounding in multicity time-
series studies of air pollutant: smoothness of predictor, 
lagged variable, and the selection of lag length 

Ng Chris Fook Sheng入 UedaKayo1、TakeuchiAyano1, Nitta Hiroshi1 

1 Environmental Epidemiology Section, Center for Environmental Health Sciences, 
National Institute for Environmental Studies, Japan 

キーワード： temperature and lag、airpollutants、sensitivity

【Background】 Intime-series study on the acute health effect of air pol-
lutants, method of control for confounding by temperature and its dis-

tributed lags often varies. 【Objective】 Weexamined the sensitivity of 
estimates for the short-term mortality effects of ozone and fin particu-
late matter (FPM) to the smoothness of temperature spline, lag structure, 

and the choice of lag length in the context of multicity study. 【Method】
Log-linear models were applied to six cities using 6-year dataset to ex-
amine the stability of estimates against varying degrees of freedom (OF) 
for the natural cubic spline (NCS) of temperature and the correspond-
ing lagged variables. Besides smoothing spline, mean-constrained lag 
structure was also explored. Sensitivity to choices of lag length was 
investigated. Analysis was performed using full year data without sea-
sonal stratification Pooled effect estimates were reported in percentage 
change of mortality. We also adjusted for seasonal and longer tempo-

ral components, day of week effect, and influenz epidemic. 【Results】
Effect estimates were fairly stable to varying OF of temperature spline. 
Estimates were generally unvarying when at least one lag was included, 
particularly for FPM. However, when lags were constrained as average, 
estimates for effect of FPM decreased sharply beyond six lags. Lags 
smoothed as NCS produced more robust estimates irrespective of lag 
length. Results were comparable when lag length was within a week. 
Estimates from models with NCS lags were invariable when the corre-
sponding OF is set to four and over. Notwithstanding, we noted the NCS 

of temperature was highly dependent on OF. 【Conclusion】 Foreffect 
estimation of air pollutants, adjustment with temperature lag of at least 
a day up to three days, either as mean or NCS with OF of over three is 
sufficient Although estimates for air pollutants were fairly stable to OF 
changes in smoothed temperature, OF higher than three might artificial! 
lead to increasing mortality effect of heat lasting about a week. 
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東日本大震災の被災地域住民における精神状態と握力の関連

今井雪輝 1、青木眸 1、須藤彰子 1、門間陽樹 2、遠又靖丈 3,4、佐藤員理 3,4、
柿崎真沙子 3,4、辻一郎 3,4、永富良一 2,4

1東北大学大学院医学系研究科運動学分野、 2 東北大学大学院医工学研究科健康維持
増進医工学分野、 3 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野、4 東北大学大学院

医学系研究科地域保健支援センター

キーワード ：東日本大震災、精神状態、握力

【背景】津波や地震などの大規模災害時には、被災者においてうつ、不安
障害、心的外傷後ストレス障害などの精神障害が多くみられる。精神疾患
患者はそうでない者と比較して握力などの身体機能が低いことが報告され
ているため、被災者集団においても精神状態が身体機能に影響を与える可
能性がある。
【目的】東日本大震災の被災地域住民において、精神状態と身体機能の関

連を明らかにする。
【方法】対象者は、 2011年 6月から 9月に宮城県石巻市 3地区で実施さ

れた被災者健康診査の受診者で、 18歳以上の男性 612名 (64.1士 14.2
歳）、女性 732名 (63.7士 14.7歳）であった。精神状態に関しては、気分
障害や不安障害の簡易スクリーニング検査である K6および「はい／いい
え」で回答する形式の震災の記憶に関する 3つの質問項目で評価した。K6
は精神障害のカットオフ値 13点以上か否かで 2群に分け、震災の記憶に
ついて「はい」または 「いいえ」でそれぞれ 2群に分けた。また、身体機
能は握力により評価した。握力を従属変数、 K6または震災の記憶を独立変
数としてそれぞれ共分散分析を行い、項目ごとに 2群間の握力を比較した。
なお、各項目の分析においては、年齢・ BMI・ 生活習慣・身体活動・疾病の
有無・就労状況による補正を行った。
［結果】震災の記憶に関して、「震災のことを思い出すと気持ちがひどく動揺
する」という問いに 「はい」と答えた群の握力 （平均 [95%信頼区間］：男
性 37.9[36.9-38.8] kg、女性 24.0[23.5-24.5] kg)と比較して、「いいえ」

と答えた群の握力（男性 39.8[39.3-40.4] kg、女性 24.8kg [24.4-25.2] 

kg)は有意に高値であった （男性 p<0.01、女性 p=0.015)。「震災のこと

を思い出すと体の反応が起きる」という問いに、男性においてのみ、「はい」
と答えた群の握力 （男性 36.2[34.5-37.9] kg)と比較して、 「いいえ」と

答えた群の握力 （男性 39.6[39.1-40.1] kg)は有意に高値であった （男性

p<0.01)。「思い出したくないのにそのことを思い出したり夢に見る」とい
う項目においては、男女ともに有意差は認められなかった。また、 K6に関
しては 2群間で握力に有意差は認められなかった。
【結論】被災地域住民において、震災の記憶を思い出す人は握力が低かった。

P1-083 

東日本大震災の前後の周産期に関する人口動態統計の分析

仲村秀子 1,2、尾島俊之 叉 中村美詠子 叉鈴木孝太 3、山縣然太朗叉橋本修二 4

1聖隷クリストファー大学看護学部、 2 浜松医科大学健康社会医学講座、3 山梨大学

大学院社会医学講座、 4 藤田保健衛生大学医学部衛生学講座

キーワード ：東日本大震災、人口動態統計

【背景】災害が周産期に及ぼす影響について出生時体重の減少、自然死産
の増加、出生性比の低下の増加などが報告されているが、一定の知見を得
るには至っていない。
【目的】岩手県・宮城県・福島県における東日本大震災による周産期への

影響を人口動態統計を用いて検討する。
【方法】平成 22年と平成 23年の人口動態統計から、岩手県、宮城県、福

島県の出生性比、 2500g未満児数・割合、死産数・率をもとめた。次に平
成 23年の平成 22年からの変化率を次の計算式を用いて算出した。
変化率 （％）＝（平成 23年の値一平成 22年の値） ／平成 22年の値X 100 
【結果】平成 23年の出生性比は、岩手県 101.8(変化率ー1.0%)、宮城県

103.7 (ー1.5%)、福島県 104.8(-2.9 %)で 3県とも低下していた。 男児
2,500 g未満児数・割合は、福島県 583人・ 7.6% (-9.5 %)で減少の変化
率が、岩手県 382人・ 8.1% (-1.2 %)、宮城県 744人・ 8.1% (-1.2 %) 
より大きかった。女児 2,500g未満児数・割合は、宮城県 979人・ 110 
% (7.8 %)と増加していたが、岩手県 460人・ 10.0% (-5.7 %)、 福島
県 789人・ 10.7% (-1.8 %)と減少していた。自然死産数・率は、宮城県
224胎・ 12.1(13.1 %) と増加したが、岩手県 114胎・ 11.9 (-10.5 %) 
福島県 186胎・ 12.0 (-8.4 %)と減少していた。人工死産数・率は、福蔦
県 215胎・ 13.9(-14.7 %)で減少の変化率が、岩手県 142胎・ 14.8(-5.7 
％）、 宮城県 260胎・ 14.0 (-3.4 %)より大きかった。3県を合わせると、
出生性比は 103.7(-1.9%)、男児 2,500g未満児数・割合は 1709人・ 7.9
% (-44.0 %)、 女児 2,500g未満児数・割合は 2,228人・ 10.7% (15.1 
％）、自然死産数・率は 524胎・ 12.0(-6.6 %)、人工死産数・率は 617
胎・ 14.2(-81.3 %)であった。平成 23年の平成 22年からの変化率は 5
％水準でいずれも有意ではなかった。
【考察】先行研究では妊婦にストレスが加わると相対的に弱い男児の自然

死産が増え、相対的に強い女児では出生に至るが低出生体重児が増えると
考えられている。宮城県では有意ではなかったが、女児の 2,500g未満児
数・割合が増えていたことが窺える (p=0.052)。自然死産では性別不詳が

含まれており、男児の自然死産が増えたか検討できない。福島県では放射
線への懸念から人工死産が増えると予想したが、減少していた。ストレス、
保健医療体制の崩壊、命に対する考え方の変化などが複合的に影響している
と考えられた。今後は市町村ごとの分析など詳細な検討を行っていく 。本
研究は、平成 24年度厚生労働科学研究 東日本大震災等の大災害と保健
医療統計研究班の一環として実施した。
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原爆被爆者における胃がんへの放射線被曝影響の喫煙状況によ
る違い

坂田律 1、杉山裕美 1、早田みどり 1、GrantEric1、清水由紀子 1、小笹晃太郎 1

1(公財）放射線影響研究所疫学部

キーワード ：胃がん、喫煙、放射線

【目的】胃がんを組織型別に分け、放射線被曝の影響が喫煙状況によって
異なるか検討する。
【方法】放射線影響研究所寿命調査集団のうち、原爆投下時に市内にいたが
0S02線量推定方式による被曝線量が推定されていない者および 1958年よ
り前に死亡またはがんと診断された者を除いた 105,408人を対象とした。
解析対象者のうち 55,365人は郵便調査 (1965,1969, 1978, 及び 1991)で

少なくとも一度は喫煙状況を回答していた。がん罹患情報は広島と長崎の
地域がん登録より収集された 2005年末までのデータを用いた。被爆都市、
性、被曝時年齢、到達年齢、被爆状況、飲酒、喫煙（非喫煙、現在喫煙、過

去喫煙、不明）を調整した過剰相対リスク (ERR)の計算にはポワソン回帰

を用いた。
【結果】追跡期間中、 5,415例の胃がんが診断された。胃がんに対する放射線
被曝の ERR/Gyは有意であった（男性 0.16[95%信頼区間； 0.04, 0.33], 女性
0.47[0.26, 0.71])。組織型が "nototherwise specifie "と して登録されて
いるがんの割合が 30%を下回る 1975年以降に診断された 3,411例のうち、
1,637例が diffusetype、1,283例が intestinaltypeに分類された。diffuse

typeの ERR/Gy(男性 1.31[0.95,1.71]、女性 1.81[1 .48, 2.36])は、 intestinal

typeの ERR/Gy(男性 0.77[0.48,1.1 OJ、女性 0.98[0.63,1 .40]より高かっ

た。喫煙と放射線被曝の交互作用は diffusetypeでは男女共に有意であり、
ERR/Gyは男性の非喫煙で 1.62[0.86,2.71])、現在喫煙で 0.71 [0.40, 1.12]、

女性の非喫煙で 1.94[1.32,2 . 56]、現在喫煙で—0 .04[-0.42, 0.34]であった。
女性では intestinaltypeでも有意であり、非喫煙での ERR/Gy=1.13[0.58,

1.67]、 現在喫煙で-0.15[-0.53,0.23]であった。
【結論】胃がんに対する放射線影響は非喫煙者で強く、組織型によって異

なった。放射線に関連したリスクの増加は非喫煙者の diffusetypeにおい

て最も高かった。
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Association of polymorphisms in NF-kB1, CD14, IL-6, 
IL-10, MCP-1 ICAM-1 and TNF-a and environmental 
factors in the progression of atherosclerosis 

Kheradmand Motahare1, Niimura Hideshi1, Kuwabara Kazuyo叉 Nakahata
Noriko 1, Mantjoro Eva 1、Shimatani Keiichi1、Nerome Yasuhito叉 Owaki
Tetsuhiro叉 KusanoKen3、TakezakiToshiro1 

1 Department of International Islands and Community Medicine, Kagoshima 
University Graduate School of Medical and Dental Sciences、2Education Center 
for Doctors in Remote Islands and Rural Areas, Kagoshima University Graduate 
School of Medical and Dental Sciences、3JA Kagoshima Kouseiren Medical Health 
Care Center 

キーワード ：動脈硬化、 SNPs、CAVI

Purpose: To investigate the influenc of inflammato y gene polymorphisms 
and environmental factors in the progression of atherosclerosis, using CAVI 
as a surrogate marker. 

Methods: The subjects were recruited from the participants in the Japan 
Multi-Institutional Collaborative Cohort Study (J-MICC study). The baseline 
survey was held in 2005 and 2006, with the subjects aged 40-69 years who 
had a routine health checkup. We asked the same subjects to participate in 
the second survey in 2010 and 2011. We used lifestyle information and health 
checkup results in 2005 and 2006. The candidate gene polymorphism were 
CD14 (C-260T), an insertion/deletion polymorphism ATTG located in the 
NF-K 81 gene, tumor necrosis factor-a (1031 T/C), interleukin 6 (G636C), 
intercellular adhesion molecule-1 (K469E) ,monocyte chemoattractant 
protein-1 (2518 NG) and interleukin-10 (819 C> T). They were genotyped 
using the TaqMan allelic discrimination assays in a real time PCR instrument 
Vasera VS-1000 and VS-1500 were used to measure CAVI values. ANOVA 
and regression analysis were used to evaluate the association. For subgroup 
analysis, subjects were divided into four groups based on age of 60 years and 
mean CAVI value according to each age. 

Results: The study subjects comprised 744 males and 1106 females. 
The means of CAVI in males and females were 8.07士 0.03and 7.72 
士 0.028in baseline survey. Mean CAVI value did not differ by _gene 
polymorphism, except CD14 in males. We found a significan association 
between CD14 polymorphism and CAVI value in subjects under 60 years 
old in less-than-mean CAVI group (1-CAVI group), whereas in subjects under 
60 years old in more-than-mean CAVI group (m-CAVI group), hypertension, 
dyslipidemia and glucose intolerance were positively associated with CAVI. 
In subjects above 60 years old in 1-CAVI group, hypertension, dyslipidemia 
and smoking were related with CAVI and a significan association between 
hypertension and family history of myocardial infarction and stroke was shown 
in subjects above 60 years old in m-CAVI group. Polymorphism of NF-K 81 
(ins/ins) was negatively associated with the change of CAVI value among 
subjects under 60 years old in 1-CAVI group. 

Conclusion: the present study revealed that inflammato y gene polymor-
phisms were not apparently involved in atherosclerosis development, but the 
impact of risk factors were differed by age and current status of CAVI values. 
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東北メディカル・メガバンク事業：参加促進・阻害要因に関す

るインタビュー調査
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1,2,3、瀧靖之 1,2、中谷 直樹 1,2、菊谷 昌浩 1,2、賓澤篤 1,2、辻一郎 1,2、栗山

進一 1,2,3

1東北大学東北メディカル・メガバンク機構、2 東北大学大学院医学系研究科、3 東

北大学災害科学国際研究所

キーワー ド： 東日本大震災、 健康調査への参加促進・ 阻害要因、インタ ビュー

【背景】
東北大学・岩手医科大学では東日本大震災の復興を目的として東北メディ

カル・メガバンク機構を創設した。本機構の一環として成人、三世代家族

や子どもの健康状態を追跡し、必要な健康支援を提供することを予定して

いる。さらに健康調査を通してゲノム研究を行い、個々の体質に見合った

新たな治療法の開発 （個別化医療）を目指す。今回被災地における東北メ

デイカル・メガバンク事業を行うにあたリ、宮城県在住の妊婦及び成人の

健康調査参加への促進・阻害要因を解明し、調査説明時に用いる補助資材

を開発することを目的としてインタビュー調査を実施した。

【方法】
一次調査では、宮城県内の医療機関、自治体の協力を得て、妊婦 4名、 40

歳以上の男女各 6名の合計 16名 （沿岸部在住 8名、内陸部在住 8名）に

インタビュー調査を行った。インタビュー調査では、健康調査の背景、目

的、対象者、調査項目、結果返却、解析について説明し、健康調査に対する

感想、理解が困難な点、参加するにあたって抵抗のある点及び東北メディ

カル・メガバンク事業の魅力的な点等の抽出を行った。最終的に、健康調

査への参加の意向について、「ぜひ参加したい」、「参加してもよい」、「とち

らとも言えない」、「あまり参加したくない」、「絶対参加したくない」の 5

段階による評価を依頼した。

【結果】
一次調査の結果、 14名が 「ぜひ参加したい」又は 「参加してもよい」と回

答し、 1名が 「どちらとも言えない」、1名が 「参加したくない」と回答し

た。沿岸部の在住者と内陸部の在住者では健康調査に対する意識に違いが

認められた。沿岸部の在住者は、住民の 「現在」の健康増進や疾病の早期

発見に意義を感じる意見が多く、内陸部の在住者では個々の体質に見合っ

た 「新たな」治療法の開発の促進に魅力を感じる傾向にあった。ゲノム解

析については、特に抵抗感は認められなかったが、ゲノム解析結果の返却

については、多くの対象者が対処可能な事柄について結果の返却を希望す

る一方で、それ以外の結果については異常があった場合に特に家族関係へ

の影響に不安を感じる対象者も認められた。

【考察・結論】
一次調査では概ね健康調査について支持が得られることが明らかとなり、

また対象者が理解をしやすい説明の流れの骨子を組み立てることができた。

今後は対象者を拡大して二次調査を行い、説明の流れの確立及び説明補助

資材の開発を行う予定である。

P1-087 

東日本大震災における災害医療救援者の放射線被ばくに対する

心配と精神的苦痛の関連

松岡豊 1,2,3,9、西大輔 1,2,4,9、中谷直樹 5,9、曽根稔雅 6,9、野口普子 2,3,9、

浜崎景 7,9、浜崎智仁 8,9、小井土雄一 2

1国立病院機構災害医療センター 精神科、2 国立病院機構災害医療センター 臨床

研究部、3 国立精神・神経医療研究センター トランスレーショナル・メディカルセ

ンター、 4 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所、 5 鎌倉女子大学 家

政学部、6 東北福祉大学健康科学部、 7 富山大学医学部 公衆衛生学、 8 富山大学

和漢医薬学総合研究所、 ，科学技術振興機構 CREST 

キーワード：東日本大震災、放射線、精神的苦痛

【背景】東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波は、東北から

関東にかけての一帯に甚大な被害をもたらし、福島第一原子力発電所の事

故をもたらした。我が国における災害医療救援者の心理的負担については

不明であり、放射線被ばくに対する心配が心理的苦痛に関連するかどうか

についても分かっていない。
［目的】東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波は、東北から

関東にかけての一帯に甚大な被害をもたらし、福島第一原子力発電所の事

故をもたらした。我が国における災害医療救援者の心理的負担については

不明であり、放射線被ばくに対する心配が心理的苦痛に関連するかどうか

についても分かっていない。
【方法】被災地に派遣された DMAT隊員のうち、 18歳以上、日本語を母

語とするあるいは会話が可能、そして文書同意の得られたものを対象とし

た。自記式質問表を用いて、人口統計学的背景、生活習慣、被災地での経

験、放射線被ばくの心配、そして心理的苦痛を評価した。心理的苦痛の評価

には、 Impactof Event Scale revised (IES-R)、Centerfor Epidemiologic 

Studies Depression Scale (CES-D)を用いた。男女ごと放射線被ばくの心

配有無で二群に分け、 IES-R、CES-Dのスコアを分散分析によって比較し

た。更に、年齢、職業、被災地派遣経験、震災関連テレビ番組の視聴時間、

精神疾患既往歴で補正した共分散分析を行った。全ての解析は、両側検定、

有意水準は p<0.05に定めた。

【結果】 DMAT隊員 1,816名中、 424名が研究に参加した。そして 424名

中 39名 (9.2%)が放射線被ばくを心配していた。放射線被ばくの心配は、

男女ともに IES-R、CES-Dの高値と有意に関連していた。共分散分析の結

果、男性では二者の関連は全て有意であったが、女性では CES-Dにおい

て有意な関連を認めなかった。
【考察】放射線被ばくに関して一般人より知識を有する医療者でさえも、放

射線被ばくの心配が心理的苦痛と関連した。放射線被ばくに関する不確実

性は彼らの精神健康に有害な影響を与えることが示唆された。
【結論】放射線被ばくの可能性を有する現場で活動する救援者に対しては、

被ばくに関する確かな情報を提供することが、心理的苦痛軽減のために有

効と考えられた。
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原爆胎内被爆者の死亡率と放射線リスク (1950-2008年）

杉山裕美 1、三角宗近 叉 坂田律 1、GrantEric1、清水由紀子 1、早田みどり 1、

小笹晃太郎 l

l (公財）放射線影響研究所疫学部、 2 統計部

キーワード： 胎内被爆、 放射線、死亡率

【目的】放射線影響研究所が長期追跡してきた胎内被爆者集団において、追

跡期間を 2008年まで延長して、原爆放射線と死亡率の関係について検討

する。
【方法】胎内被爆者集団 3,636人のうち、被爆当時その母親が広島または

長崎市内にいたもの、最新の線量推定システム (0S02)において母親の放

射線被曝線量が推定されているもの、追跡開始 1950年 10月 1日時点で

生存していたもの 1,881人を対象とし、死亡および死因について 2008年

12月 31日まで追跡した。死亡に対する放射線リスクの解析にはポアソン

回帰モデルを用い、被爆都市、性、到達年齢で調整し、過剰相対リスクを

推定した。
【結果】胎内被爆者集団において、 1950年から 2008年での総死亡数は

200人であった （到達年齢 ：5歳~63歳）。死因別には、がん 70人 （固形

がん 63人、血液がん 7人）、非がん疾患 83人 （循環器疾患 29人、呼吸

器疾患 6人、消化器疾患 6人、感染症 13人、その他 29人）、外因 42人

（うち事故 15人、自殺 24人、その他 3人）、死因不明 5人であった。到

達年齢別の粗死亡率は、固形がんでは 40歳以上の向老期以後で高く、非

がん疾患では小児期と 40歳以上の向老期以後で高く、 20歳から 40歳で

低かった。
放射線被曝量 1Gyあたりの過剰相対リスク (ERR/Gy)は、 総固形がん死亡

では性平均で 1.2(95%CI = 0.11, 3.2)、男性では 0.16(95%CI =-0.71, 

2.1)、女性では 2.9(95%CI = 0.56, 8.2)であった。男女間で有意な差は

なかった (P=0.08)。
非がん疾患死亡の性平均 ERR/Gyは、全年齢では 1.4(95%Cl=0.36, 3.2)、

20歳未満では 3.4(95 % Cl = 0.56, 9.7)、20~40歳未満では 0.13(95 

% Cl =-0.96, 2.0)、40歳以上では 1.9(95 % Cl = 0.21, 5.3)であっ

た。また男性の ERR/Gyは 0.81 (95%Cl=<-0.13, 2.6)、女性は 3.4(95 

% Cl = 0.64, 10)で、男性より高い傾向であったが、男女間で有意な差

はなかった (P=0.14)。
【結論】 胎内被爆者におけるがんおよび非がん疾患死亡率は女性で放射

線被曝と有意な関連を示した。非がん疾患については小児期および向老期

以後の死亡の両者で放射線被曝との関連がみられた。

P1-088 

1日の食品群別摂取回数からみた東日本大震災被災者の食事パ

ターンに関連する要因

西信雄 1、吉村英一 1、高田和子 尺 笠岡 （坪山）宜代 ＼ 窪田哲也 1、宮地元彦

1、徳留信寛 1、横山由香里 叉 坂田清美 2、小林誠一郎 2、小川彰 2

1国立健康・栄養研究所、 2 岩手医科大学

キーワード：東日本大震災、食事傾向、暮らし向き

【背景】東日本大震災後、被災者の健康状態に関する大規模な調査が厚生

労働科学特別研究事業により実施された。高校生相当用及び 18歳以上用

の調査票では、 1日の食事回数と 8つの食品群の摂取回数に関する簡易な

質問項目が採用された。
【目的】被災者の食事の状況を明らかにし、支援の基礎資料とすることを

目的として分析を行った。
【方法】平成 23年 9月から 24年 2月までに岩手県山田町、大槌町、釜

石市、陸前高田市において実施された健康診査を受診し、 18歳以上用調査

票の食事の質問に回答した 9,789人 （男性 3,795人、女性 5,994人、平

均年齢 60.7歳）を分析対象とした。1日あたりの摂取回数の回答に偏りが

みられたごはん・パン・麺等を除く 7食品群の摂取回数について因子分析

を行い、抽出された因子の負荷をもとに各対象者の因子得点を計算し、喫

煙・飲酒習慣や現在の暮らし向きに関する回答との関連を検討した。

【結果】因子分析 （最尤法、バリマックス回転）の結果、固有値 1以上で

2因子が抽出された。因子負荷が 0.4以上であった食品群は、第 1因子が

魚・貝等、豆腐・納豆等、野菜、くだもの、牛乳・ヨーグルト・チーズ等、

第2因子が肉、卵であり、第 1因子は「健康志向」、第 2因子は 「肉食志

向」と解釈された。因子得点をみると、性別では女性が男性より、年齢階

級別では年齢が高いほど「健康志向」が強く、 「肉食志向」が弱かった。両

因子の因子得点の平均値 (0)以上と未満の 2群に分けた変数をそれぞれ目

的変数として、男女別に多重ロジスティック回帰分析 （年齢調整）を行った

結果、男性では現在喫煙者、毎日飲酒者及び現在の暮らし向きが苦しい者

で「健康志向」が弱い者の割合が高く、現在喫煙者及び毎日飲酒者で 「肉

食志向」が強い者の割合が高く、女性では現在喫煙者、過去喫煙者及び現

在の暮らし向きが苦しい者で 「健康志向」が弱い者の割合が高かった。

【考察】バランスの良い食事という観点で健康志向が強いことは望ましい

と考えられるが、健康志向や肉食志向は摂取量をみたものではないことに

注意が必要である。
【結論】被災者の暮らし向きが食事の状況に関連していたことから、暮ら

し向きと食品の調達や調理の関連について今後検討する予定である。

【謝辞】本研究は、厚生労働科学研究費補助金 H23ー特別一指定ー 002及

び H24一健危ー指定ー 001の助成を受けた。
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東日本大震災の医療救援者におけるオメガ 3系脂肪酸の PTSD
症状に対する有効性の検討

西大輔 1,2,3,9、中谷直樹 5,9、曽根 稔雅 6,9、野口普子 2,3,9、浜崎 景 7,9、浜崎
智仁 8,9、小井土雄一 2,9、松岡豊 1,2,4,9

1国立病院機構災害医療センター 精神科、 2 国立病院機構災害医療センター 臨床

研究部、3国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所、4 国立精神・神経医療
研究センター トランスレーショナル・メデイカルセンター、5鎌倉女子大学、6東
北福祉大学健康科学部、7 富山大学医学部 公衆衛生学、 8 富山大学和漢医薬学
総合研究所、9 科学技術振興機構 CREST 

キーワー ド： PTSD、オメガ3系脂肪酸、ランダム化比較試験

【背景】災害発生時には、被災者だけでなく救援者も心的外傷後ストレス
障害 (PTSD)を発症する危険性が高くなることが知られている。多くの人
に適応できる予防法として、基礎研究の知見からはオメガ 3系脂肪酸の可
能性が期待されている。
【目的】東日本大震災の被災地に派遺された災害派遣医療チーム (DMAT)

の隊員において、オメガ 3系脂肪酸が PTSD症状の軽減に有効かどうかを
ランダム化比較試験で検討した。
【方法】被災地に派遣された DMAT隊員を、心理教育に加えてオメガ 3系脂
肪酸サプリメントを提供する群 （オメガ 3系脂肪酸約 1.7g/日）と、 1因里教

育のみの群にランダムに割り付け、 2011年 4月から 7月まで 12週間の介
入を行った。PTSD症状を評価する質問紙 Impactof Event Scale-Revised 

(IES-R)の 12週後の得点を主要評価項目とし、性別、年齢、初回調査時点

の IES-Rの得点を調整変数として共分散分析を行った。また PTSDの発
症頻度が男女によって異なることから性別で層別化解析を行った。層別化
解析では年齢と初回調査時点の IES-Rの得点のみを調整変数とした。全て
の解析は両側検定、有意水準は p<0.05に定めた。

【結果】平成 23年 4月 2日から 12日の間に、被災地に派遣された DMAT

隊員 1,816名中 172人が研究に参加し、両群に 86人ずつがランダムに割
り付けられた。2011年 7月 11日から 8月 4日までの間に心理教育のみ
の群に割り付けられた 1人のみが脱落し、 171人が調査を完遂した。解析
の結果、二群間の PTSD症状には有意な差を認めなかったが (-0.9,95% 

Cl, -3.0 to 1.2; P=.39)、層別化解析では女性で二群間に有意差を認め、オ

メガ 3系脂肪酸群は心理教育のみ群に比べて IES-Rの得点が 3.9点分緩
和されていた (95%Cl, -7.5 to -0.3; P=.04)。

【考察】対照群にプラセボを提供できなかったことなどさまざまな限界が
あるが、女性においてオメガ 3系脂肪酸の PTSD症状緩和効果が示唆され
た。
【結論】災害時における精神健康増進の選択肢の一つとして、オメガ 3系

脂肪酸の可能性が示された。
【文献】 NishiD, et al. Psychotherapy and Psychosomatics 2012 
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職業性ストレスモデルを用いた職場レベルのソーシャルキャピ
タルと血圧との関係

藤野善久 1、久保達彦 1、國本政瑞沖 叉 田端英俊 叉 土屋卓人 叉 門脇康二 叉
中村武博 叉 小山一郎 4

1産業医科大学公衆衛生学教室、 2 旭化成株式会社延岡支社環境安全部健康管理セン
ター、 3 旭化成ケミカルズ株式会社水島型造所 健康管理センター、4 旭化成株式会
社環境安全部

キーワード ：ソーシャルキャピタル、社会疫学、マルチレベル

［背景］地域におけるソーシャルキャピタル (SC)と健康との関連につい

て多くの報告がなされている。職域は SCを形成する重要な場所であるが、
職域をベースにした SCと健康との関連については報告が少ない。

【目的】職場レベルの SCと血圧との関連を明らかにする。

【方法】某企業グループのうち X市に拠点を置く 58の事業所 5844人を
対象に断面調査を行った。健康診断データおよび健診時に実施した簡易職
業性ストレス調査票のデータを用いた。解析に利用可能なデータは 5368
人 （参加率 92%、男 3771人、女 1597人）であった。

簡易ストレス調査票から、量的負荷、質的負荷、身体負荷、懃量度、対人
ストレス、上司からの支援、同僚からの支援を用いた。さらK、職場レベ
ルの指標として、上司からの支援および同僚からの支援のグループ平均を
用いた。上司からの支援（職場レベル）、同僚からの支援（職場レベル）が
収縮期血圧 (SBP)に与える影響を、マルチレベル回帰分析を用いて解析
した。共変量として、性、年齢、 BMI、歩行習慣、運動習慣、喫煙、飲酒、
および個人レベルのストレス要因を用いた。

【結果】職場レベルの同僚からの支援は SBPと有意に関連していた（係数：
-1.97、p=0.043)。さらに、職場レベルの変数のうち、同僚に対する信頼の欠

如 （係数：0.27、p=0.039)、同僚からの助けの欠如 （係数： 0.28、p=0.002)

も SBPと関連していた。

【考察】
• SCのうち、垂直方向の要素である上司からの支援よりも、水平方向
の要素である同僚からの支援の方が有意に関連していた。
・ 個人レベルのストレスを調整してもなお、職場レベルの同僚からの支
援は有意な関連を示していたことから、高い SCがストレスを軽減してい
る可能性を示唆する。
・ 男性で関連が見られなかった理由としては、男性では支援が高いと、仕
事へのコミ ットメントが増えることが考えられ、そのことによるストレス
増加などが支援による便益を打ち消している可能性がある。また、職域で
の支援が高い男性は、飲み会頻度が高いとの報告もある。

【結論］睛場レベルの SCは血圧と関連していた。このことは職域におけ
る健康的な 「職場づくり」の有用性を支持する。

P1-090 

原子力発電施設等放射線業務従事者の喫煙リスク

工藤伸一 l、大島澄男 尺 吉本恵子 1、石田淳一 1、佐藤和子 1、水野正一 1、笠
置文善 1

l公益財団法人放射線影響協会放射線疫学調査センター

キーワード ：コホート調査、原子力施設従事者、喫煙リスク

【背景と目的】放射線影響協会では文部科学省の委託業務として、 1999年
3月末までに放射線業務に従事し、日本国籍を有する者をコホートとした
死亡率調査を行っている。最新の解析結果では、累積線量に伴って白血病
を除く全がん死亡率に有意の増加傾向が認められたが、喫煙等の交絡によ
る影響の可能性が否定できないと結論づけた。今回、放射線の影響がない
バックグラウンドにおける喫煙自体の持つリスクを評価する事を目的とし
て喫煙による死亡リスクを算出した。
【対象及び方法］コホートの一部に対して生活習慣等に関するアンケート

調査を自記式 (1997年度~1998年度）と郵送 (2003年度）により行い、
喫煙状況等の情報を入手した。生死の追跡は住民票写し等取得により行い、
死因は人口動態調査死亡票との照合により 2007年まで把握した。バック
グラウンド集団として、累積個人線量測定値が検出限界未満の男性を選ん
だ。そのうち喫煙本数の情報を有する現在喫煙者及び非喫煙者を対象とし、
さらに調査回答日から 2年を除外した。解析対象は 10,202人であった。
非喫煙者に対する現在喫煙者の相対危険 (RR)、及び喫煙本数カテゴリー
を 0本 （非喫煙者）、1-14本、 15-24本、 25本以上に区分し、 0本群を基
準とした喫煙本数カテゴリー別 RRを算出した。層別変数は到達年齢、暦
年、地域とした。
【結果】観察死亡数は全死因 125、白血病を除く全がん 66、肺がん 13で

あった。非喫煙者に対する現在喫煙者の RRは全死因 2.66(95%CI : 1.66, 

4.26)、白血病を除く全がん 2.27(1.23, 4.18)、肺がん 2.30(0.60, 8.82)で

あった。また、喫煙本数カテゴリー別 RRは全死因 3.07,2.49, 3.00、白血
病を除く全がん 3.06,2.01, 2.11、肺がん 1.99,2.52, 2.95であった。
【考察】いずれの死因においても非喫煙者に対する現在喫煙者の RRは高

い値を示した。全死因、白血病を除く全がんでは喫煙本数とともに死亡リ
スクが上昇するという関係は明確ではなかった。肺がんでは死亡リスクの
上昇が観察されたが、観察人年、死亡数が少なく、さらに追跡を継続し検
討を深めたい。

P1-092 

地域における自殺関連行動と職業因子との関連

長谷川拓也 尺 村田千代栄 2、野田龍也 1、中村美詠子 1、早坂信哉 1,3、高林智
子 4、二宮貴至 4、尾島俊之 1

1浜松医科大学健康社会医学講座、 2 国立長寿医療研究センター、 3大東文化大学ス
ポーツ健康科学部、4 浜松市精神保健福祉センター

キーワード：自殺念慮、自殺の計画、職業因子

【背景】自殺関連行動は自殺のリスクであり、職業因子との関連も示唆さ
れる
【目的】地域住民における自殺関連行動と職業因子との関連を明らかにす
る
【方法】 2008年 5-6月、浜松市にて全市民より無作為抽出し、自記式郵送

法によりメンタルヘルス調査を行った回収数は 1051名（回収率 53.9%)

で、回答に不備のあった者を除いた 903名（男性 396人、女性 507人）
を解析対象とした自殺関連行動では、自殺念慮および自殺の計画の有無
を回答させた職業因子は、勤務形態、全従業員数および勤務時間を回答
させた勤務形態は「常勤」、「パート・アルバイト」、「自営業」、「自由業」、
「専業主婦／主夫」、「無職」、「学生」に分け、はじめの 4つの項目を選択した
対象について全従業員数および勤務時間を回答させた全従業員数は「1-9
人」、「10人以上」、勤務時間は「39時間以下」、「40-48時間」、「49時間
以上」、「わからない」に分けた自殺念慮および自殺の計画の有無について
各項目別にクロス集計を行った自殺関連行動との関連を解析するため、性
別に年齢を調整したロジスティック回帰モデルによる解析を行い、オッズ
比 (95%信頼区間）を求めた
【結果】自殺念慮および自殺の計画を抱えていた人の割合は、男性では 7.6

％および 11.1%、女性では 9.1%および 19.3%であった 自殺念慮と
関連のあった項目は、男性では「パート・アルバイト」 6.96(1.13-42.98)、

「自営業」 3.43(1.25-9.44)、「学生」 4.85(1.24-18.93)、「1-9人」 2.71(1.07-

6.83)、女性では「無職」 4.30(1.56-11.87)、自殺の計画では男性の「無職」

3.42(1.23-9.48)であった
【考察】自殺関連行動において、男性では非正規雇用、自営業、従業員数

の少ない企業、女性では無職が関連していた職業以外の因子との関連も含
めた検討が必要と考えられた
【結語】自殺関連行動と関連のある職業因子が判明した
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P1-093 

交代制勤務スケジュールが高血圧症および耐糖能異常症リスク
に与える影響

久保達彦 1、藤野善久 l、中村武博叉門脇康二 3、國本政瑞沖 3、田端英俊 叉
土屋卓人 叉 尾土井悠 4、小山 一郎 5

1産業医科大学医学部公衆衛生学、 2旭化成ケミカルズ水島製造所健康管理センター、
3旭化成延岡支社環境安全部健康管理センター、4旭化成株式会社守山支社環境安全
部健康相談室、 5旭化成株式会社環境安全部・東京健康管理室

キーワード ：交替制勤務、高血圧症、耐糖能異常症

【背景】交代制勤務の勤務スケジュール毎の健康影響の差に関する報告は限
られている。また、交代制勤務従事に伴う健康影響の評価には①長期就業
歴把握が困難 (informationbias)、②健康な者が交代制勤務者に選別される
いわゆる HealthyWorker Effect(selection bias)、③交代制勤務従事者と日
勤者の社会経済的格差が結果に与える影響を無視できない (confounding)、
という課題がある。
<BR>【目的】交代制勤務スケジュール毎の高血圧症および耐糖能異常症罹
患リスクを日本人を対象とした大規模職域コホートによって評価すること。
<BR> 【方法】研究デザインは後ろ向きコホート研究である。高血圧症の
症例定義は収縮期血圧>=140mmHgまたは拡張期血圧>=90mmHgとし
た。高血圧症リスクの解析対象者は初回健診時点で 29歳以下で上記症例
定義に該当する高血圧症を認めず、かつ観察期間全体において勤務形態が
「日勤のみ (9,012人）」、「三交代制勤務のみ (936人）」または「二交代制勤
務のみ (399人）」 であった 10,343人の男性労働者である。耐糖能異常症
罹患リスクは症例定義を HbA1c吝5.9%とし、上述のコホートから HbA1c
測定結果の記録があり、初回健診時点で耐糖能異常症を認めず、かつ観察
期間全体において勤務形態が「日勤のみ (5,304人）」、「三交代制勤務のみ
(454人）」 または「二交代制勤務のみ (255人）」 であった 6,013人を対
象に評価を行った。リスクの推計には Coxproportional-hazards modelを
用いた。
<BR> 【結果】日勤者と比較した交代制勤務者の高血圧リスクは三交代勤
務者 (2.01,95%信頼区間 1.83-2.21),ニ交代勤務者 (1.50,95%信頼区間：
1.31-1.73)で三交代の方が高かった。一方、耐糖能異常症リスクは三交代
勤務者 (1.41,95%信頼区間 1.13-1.76),ニ交代勤務者 (2.80,95%信頼区
間 2.27-3.45)で二交代の方が高かった。
<BR> 【結論】勤務スケジュール毎の健康影響はアウトカムによって異な
る可能性が示された。本研究は勤務スケジュール毎の影響を複数のアウト
カムについて同ーコホート内で評価した初めての疫学研究である。

P1-095 

幼児用食物摂取頻度調査票 (FFQs)作成のための基礎研究

佐藤ゆき 1、鈴木礼子 2、佐藤祐子 3、溝井美穂 4、中山祥嗣 1、新田裕史 1

1独立行政法人国立環境研究所環境健康研究センター、 2 東京医療保健大学 医療
保健学部 医療栄養学科、 3 横浜国立大学大学院環境情報学府、 4 相模女子大学大学
院栄養科学研究科

キーワード ：幼児用 FFQs

［背景】日本において、幼児を対象とした食物摂取頻度調査票 (FFQs)の
開発は十分に進んでいない。既存の小児期用の FFQsは、作成時の調査対
象地域が限られており、また学童期を含めた対象年齢幅であり、幼児期に
焦点を当てて作成されてはいない。食事内容の季節性、地域性のほかにも
幼児期は成長段階にあるため、年齢や成長の個人差などに応じ喫食状況は
多様であることが考えられるが、この時期の子どもの食事の特徴を明らか
にした疫学データも乏しい。
【目的】本研究では幼児の全国での疫学調査に有用な FFQsの開発を目標

に、食生活に関する調査を全国の多地域で実施し、子どもの摂取食品とそ
の食材産地、年齢別食品群別摂取量、生活形態別の食事状況、その他の食
習慣等に関する特徴を明らかにすることを目的とした。
【方法】対象年齢は 2~6歳（未就学）とし、対象児の保護者あるいは食事
を管理している家族員による 7日（一部 3日）分の秤量食事記録調査を、
季節を考慮して 3か月毎の計 4回実施する。同時に食習慣等に関する質問
紙調査も実施。調査地域は 13地域（北海道、岩手県、宮城県、群馬県、新
潟県、石川県、千葉県、東京都、神奈川県、兵庫県、広島県、高知県、鹿児
島即とし、参加者リクルートは栄養士会、栄養学系の大学、行政を通し
て行い、各地域 30名程度の参加者を募集した。対象児は家族のうち 1名
とし、兄弟姉妹での参加は不可とした。食事記録調査票は各地域の担当者
（現地の栄養士）が面接、あるいは電話により食事記録の記入漏れ等の確認
を行うこととした。各調査票は国立環境研究所が管理し、電子データ化を
行い、集計解析には SASVer9.3を使用。FFQsの作成は、食事記録調査
の結果をもとに、重回帰法または供給率法による食品リストアップを行い、
年齢別等の特徴により目安量の設定を行う予定である。
【結果】 1回目調査は平成 24年 3月から順次開始し、現時点 (9月）では

2回目の実施中であり、平成 25年 3月末に全調査が終了予定である。現
在、 407名から 1回目調査票が回収され、のべ 1945日分の食事記録情報
が収集された。
【結論】全国の多地域での調査が開始され、さらに調査データを蓄積する
ことで幼児期の食生活の特徴を明らかにし、幼児用 FFQsの作成に向けて
すすめていく予定である。

P1-094 

労働者の社会経済的指標間における健康問題の偏在：労働者大

規模パネル調査 (J-HOPE)のベースライン調査結果

堤明純 1、井上彰臣 叉 栗岡住子 2、宮木幸一 3、高橋正也 4、島津明人 5、川上
憲人 5、小杉由起 双 遠田和彦 7

1北里大学医学部公衆衛生学、 2 産業医科大学、 3 国立国際医療研究センター医療情
報解析研究部、 4 (独） 労働安全衛生総合研究所、 5 東京大学大学院医学系研究科、 6

こすぎヘルスマネジメントオフィス、 7 東海旅客鉄道株式会社健康管理センター

キーワード：社会経済的要因、健康行動、循環器疾患

【背景】社会経済的地位の低い集団に健康問題が偏在しているとされるが、
研究間で必ずしも一致していない。
【目的】労働者の大規模パネル調査のベースライン調査結果を用いて、社

会経済的地位別に健康指標を記述する。
【方法】パネル調査の第 1次ウェイブデータとして 2011年末までに登録

された 12事業場の 9848人の労働者を解析した。社会経済的指標として
職業、教育歴、収入を取り上げ、それぞれ高職位 （管理職、専門職、技術
職）と低職位 （事務、サービス、肉体労働者）、高学歴 （大学以上）と低学
歴（高校卒業まで）、高収入（年間世帯収入 500万円以上）と低収入 (500
万円まで）と分類した。代表的な心理社会的仕事の特徴を標準化された尺
度で測定した。血圧、脂質、耐糖能異常に加えて、 IL-6、CRP、ホモシス
テイン、 DHEA-Sおよびコルチゾールを測定した。質問票と身体計測値に
基づいて各種疾患を定義した。年齢、就業状況（交替勤務の有無）を調整
した性別の解析を行った。
【結果】好ましくない心理社会的仕事の特徴、喫煙、余暇における身体的不

活動は、すべての社会経済的指標で下位の男性に高頻度であった。高血圧、
脂質異常、飲酒は教育歴の低い男性に多かった。しかし、糖尿病、脂質異
常、飲酒は収入の高い男性に多かった。IL-6は低収入の男性に、 DHEA-S
は高収入の男性で高値をとった。喫煙と余暇における身体的不活動はすべ
ての社会経済的指標で下位の女性で、高血圧は教育歴の短い女性で高頻度
であった。肥満は職位と教育歴が低位の女性で、脂質異常は職位の低い女
性に高頻度であった。ホモシステインはすべての社会的指標で低位の女性
で高値であった。しかし、社会的地位の高い女性はより努カー報酬不均衡状
態にあり、心理的愁訴を訴える者の頻度が多かった。
【考察】社会的地位の低い集団に好ましくない健康行動や疾病が偏在して

いるという所見が蓄積している一方で、飲酒や高脂血症等では必ずしもそ
うではない知見もみられている。本集団も類似の所見が得られており、今
後構築されるパネルで因果関係も含めた検証をしていく計画である。
【結論】心理社会的な仕事の特徴を含めて健康問題は日本人労働者の社会

経済的要因間で偏在している。いつくかの健康問題は社会経済的地位の高
い集団に多く見られる。社会経済的要因による健康問題の偏在のパタンに
は男女間で違いがある。

P1-096 

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル）追加調査
『黄砂と子どもの健康調査』の進捗報告

金谷久美子 1、足立雄一 2、大西一成 叉 浜崎景 2、高橋由光 1、板澤寿子 叉 稲
寺秀邦叉黒沢洋一叉中山健夫 1

1京都大学大学院医学研究科健康情報学、 2富山大学 医学部、 3鳥取大学医学部

キーワード ：黄砂、喘息、アレルギー

【背景】喘息の患者数は世界的に増加傾向であり，特に都市化の進んだ地域
で著しい我が国においても，学校保健統計調査で小学生の有症割合が過去
最多と報告されているまた近年発症の低年齢化やグローアウト率の低下
が疑われているがこれらの原因はわかっていない一方、黄砂が日本に飛
来する頻度は 1980年代以降増えていると報告されている
【目的】黄砂及び越境大気汚染による呼吸器／アレルギー疾患リスクを評

価する
【方法】対象：京都・富山・鳥取のエコチル調査に参加している母児のうち，

本調査への同意がとれた 9000組（予定）．妊娠期には母親の日の症状をア
ウトカムとし，曝露の短期的な影響をみる出生後には，児の半年間の喘息
発症，喘鳴発現をアウトカムとし，曝露の長期的な影響をみる．曝露情報：地
域の LIDAR;Light Detection and Rangingの非球形粒子状物質の消散係数
の日の代表値大気汚染物質濃度，及び被験者のその日の行動要因アウト
カム情報：妊婦については日のアレルギー症状スコア．児については，喘息
発症及び喘鳴発現．地域の LIDARにて一定値を超えた日及び対照日の夜に，
被験者にアンケート回答を依頼するメールを一斉送信する被験者は入力用
Websiteから，その日の曝露に影響すると考えられる行動の情報及びアウト
カム情報を入力，情報は自動的にデータベースに格納されるまたエコチ
ル調査にて収集済みの背景データや血液検査データを本調査にも使用する
【現況】 H23.8.1より開始 H24.7.19までに 2,238名をエントリーした

黄砂飛来日及び対照日にアンケート回答依頼を延べ 24,526回発信.88%か
ら回答が得られた
協力：エコチル京都・富山・鳥取ユニットセンター
本研究は，環境研究総合推進費 C-1152により，エコチル追加調査として実
施中のものである示された見解は発表者自らのものであり，環境省の見解
ではない
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P1-097 

中学生の飲酒経験と地域環境要因

水田明子 1,2、野田龍也 2、中村美詠子 2、巽あさみ 1、尾島俊之 2

1浜松医科大学医学部看護学科地域看護学講座、 2 浜松医科大学医学部健康社会医学
講座

キーワード：中学生、飲酒、地域環境

【背景】
平成 20年度内閣府青少年有害環境対策推進事業報告書では、未成年者の
酒類の入手場所は、家 32%、店で飲んだ 20%、友人 11%、コンビニエ
ンスストア 10%、スーパー 8 %であり、酒類を買おうとした経験の有る
未成年者のうち 94%が、 買えなかった経験は「ない」としている。
【目的】

中学生の飲酒経験と、中学校周辺の地域の環境としてコンビニエンススト
ノ、ファーストフード店、ファミリーレストランの店舗数との関連を明ら
かにする。
【方法】

平成 21年 11~12月にH市で実施された「健康づくり調査」から、 48中
学校 1~3年生 1,473人 （有効回収率 94.1%)のデータを使用した。性
と学年を把握し、家の経済的余裕は 3群（有る、無い、分からない）、飲酒
経験は 2群（なめる程度は含まずに 1度でも経験が有る者と、そうでない
者）に分けた。飲酒経験と経済的余裕との関連性について、 x二乗検定を
行った。次に、地理情報システムソフトを用いて中学校を中心とした半径
1 km、2km、3km圏内にある店舗数を算出した。目的変数に飲酒経験、説明
変数に店舗数を投入し多重ロジスティック回帰分析を行った。学年と経済
的余裕、半径 2km、3kmの店舗数を調整した。
【結果】

飲酒経験率は、男子 30.8% (1年 26.6%、 2年 30.6%、3年 34.9%)、女
子29.7% (20.5 %、 26.5%、40.2%)であり、男子が女子に比べてやや高
く、男女共に学年が上がるに従い増加した。半径 1km圏内にある平均店舗数
(range)は、コンビニエンスストア 3.82件 (0-13)、ファーストフード店
1.04件 (0-5)、ファミリーレストラン 0.4件 (0-4)であった。女子の飲酒経
験と半径 1km圏内にある店舗数との関連は、コンビニエンスストア (OR[95
％信頼区間]: 1.13(1.03-1.23))、ファーストフード店 (1.18(1.04-1.35))、
ファミリーレストラン (1.18(1.02-1.37))であった。2km圏内では、ファー
ストフード店で男女共に、コンビニエンスストアは男子のみで、飲酒経験
と店舗数に逆の関連がみられた。
【考察】

中学生の飲酒経験は、中学校の比較的近い周辺にコンビニエンスストア等
の地域の環境と関連があった。中高生の飲酒は同性の家族の影響をより強
く受けているという報告がある。今後は、食生活や地域の規範意識等を含
め 個人と環境の両方の要因について検討する必要があると考える。
【結論】

中学生の飲酒等の問題行動の要因として、中学校周辺のコンビニエンスス
トア等が密集する地域の環境を考慮する必要性が示唆された。

P1-099 

日本人小学生における体脂肪分布パターンと第二次性徴との関
連：二重エネルギー X線吸収法による検討

甲田勝康 1、中村晴信 叉 小 原 久未子 2、藤田裕規 1、伊木雅之 1

1近畿大学医学部公衆衛生学、 2神戸大学大学院人間発達環境学研究科

キーワード ：小児、体脂肪、発達

【背景】中心性肥満が心血管疾患や糖尿病のリスクと関連することが知られ
ており、中心性肥満の評価には従来からウエスト・ヒップ比等が用いられ
ている。最近我々は二重エネルギーX線吸収法 (DXA法）で部位別脂肪量
を測定し、体幹• 四肢脂肪比 (Trunk-to-appendicularfat ratio、脂肪の分布
パターン）が脂肪量とは独立して血圧と関連することを報告した (Kouda
et al. Circ J 2012)。一方、ニュージーランドの女児において DXA法を用
いた体幹・下肢脂肪比が第二次性徴に伴って増加する事が報告されている
(Goulding et al. Am J Clin Nutr 1996)。
【目的】今回は、 DXA 法を用いた体幹•四肢脂肪比と第二次性徴の関係に

ついて日本人小学生の男女において検討する。
【方法】 Sourcepopulationは平成 22年度および 23年度に浜松市立有玉

小学校および浜松市立積志小学校に在籍した全 5年生の 521名 （男 268
名、女 253名）である。このうち体幹・四肢脂肪比、第二次性徴の状況（陰
毛の発現）、 栄養状態 （母の BMI)、身体活動状況（体を動かさない時間）の
データが全て得られた 400名（男 197名、女 203名）を解析対象集団と
した。Hologic社 QDR4500A搭載バスを 11月下旬から 12月上旬に学校
に派遣して、上肢部脂肪量、体幹部脂肪量、下肢部脂肪量を測定した。ま
た、体幹部脂肪量を上肢部脂肪量と下肢部脂肪量の合計で除して体幹•四
肢脂肪比を算出した。本研究は、近畿大学医学部倫理委員会の承認を得て、
本人および保護者の同意のもとに行われた。
【結果および考察】調査時の平均年齢は男女共に 11.2歳であった。陰毛の

発現は男児の 5.1%と女児の 34.0%にみられた。 男児においては体幹•四
肢脂肪比に陰毛発現の有無による差はみられなかった。統計学的有意差が
みられなかった理由として、陰毛が発現している者の数が少ないことが考え
られた。女児においては体幹・四肢脂肪比は陰毛の発現者において有意に高
かった。 体幹•四肢脂肪比は栄養状態と身体活動状況で調整した後も陰毛
の発現者において有意に高かった（発現無 0.53、発現有 0.57、P=0.005)。
【結論】今回の我が国の女児でも海外の先行研究と同様に、第二次性徴に

よって体幹部の脂肪割合がが増加することが示された。
本研究の一部は JSPS科研費 21657068、22370092の助成を受けた。

P1-098 

東北メディカル ・メガバンク事業：地域子どもコホート事業の
進捗について

菊谷昌浩 1、石黒真美尺小原拓 1、目時弘仁 1、 中谷直樹入賓澤篤入辻一郎
1.2、栗山進一 1,2,3

1 東北大学東北メデイカル・メガバンク機構、 2 東北大学大学院医学系研究科、3 東
北大学災害科学国際研究所

キーワード ：アレルギー、児童精神科、震災

【背景】 2011年 3月に起きた東日本大震災により、宮城県では沿岸部を
中心に大部分が被災した。特に発達段階にある小児は震災の影響を受けや
すく、感染症や心的外傷後ストレス障害 (PTSD)などの精神疾患を発症す
ることが懸念される。また、小児における非典型的な広汎性発達障害やア
レルギー疾患などは、その症状の程度の特定の困難さから必ずしも医療機
関を受診しているとは限らないが、震災によって症状の悪化に苦しんでい
る子どもがいる可能性がある。
東北大学では東日本大震災の復興を目的として東北メデイカル・メガバン
ク機構を創設した。本機構では宮城県民の各年代の長期健康調査を行うこ
とを予定している。その一環として小中学生を対象に実施される地域子ど
もコホート事業 （通称 「地域子ども長期健康調査」）の実施計画を報告する。
【目的】本事業は、 1)震災後における小児の感染症、精神疾患や広汎性

発達障害、アレルギー疾患、先天代謝異常などの有病に関する地域の小児
の集団としての実態像を把握、 2)一人一人の個別の子ども及び保護者へ、
受診勧奨を含む支援を行うことを目的として実施する。
【方法】平成 24年 10月下旬に、宮城県岩沼市・山元町・亘理町の小学2、
4、6年生および中学2年生 （約 4,000人）の保護者に小中学校を通して、
上記疾患に関する質問票を配布する。記入済み質問票は返信用封筒で、郵
送にて返送していただく。質問票を集計して、震災後における小児の感染
症 （インフルエンザ）、精神疾患や広汎性発達障害、アレルギー疾患などの
有病に関する実態像を把握する。症状のある子どもや精査が必要な子ども
には、保護者の希望に応じて保健師、臨床心理士による電話相談や面談・検
査を行った上で、スクールカウンセラーなどの社会資源への橋渡しや、医
療機関への受診勧奨を行う。平成 25年度および平成 26年度においても、
質問票、支援方法等を見直し、調査地域を拡大して実施する予定である。
【結論】本事業により、疾患ベース、症状ベースの実態と支援受療の現状

を把握する。小児保健施策の立案のための基礎資料として、地域の子ども
たち全体の健康増進に資すことで、医療体制の充実・整備、震災からの復
興支援につなげていきたい。 将来的には、子ども• こころの医療の恒久的
アンケート調査 ・介入システムの構築につなげていきたいと考えている。

P1-100 

中学生における食行動と腹部肥満の関係

落合裕隆 1、白澤貴子 1、大津忠弘 1、 西村理明 叉森 本 彩叉星 野祐 美 1、小風
暁 l

1昭和大学医学部公衆衛生学部門、 2東京慈恵会医科大学糖尿病 ・代謝・内分泌内科

キーワード ：小児、肥満、食行動

【目的】中学生において、食行動（「食べる速さ」、「満腹まで食べるかどう
か」）と腹部肥満との関係を検討することを目的とした。
【方法】対象者は、 2004~2009年に埼玉県 1町にて実施された小児生活

習慣病予防検診を受診した全ての中学 1年生とした。検診の実施に関して
は、あらかじめ対象者の保護者から書面による同意を得た。
小児生活習慣病予防検診では、身長 ・体重・腹囲測定、血圧測定、血液検
査、および健康実態調査が行われた。健康実態調査では、自記式質問票を
用いて対象者のライフスタイルに関する情報を収集した。「食べる速さ」に
ついて、「速い」、「同じくらい（他の子供に比べて）」、「遅い」の 3項目か
ら回答を得た。「満腹まで食べるかどうか」について、「はい（満腹まで食
べる）」、または「いいえ（満腹まで食べない）」の 2項目で回答を求めた。
我が国における小児期メタボリックシンドロームの診断基準に基づき、 「腹
囲 80cm以上」または「腹囲身長比 0.5以上」を、腹部肥満と定義した。
腹部肥満に対するオッズ比 (OR)および 95%信頼区間 (Cl)を Logistic
regression modelにより算出した。

【結果】 2,055人（男子： 1,041人、女子 ：1,014人）を解析対象とした。そ
のうち、腹部肥満者の割合は、男子では 9.8%、女子では 7.6%であった。
食べる速さが「速くない（「同じくらい」または「遅い」）」に比べて、食べ
る速さが「速い」の腹部肥満に対する ORは、男女ともに有意な上昇を認
めた（男子： 1.91、女子： 2.39)。「満腹まで食べない」に比べて、「満腹ま
で食べる」の ORは上昇を認めたものの （男子： 1.48、女子： 1.15)、統計
学的有意差は認められなかった。
「食べる速さ」と「満腹まで食べるかどうか」の組み合わせで解析を行った
結果、「速くない」＋「満腹まで食べない」に比べて、「速い」＋「満腹まで
食べる」の腹部肥満に対する ORは、男子で 2.93(95 % Cl : 1.51-5.68)、
女子で 2.82(1.24-6.40)であった。しかしながら、 「速い」＋「満腹まで
食べない」、および「速くない」＋「満腹まで食べる」の腹部肥満に対する
ORは、統計学的に有意な上昇を認めなかった。
【結論】中学生において、男女ともに「速く食べること」は腹部肥満と有意
な関連を認めた。さらに、「速く食べること」に加えて「満腹まで食べる」
という食行動は、腹部肥満とより強い関連が認められた。
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P1-101 

日本人女性におけるニコチン依存度と子宮頚がんリスクとの関
連

細野覚代 1、松尾恵太郎 1,2、伊藤秀美 1、尾瀬功 1、渡邊美貴 1、広瀬かおる 叉
田島和雄 1、田中英夫 1,2

1愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部、 2名古屋大学大学院医学系研究科 疫
学、 3 愛知県衛生研究所

キーワード ：子宮頚がん、ニコチン依存度

【背景】喫煙は子宮頚がんのリスク因子として広く知られている。近年日
本人女性の喫煙率は 8.4%と横ばいであるが、特に 20代から 40代の喫煙
率は 12%を超えている（平成 22年データ）。日本人女性では若年の子宮頚

がん罹患が増加しており、ヒトパピローマウイルス感染とともに喫煙も重
要な関連があると考えられる。

【目的】ニコチン依存度の指標の一つである起床してから初回喫煙までの
時間と子宮頚がんリスクとの関連を調べるため症例対照研究を行った。

【方法】 2001年より 2005年までに愛知県がんセンター中央病院を受診し
た子宮頚がん 405例（浸潤癌 333例／上皮内癌 72例、扁平上皮癌 294例I
腺癌 79例／その他の組織型 20例／組織型不明 12例）と年齢をマッチングさ

せた非がんの女性 2025例を検討した。自記式調査票から起床より初回喫
煙までの時間を含む生活習慣情報を収集した。条件付きロジスティ ック回
帰分析を用いて交絡因子調整オッズ比 (OR)と95%信頼区間 (95%CI)を推

定した。また、進行度（浸潤癌／上皮内癌）と組織型（扁平上皮癌／腺癌）で層

別化解析を行った

【結果】子宮頚がん症例では非喫煙者は 63.0%、前喫煙者 9.6%、現在喫煙者
は27.4%だった。一方、対照群ではそれぞれ 76.1%、6.1%、17.6%であり、
がん症例で有意に喫煙者が多かった (P< 0.001)。非喫煙者を reference

とした場合、早朝の喫煙開始時間との間に有意な量依存性の関連を示した
(OR= 1.07、95%CI= 1.03-1.11、P= 0.001)。腺癌と上皮内癌の場合、有

意な関連は示されなかった。喫煙者（現在喫煙者＋前喫煙者）のみを解析対

象にした場合、起床してから初回喫煙までの時間と子宮頚がんリスクとの
間に関連は示されなかった。

【考察】子宮頚がんリスクと喫煙との関連は、ニコチン依存度よりもむし
ろ社会経済的状況を反映している可能性がある。

【結論】喫煙は子宮頸がん発症のリスク要因であるが、起床してから初回
喫煙までの時間で見たニコチン依存度とは有意な関連を示さなかった。

P1-103 

母乳中ダイオキシン類レベルの年次推移； 1997年から 2011
年までの観察

上原里程＼坪井聡 l、中村好一 1

1 自治医科大学 公衆衛生学

キーワード ：ダイオキシン、母乳、モニタリング

【背景】厚生労働科学研究費補助金：食品の安心•安全確保推進研究事
業では、 1997年から母乳中ダイオキシン類レベルのモニタリングを実施
している。Polychlorinateddibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated 
dibenzofurans (PCDFs), coplanar polychlorinated biphenyls (Co-PCBs), 

およびその総和である総ダイオキシン類 (totaldioxins)のいずれも 1997年か
ら2002年までの期間で有意に減少していた (UeharaR, et al. Chemosphere 

2006)。また、これらの母乳中ダイオキシン類レベルは母親の年齢との間に
正の相関がみられた。【目的】本研究では、 1997年から直近の 2011年まで
の母乳中ダイオキシン類レベルの年次推移を観察した。【方法】 1997年は埼
玉、東京、石川、大阪の 4都府県、 1998年から 6府県 （岩手、千葉、新潟、
石川、大阪、島根、 1998年のみ 19府県）の産婦を対象に生後 30日目の母
乳を約 50ml採取したが、 2010年の時点で 6府県の協力が終了したために
同年と 2011年は共同研究者の所属する医療施設などから母乳の提供を受
けた。母乳中ダイオキシン類レベルは、初産婦と経産婦でその分布が異な
るため、本研究では初産婦に限定した。PCDDs7種、 PCDFs10種および
Co-PCBs12種を同一施設の GC/MSで測定し、脂肪 1gあたりの毒性等量

(TEO; WH01998年）で示した。なお、 Co-PCBs12種は 1998年から測定

しているため、 Co-PCBs12種と totaldioxinsは 1998年から 2011年の推
移を観察した。年次推移はダイオキシン類レベルを対数変換した値を従属変
数、年次を独立変数として回帰分析をおこなった。さらに年次を 1997-2004
年と 2005-2011年の 2区分に分けて解析した。それぞれの回帰係数とそ
の 95%信頼区間を算出し、 p<0.05の場合を統計学的に有意であると判定

した。倫理面への配慮として、個人情報を除いて匿名化したデータベース
を用いて解析した。【結果】 1997年から 2011年までの母乳測定者は 1166
人 (1998-2011年では 1094人）であり、中央値は PCDDs8.1 (pg TEQ/g 

fat: 以下単位省略），PCDFs4.5, PCDDs+PCDFs 12.6, Co-PCBs 7.9, total 

dioxins 21であった。回帰分析の結果、対象の全期間で PCDDs,PCDFs, 
PCDDs+PCDFs, Co-PCBs, total dioxinsすべてで有意な低下が観察され
た （それぞれの回帰係数と 95%信頼区間は-0.08(-0.08,-0.07], -0.03(-0.04, 

-0.03], -0.06(-0.07, -0.05], -0.06(-0.06, -0.05], -0.06(-0.06, -0.05])。同様

に 1997-2004年と 2005-2011年に区切った場合のいずれでも低下は有意
であった。【考察および結論】母乳中のダイオキシン類レベルは 2003年以
降も低下していることが明らかになった。乳幼児への影響も含めて、今後
も母乳中ダイオキシン類レベルのモニタリングが必要である。（本研究は、
岡明［杏林大学］、多田裕［東邦大学］、近藤直実［岐阜大学］、板橋家頭夫［昭

和大学］、河野由美［自治医科大学］との共同研究である。）
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親の社会経済的要因と子の麟蝕リスクとの関連：大阪母子保健
研究

田中景子 l、三宅吉博＼佐々木敏叉廣田良夫 3

1 福岡大学医学部 衛生 ・公衆衛生学、 2 東京大学大学院医学系研究科社会予防疫
学、 3 大阪市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学

キーワード ：出生前コホート研究、嗣蝕、社会経済的要因

【背景】これまで主に欧米で実施された疫学研究では、親の社会経済的要
因と小児顧蝕との間には負の関連があることが示唆されている。一方、本
邦においては、社会経済的要因と小児顧蝕に関するエビデンスは極めて少
ない。

【目的】出生前コホート研究である大阪母子保健研究のデータを用いて、母
親の就業状態、家計の年収、両親の教育歴と子の顧蝕リスクとの関連につ
いて検討した。

【方法】大阪母子保健研究では、妊娠中のベースライン調査、 4ヶ月時、 1
歳半時、 2歳半時及び 3歳半時の追跡調査に、それぞれ 1002、867、763、
586及び 494組の母子が参加し、我々が開発した質問調査票を用いて情報
を得た。3歳半時追跡調査では、口腔内診査も実施し、 318名から情報を
得た。1本以上の処置歯または未処置歯がある場合、顧蝕有りと定義した。
本研究では、解析データに欠損の無い 315名を対象とした。

【結果】子の嗣蝕有症率は 23.5%であった。母親の教育歴が 13年未満に
比較して 15年以上では、子の嗣蝕リスクと有意な負の関連を認め、補正
オッズ比は、 0.33(95%信頼区間 0.15-0.71)であった。父親についても

同様に有意な関連を認め、 15年以上の補正オッズ比は 0.52(95%信頼区

間 0.27-0.98)であった。母親の就業状態あるいは家計の年収と子の嗣蝕

リスクとの間には、統計学的に有意な関連を認めなかった。両親の教育歴
を相互に補正した解析では、父親の教育歴と子の顧蝕リスクとの間の負の
関連は消失したが、母親の教育歴と顧蝕リスクとの負の関連は、統計学的
に有意なままであった。

【考察】本研究結果は、過去の海外における多くの疫学研究結果と一致し
ている。高い教育歴をもった親は、健康への関心が高く、よりよい生活習
慣を維持しているのかもしれない。両親の教育歴を相互に補正した解析結
果は、子の養育を母親が担っている割合が高いことを反映しているのかも
しれない。
【結論】両親の教育歴が高いほど、子の嗣蝕リスクが低下した。今後、さ
らに社会経済的要因と子の嗣蝕との関連に関するエビデンスを蓄積してい
く必要がある。

P1-104 

わが国小児の Helicobacterpylori陽性率と新規感染

上田純子 1、菊地正悟 1、柳生聖子 1、林櫻松 1、奥田真珠美 1,2、前川講平 1,2、

福田能啓 叉 大崎敬子 3、米澤英雄 3、神谷茂 3

1愛知医科大学公衆衛生学、 2兵庫医科大学 地域医療学、 3杏林大学 感染症学

キーワード ：[i)H. pylori[/i)、陽性率、小児

【背景】 H.pyloriは強力な胃がんのリスク要因であり、その主な感染時期

は小児期である。小児期の感染を防止して胃がんを予防するためには、小
児期の H.pylori感染の実態を把握することが不可欠である。しかし、わが

国の十分なデータはない。

【目的】わが国の小児における H.pylori陽性率と新規感染を調査する。

【方法】兵庫県 S市の、 16施設 (7小学校、 6幼稚園、 3保育園）に通う

小児を対象とし、 2010年度は 0-8歳の 1299名、 2011年度は 0-11歳の
1909名に、便の提供とアンケートヘの回答を依頼した。H.pylori感染検

査は便中抗原検査にて行い、テストメイトピロリ EIA(わかもと製薬）を用

いて行った。

【結果】 2010年度は 689名 (53%)、 2011年度は 835名 (44%)の参加

が得られた。そのうち 439名は 2010-2011年度の両方に参加した。2010
年度と 2011年度における便中抗原陽性率（参加人数）は、全体でそれぞれ

1.9% (689)と 1.8%(835)であった。1歳以下ではそれぞれ、 0%(19)と

0% (6)、1歳では 0%(29)と0%(26)、2歳では 0%(36)と2.9%(34) 

、3歳では 0%(62)と2.3%(44)、4歳では 0.8%(120)と0%(104)、5

歳では 3.7%(134)と 0.9%(115)、6歳では 2.2%(89)と 3.3%(120)、

7歳では 1.8%(110)と 1.4%(71)、8歳では 3.3%(90)と 1.0%(100)で

あった。また、 2011年度において 9歳では 1.5%(69)、10歳では 4.9%

(82)、11歳では 1.6%(64)であった。1年間観察した 439名中 431名は

陰性、 8名は陽性のまま結果に変化はなかった。

【考察】】陽性率に関しては、 2010年度・ 2011年度とも同様の結果が得ら
れた。2歳児でも陽性者が観察されたことから、例数は少ないが小児への
感染はなお起こっていることが明らかとなった。

【結論】わが国での小児の。H.pylori感染率は 0-5歳で 0.0-3.7%、6-8歳

で 1.0-3.3%、9-11歳で 1.5-4.9%であった。また、 1年間で結果が変化し
た例は観察されなかった。

【謝辞】データ収集にご協力頂きました、対象者、保護者、各施設の教職
員、篠山市役所の方々に感謝致します。
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非妊娠時の体格を考慮した、妊娠中の喫煙が妊娠予後に与える
影響の検討ー甲州市母子保健縦断調査から一

鈴木孝太 1、佐藤美理 叉 溝呂木 園子 1、ZHENGWei1、山縣 然太朗 1,2

1山梨大学大学院医学工学総合研究部 社会医学講座、2 山梨大学大学院医学工学総
合研究部附属出生コホート研究センター

キーワード ：妊娠、喫煙、体格

【背景】日本人の若年女性は、近年やせ傾向を示している。このことは、妊
娠中の喫煙と並び胎児の低栄養状態の原因と考えられ、子宮内発育遅延な
どの原因と考えられる。しかしながら、これらの要因の相互作用について
の検討はほとんどない。
【目的】非妊娠時の体格を考慮し、妊娠中の喫煙が妊娠予後に与える影響

を検討すること。
【方法】山梨県甲州市において、 1991年4月から 2006年 3月に生まれた
子どもおよびその母親を対象とした。調査票により母親の妊娠届出時の喫煙
状況についての情報を得ている。母親の非妊娠時の身長・体重、初・経産、
児の性別、出生体重、分娩時の妊娠週数については母子管理カードから情報
を得た。非妊娠時の BodyMass Index (BMI) により、やせ群 (BMl18.5
未満）、 正常群 (BMl18.5以上 25未満）、肥満群 (BMl25以上）に分類し、
非妊娠時の体格と妊娠中の喫煙が低出生体重児、子宮内胎児発育遅延、早
産に与える影響を検討した。
【結果】母親の妊娠中から追跡可能で、期間中に出生した 2664人のうち、

母子の情報に欠損のない 2283人 (85.7%)を対象に解析を行った。各群に
おける喫煙率は、やせ群で 8.4%、正常群で 5.7%、肥満群で 9.1%であっ
た。低出生体重児については、正常群で喫煙なしの人に比べて、やせ群、肥
満群での喫煙はそれぞれ調整オッズ比が 3.0(95%信頼区間 1.05-8.7)、
5.4 (95%信頼区間 1.2ー 23.8)と、有意なリスクとなっていた。また子宮
内胎児発育遅延については全ての群での喫煙が有意なリスクとなっていた。
一方早産に関しては、どの群でも喫煙は有意なリスクではなかったが、喫
煙なしの肥満が有意なリスクであった （オッズ比 2.5(95%信頼区間 1.3一
4.5))。
【考察】妊娠中の喫煙は、これまでの報告通り子宮内胎児発育遅延の原因
となっていることが示された。さらに、やせた妊婦における喫煙のリスク
がより高く、これは胎児の低栄養状態がより深刻になることを示唆してい
る。一方、肥満群においては喫煙なしの群で早産のリスクが高まっており、
これは妊娠糖尿病などの影響を示唆していると考えられた。
【結論】妊娠中の喫煙は特にやせ群、肥満群において低出生体重児のリス

クとなっており、禁煙に加えて妊娠前からの体重管理も重要であることが
示唆された。

P1-107 

エコチル調査における育児支援センターでの小児科医の役割に
関する考察

川上ちひろ 1、小澤礼美 1、伊藤淳 1、早野聡子 入 友野順章 叉 横田俊平 1

1横浜市立大学医学部小児科、 2 大和市立病院小児科

キーワード ：ェコチル調査、育児相談

【背景】
横浜市立大学では、環境省プロジェクトである「子どもの健康と環境に関す
る全国調査（エコチル調査）」神奈川ユニットセンター (UC)として、 2011
年 1月より妊婦のリクルートを行っている。本プロジェクトはエコチル調
査への参加に同意した母親から誕生した子どもを 13年間追跡調査するも
のである。
【目的

ェコチル調査に参加している子どもたちを含め、エコチル調査の該当地域
に住んでいる子どもたちの健やかな成長と小児科医のかかわりについて検
討する。
【方法】

各地域の育児支援センターなどに、神奈川 UCから派遣した小児科医が待
機し、センターに遊びに来た子どもたちの保護者から「病院に行くべきな
のか」また「病院へ行くほどではないが、心配ごとがある」などの質問に
回答し助言を行っている。2011年 4月よりスタートし、横浜市金沢区・
小田原市・大和市の育児支援センターなどで月 1-2回のペースで相談会を
行っている。
【結果】

2012年 4月以降では、 288件の相談があった。相談者は子どもの母親の
みであった。母親の平均年齢は 33.4歳士 4.4歳、家族構成は子ども 1人
と夫婦のみが 189人 (66%)、子ども 2人と夫婦が 63人 (22%)であっ
た。相談のあった子どもの年齢は、 1歳未満が 42人 (15%)、 1歳児が 91
人 (32%)で、相談内容は、体重増加や言語などの発育に関すること (58
件）、排便やおむつに関すること (21件）、アレルギーに関すること (19
件）、ワクチン接種に関すること (15件）、その他さまざまな病気に関する
質問があった。
【考察】

核家族化や子どもの数の減少で、育児や子どもの病気について気軽に相談
できる人が減ってきている。インターネットなどの普及で、匿名で相談で
きる場所などは増えているが、専門家や経験者以外からの回答も多く信頼
性の問題などがある。小児科医が身近にいて直接相談できれば、保護者も
悩みを一人で抱え込むことなく、専門家の意見を踏まえ、次の行動を取る
ことができるようになる。また、いままでは小児科医は病院で病気の子ど
もを見ていたが、今後は病院から外にでて子どもたちの待つところで活躍
できる小児科医を育成していく必要もある。
【結論】
このような取り組みを続けることでエコチル調査への関心が薄れることな
く、継続して参加していける環境作りと、併せて、保護者が気軽に小児科
医に相談できる環境を作ることで未来の子どもたちの健やかな成長に寄与
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温水洗浄便座使用の健康影響に関する研究 早産との関連につ
いて

朝倉敬子 1、中野真規子 ＼ 山田睦子 1、高橋香織 叉 末岡浩 ス 大前和幸 1

1慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学、2 慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室

キーワード ：温水洗浄便座、早産

【背景】温水洗浄便座は医療・福祉用に開発された後、 1990年代に普及し、
現在の本邦での世帯普及率は 70%を超える。一方、その使用の健康影響は
明らかでないが、使用により腟内細菌叢のバランスが崩れる可能性が指摘
されており、細菌感染を介した早産が増える可能性もある。
【目的】妊婦における温水洗浄便座使用と早産の関連を検討する。
【方法】慶應義塾大学病院産婦人科で 2006~10年に分娩した者全員のう

ち、一定基準の者を除外した 2545名に温水洗浄便座使用に関する自記式
質問票を郵送。1404名から返送があり （宛先不明者 355名を除外して回
答率 64.1%)、うち単胎で温水洗浄便座使用について有効回答の得られた
1293名を解析した。温水洗浄便座使用はあり・なしの二値とし、早産は妊
娠 37週未満の出産と定義した。生齢、合併症等の交絡因子の情報は質問
票と分娩台帳から得、多重ロジスプイッ ク回帰分析を行った。また、妊娠
中の腟分泌物細菌培養検査結果より、腟内細菌叢の状態と早産の関連を検
討した。
【結果】温水洗浄便座使用者は 819人(63.3%)、非使用者は474人(36.7%)で
あった。早産は質問票回答者全体の 15.9%で認められ、使用者では 15.8%、
非使用者では 16.0%が早産であった。交絡因子を調整しても、温水洗浄便
座使用と早産の間に関連は認められなかった (adjustedodds ratio (AOR): 
1.04, 95%CI: 0.72-1.48)。乳酸菌以外の菌が腟分泌物培養で検出された者
の群では早産が多い傾向にあったが、交絡因子を調整すると関連は marginal
であった (AOR:1.43,95%CI: 0.96-2.13)。
【考察】温水洗浄便座使用の有無と早産には関連が認められなかった。欧

米で清潔習慣として比較的一般的に行なわれる腟洗浄は、腟内細菌叢の状
態悪化、早産リスク上昇につながることが指摘されているが、温水洗浄便
座使用の影響は習慣的な腟洗浄とは異なると考えられた。本研究では、分
娩台帳に妊娠前・中の健康状態、分娩に関する多くの情報があり、交絡の
検討を十分に行えた。一方で、研究協力者は出産後に温水洗浄便座使用に
関して回答しており、 recallbiasの可能性がある。
【結論】妊娠中に温水洗浄便座を使用しても早産のリスクは上昇しないこ
と力示唆された。
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日本人中高年者の食事パターンと高血圧症との関連

南里妃名子 1、原めぐみ 1、西田裕一郎 1、中村和代 叉 桧垣靖樹 3、今泉猛 1、

田口尚人 1、坂本龍彦 4、堀田美加子 1、新地浩一 尺 田中恵太郎 1

1佐賀大学医学部社会医学講座予防医学分野、2聖マリア学院大学看護学部、 3福岡
大学スポーツ科学部運動生理学研究室、 4福岡県保健環境研究所、 5佐賀大学医学部
地域・国際保健看護学講座国際保健看護学分野

キーワード：食事パターン、高血圧症、中高年

【背景】 生活習慣病の一つである高血圧症は循環器疾患の大きな危険因
子である。これまでに、栄養素や食品が高血圧症に与える影響については
いくつか報告があるが、日本人の代表的な食事パターンが高血圧症に与え
る影響は明らかになっていない。
【目的】 日本人における代表的な食事パターンと高血圧症との関連につ

いて検討した。
【方法】 日本多施設共同コーホート研究ー佐賀地区一のベースライン調査
参加者 40歳-69歳男女 12,069名（男性 5,078名、女性 6,991名）のつ
ち、血圧未測定者、エネルギー摂取量が 500kcal未満または 3500kcal以上
の者を除外した、 12,049名（男性 5,065名、女性 6,984名）を解析対象と
した。高血圧症は収縮期血圧 140mmHg以上または拡張期血圧 90mmHg
以上と定義した。食事調査は、食物摂取頻度調査票 (46食品）を用いて行
い、因子分析（主成分法）を用いてバリマックス法による因子回転を行い、
5つの食事パターンを抽出し、個人ごとに算出した因子得点を五分位で群
分けした。各食事パターンと高血圧症との関係は、ロジスティック回帰分
析により年齢、 BMI、喫煙、飲酒、身体活動量で調整したオッズ比 (OR)
および 95%信頼区間 (95%CI)を算出した。
【結果】 因子分析の結果、 1)Healthy 2) Western 3) Seafood 4) Bread 
5) Dessertの5つのパターンが抽出された。男性では Healthyにおいて低い
群から 1.00(対照群）， 0.97(0.80-1.17),0.91 (0.75-1.10), 0.83 (0.69-1.01), 
0.79 (0.65-0.96)であり （傾向性 P=0.006)、Dessertpatternにおいて、そ
れぞれ 1.00(対照群）， 0.86(0. 71-1.04), 0. 79 (0.65-0.96), 0.69 (0.57-0.84), 
0.71 (0.58-0.87)であった（傾向性 P<0.001)であった。一方、 Western,
Seafood, Breadにおいて有意な関連は認めなかった。女性では、全ての食
事パターンにおいて統計学的に有意な関連は検出できなかった。
【結論】日本人中高年者男性において、 Healthyおよび Dessertで高血圧

症に予防的に働く可能性が示唆された。
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日本人男性における飲酒による精神ストレスと食品・栄養素摂
取量の交互作用：大規模横断研究

遠藤香尺栗木清典＼合田敏尚 1

1静岡県立大学食品栄養科学部

キーワード：飲酒、精神ストレス、食品・栄養素

【背景】精神ストレスに起因する健康障害は社会問題となっているが、日
本人男性における精神ストレス、飲酒量と食品・栄養素摂取量との関連は
十分に検討されていない。

【目的】大規模横断研究において、日本人男性を対象に、自覚する精神スト
レス (SRPS)と飲酒量別による、食品・栄養素摂取量との関連を検討した。

【方法】 2005-7年に某人間ドック施設を受診した 12,070人からデータ不
備等の不適格者（精神疾患の疑いのある者を含む）を除外し、男性 5,587人
を解析対象者とした。SRPSは、簡易な質問により評価し、個々の食品・
栄養素摂取量および飲酒量は食物摂取頻度調査票により推定した。飲酒量
別に低飲酒群（エタノール摂取量 45g/日未満、 3,836人）と高飲酒群（エタ

ノール摂取量 45g/日以上、 1,751人）に、 SRPSの程度別に 3群（低、中、
高）に分けた。重回帰分析により、 SRPSと飲酒量の食品・栄養素摂取量に

対する交互作用を算出した。なお、年齢、 BMI、総エネルギー摂取量、睡眠
時間、喫煙、運動習慣および高血圧・糖尿病歴で補正した。

【結果】 SRPSの低群、中群、高群は 27.9%、58.1%、14.0%だった。高飲
酒群の場合と比較して、低飲酒群における SPRSでは、 n6系多価不飽和脂
肪酸、ダイゼインおよびゲニステインに負の関連がみられた (pfor trend < 
0.05、pfor interaction < 0.05)。低飲酒群の場合と比較して、高飲酒群に

おける SRPSでは、豆腐・厚揚げ、ラーメン、たんぱく質、脂質、一価不飽
和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、 n6系多価不飽和脂肪酸およひコレステロー
ルに正の関連が、めしおよび炭水化物に負の関連がみられた (pfor trend < 
0.05、pfor interaction < 0.05)。
【考察】本研究では、いくつかの食品・栄養素摂取量に対し、 SRPSと飲

酒量に交互作用がみられた。従って、精神ストレスと食品・栄養素摂取量
の関連を検討する場合、飲酒量も考慮する必要があると考えられる。最後
に、（財）静岡健康管理センターのスタッフの皆様に感謝申し上げます。
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食パターンとメタボリック症候群およびインスリン抵抗性との
関連：徳島県における断面調査

有澤 孝吉入上村浩一 1、勝浦 桜子＼山口美輪尺中本真理子 1,2、日吉
峰麗 1、高見栄喜 1、澤近房和 1

1徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部予防医学、 2徳島大学大学院ヘルス
バイオサイエンス研究部実践栄養学

キーワード：メタボリック症候群、食パターン、インスリン抵抗性

【背景】
日本人を対象とした食パターンとメタボリック症候群およびインスリン抵
抗性との関連に関する疫学調査は多くはない。
【目的】
日本多施設共同コーホート研究 (J-MICCStudy)徳島地区ベースライン調

査の参加者において、断面調査によって食パターンとメタボリック症候群
およびインスリン抵抗性との関連を検討すること。
【方法】

脳卒中、虚血性心疾患の既往がなく、糖尿病治療中でない 516人（男性 380
人、女性 136人、年齢 35-70歳、平均年齢 52歳）を対象とした。食品 46
項目の過去 1年間の摂取頻度を質問紙によって調査した。メタボリック症
候群の診断は、 NationalCholesterol Education Program Adult Treatment 
Panel Ill (NCEP ATP Ill)の基準によった。インスリン抵抗性の指標とし

て、 HomeostasisModel of Assessment-Insulin Resistance (HOMA-IR) 
を用いた。logistic回帰分析および重回帰分析を用い、食パターンとメタボ

リック症候群およびその構成要素、およびインスリン抵抗性との関連を検
討した。
【結果】

メタボリック症候群の有病割合は、 94/516(18.2 %)であった。主成分分
析によって 4つの食事パターンが抽出された（健康的な食事パターン、高
脂肪／欧米パターン、パンおよび乳製品パターン、魚介類パターン）。各個
人につき、この 4つの主成分得点をそれぞれ算出した。性、年齢、総エネ
ルギー摂取量、身体活動量、飲酒・喫煙習慣を調整した後、健康的な食事
パターンスコアとメタボリック症候群の有病割合との間に負の関連があり
(P=0.05)、パンおよび乳製品パターンスコアと腹部肥満 (P=0.04)および
高血糖 (P=0.04)の有病割合との間に負の関連があった。高脂肪／欧米パ
ターンスコアと HOMA-IRとの間に正の関連が (P=0.04)、一方、パンお
よび乳製品パターンスコアと HOMA-IRとの間に負の関連 (P=0.02)が認
められた。
【考察および結論】

野菜および果物の摂取はメタボリック症候群の有病率と負の相関がある。
高脂肪の食事はインスリン抵抗性と正の相関が、一方、乳製品の摂取はイ
ンスリン抵抗性と負の相関がある。今後、これらの関連についての前向き
研究による検証が必要である。
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所得による食や BMIの格差の地域間の差異

尾島俊之 1、近藤尚己 叉 相田潤氏中村美詠子 1、中出美代 4、大塚理加 5、村
田千代栄 1,5、鈴木佳代 史 近藤克則 6

1浜松医科大学健康社会医学講座、 2 東京大学大学院、 3 東北大学大学院、 4 東海学
園大学、 5 国立長寿医療研究センター、 6 日本福祉大学健康社会研究センター

キーワード：格差、所得、BMI

【背景と目的】これまでの研究で、低所得により食品の摂取頻度が低く、や
せ・肥満の頻度が高いなどの格差があることがわかった。これらの格差を
モニターし、また縮小する方策を明らかにすることが必要である。所得等
による食やBMIの格差の程度を地域別に定量化し、格差の大小を規定す
る要因を追求することを目的とした。
【方法】 2010~2011年に全国の 27市町村において、 65歳以上の要介護

認定を受けていない高齢者を対象に、自記式郵送調査を行い 78,769人 （回
収率 67.0%)の回答を得た。社会経済的因子として、等価所得 （年間世帯
所得を世帯人数の平方根で除したもの）五分位および主観的階層 （上、中の
上、中の中、中の下、下）について、最も高い者が 0、最も低い者が 1と
なるように、有効回答者全体での相対順位 （同率の場合は平均順位）を求
めた。主観的階層は無作為に抽出された約 1/4の対象者のみに調査した。
目的変数は、肉・魚及び野菜・果物を食べる頻度が毎日 1回未満であるこ
と、 BMI < 18.5未満のやせ、 BMI~25 の肥満の 4指標について、無
し0、有り 1とした。全データ及び市町村別に、また性別に、線形回帰分
析を用いて、年齢階級を調整した回帰係数を算定した (SIi,Slope Index of 
Inequality)。この指標は、社会経済的状態が最も低い者は最も高いものよ

りも、目的変数の比率にどれだけ差があるかを示す。さらに、総務省統計
局の 2007年「事業所・企業統計調査報告」による商業事業所数等により、
市町村別の単位人口当たり及び単位面積当たりの商業事業所数（対数変換）
等を求め、 SIiとの相関をみた。
【結果】全体の分析では、男において等価所得と肉・魚低摂取の SIiは

0.153(0.132,0.174)、主観的階層との SIiは 0.179(0.136,0.222)、等価所

得と野菜等低摂取の SIiは 0.165(0.147,0.184)、等価所得とやせの SIiは

0.021 (0.011,0.031)、女において等価所得と肥満の SIiは0.065(0.048,0.082)
などの結果であった。市町村別の分析では、男において等価所得と肉・魚
低摂取の SIiは、最小の市町村で-0.093(-0.265,0.079)、最大の市町村で
0.316(0.148,0.485)であった。単位面積当たり商業事業所数（対数）と主

観的階層による肉・魚低摂取の SIiとの相関係数は-0.471であった。
【考察と結論】等価所得による SIiと主観的階層の SIiは概ね同様の数字

となる項目も見られた。所得等による食やBMIの格差の程度について地
域別の定量化を試みた。格差の大小には商業事業所数等と一定の関連が見
られたが、関連の見られない項目もあり、さらなる研究が必要である。こ
の研究は、厚生労働科学 健康の社会的決定要因に関する研究の一環とし
て、 JAGES (日本老年学的評価研究）と連携しながら実施した。
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住民健診受診者を対象とした血清Asymmetricdimethylargi-
nine値と血清カロテノイド値との関連

度會理佳＼鈴木康司 1,2、市野直浩 2、刑部恵介 叉 杉本恵子 2、楠原康弘叉
落合潤一 2、山田宏哉 3、浜島信之 4、井上孝 1,2

1藤田保健衛生大学大学院保健学研究科環境保健学、 2 藤田保健衛生大学医療科学部
臨床検査学科、 3 藤田保健衛生大学医学部衛生学教室、 4 名古屋大学大学院医学系研
究科予防医学教室

キーワード： ADMA、カロテノイド

【背景】 Asymmetricdimethylarginine(ADMA)は内因性の一酸化窒素合成

酵素 (NOS) 阻害物質である。 NO は L—アルギニンを基質として NOS によ
リ産生されるが、 ADMAが NOSの基質結合部位に結合することにより血
管内皮の NO産生を抑制する。NO産生低下を引き起こす ADMAは、心
血管疾患発症のリスク因子として注目されている。近年、野菜の摂取量と
血漿 ADMA値が負相関することが報告されたが、血清カロテノイド値と血
清 ADMA値との関連を調査した疫学研究はない。
【目的】住民健診受診者を対象として、血清 ADMA値と血清カロテノイド

値との関連について検討を行うことを目的とした。
【方法】 2011年 8月に北海道八雲町で行われた住民健診受診者 514名（男

性 203名、女性 311名）を対象とした。喫煙・飲酒習慣等の情報収集には
健診時にアンケート調査を実施した。クレアチニンなどの血清成分および
血圧は健診結果を利用した。血清カロテノイド値は高速液体クロマトグラ
フィー法により分画測定し、血清 ADMA値は ELISA法により測定を行っ
た。血清カロテノイド値別血清 ADMA上昇 (75%値以上）のオッズ比は、
血清カロテノイド値の分布を 3等分し、低値群を対照として算出した。調
整因子には性、年齢、喫煙習慣、飲酒習慣、収縮期血圧、推算糸球体濾過
量 (eGFR)を用いた。

【結果】血清 ADMA値は女性より男性で有意に高く（男性：幾何平均値 0.72
μmol/1、女性：0.64μmol/1 :p<0.001)、また女性では加齢とともに高くな

る結果を得た (p=0.009)。女性では血清 ADMA値はかカロテン (r=-0.142、
p=0.021)、プロビタミン A(r=-0.132、p=0.031)と有意に負相関を示した。

男性でも同様の傾向を得たが、有意な関連は認めなかった。血清カロテ
ノイド値別血清 ADMA 上昇のオッズ比 (95%信頼区間）は、女性の B—ク
リプトキサンチン高値群で 0.45(0.21-0.90)、かカロテン高値群で 0.37
(0.18-0. 76)、 B—カロテン高値群で 0.33 (0.15-0.67)、プロビタミン A高
値群で 0.29(0.13-0.60)と有意に低い結果を得た。

【結論】住民健診受診者を対象として血清 ADMA値と血清カロテノイド値
との関連を調査した結果、女性では血清かカロテンなどのカロテノイド値
は血清 ADMA値と負相関を示したが、男性では有意な関連を認めなかっ
た。
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血清中の n-3系および n-6系多価不飽和脂肪酸濃度と認知機
能との関連

大塚礼 1、西田裕紀子 入丹下智香子入加藤友紀 ＼安藤富士子 1,2、下方浩史 1

1独）国立長寿医療研究センター予防開発部、 2 愛知淑徳大学健康医療科学部

キーワード ：中高年、認知機能、血清脂肪酸

【背景】 n-3系および n-6系多価不飽和脂肪酸 (PUFA)は哺乳類の脳や膜

脂質の主要な脂肪酸であり、血中濃度と認知症発症リスクとの関連が報告
されている。

【目的】認知機能の中でも情報処理能力に焦点をあて、血清 n-3系および
n-6系 PUFA濃度と 2年後の情報処理能力低下に対するリスクとの関連を
明らかにする。

【方法】対象者は「国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学
研究 (NILS-LSA)」の第 5次 ('06-'08)と第 6次 ('08-'10)調査に参加し解

析に必要な項目を満たす地域在住中高年男女 1,895人 (40~87歳）である。
空腹時採血による血清中脂肪酸 24分画を測定し、 n-3・n-6系 PUFA、一価
不飽和・飽和脂肪酸を算出し、 5分位に分類した。情報処理能力は Wechsler
Adult Intelligence Scale -Revised (WAIS-R)の下位検査である「符号」（得
点範囲 0-93)により評価した。第 5次調査の脂肪酸濃度 5分位における符
号得点の差異は、性・年齢・教育歴・喫煙を調整した共分散分析により比
較した。脂肪酸濃度 5分位の第 1分位群を基準とし、第 2-5分位をあ
わせた群の 2年後の符号得点低下（第 5次から第 6次調査で 8点以上低
下）に対するオッズ比を、第 5次調査の符号得点・性・年齢・教育歴・喫
煙を調整した多重ロジスティック回帰分析により比較した。

【結果】第 5次調査の符号得点は、血清 n-6系 PUFAまたはリノール酸濃
度が高い群ほど高値を示した（群間差、傾向性の検定いずれも p<0.01)。2

年後の符号得点低下に対すオッズ比は、血清リノール酸濃度の第1分位に
対し第 2-5分位では 0.57(95%CI:0.37-0.87)であり、リノール酸濃度が高
い群で有意に低かった。横断・縦断解析ともに n-3系 PUFA、飽和脂肪酸、
一価不飽和脂肪酸の各濃度と符号得点に有意な関連性は認められなかった。

【考察と結論】横断的検討では血清 n-6系 PUFAまたはリノール酸濃度が
高い群ほど符号得点が高かった。2年間の縦断的検討ではリノール酸濃度
が高い群において符号得点低下に対するリスクが低かった。リノール酸か
ら生体内の不飽和化や鎖長延長反応により生成されるアラキドン酸は、海
馬の膜流動性維持に関与している可能性が報告されており、これらの脂肪
酸が情報処理能力に影響を与えている可能性が考えられた。
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脂肪酸摂取量の生体指標としての血漿リン脂質脂肪酸組成
INTERMAP/INTERLIPID研究

宮川尚子 l、三浦 克之 1、関川暁 2、EvansRhobert W.2、奥田奈賀子 3、藤吉朗
1、由田克士 4、WillcoxBradley尺 MasakiKamal H. 5、RodriguezBeatriz L.5、坂
田清美 6、中川秀昭 7、斎藤重幸 8、岡山明 9、KullerLewis H.2、ElliottPaul10、
Stamler Jeremiah 11、上島弘嗣 1,12、INTERLIPID,INTERMAP研究グループ13

1滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門、 2 ピッツバーグ大学、 3国立健康・栄養
研究所食育研究室、 4大阪市立大学大学院生活科学研究科栄養疫学、 5/¥ワイ大学、
6岩手医科大学衛生学公衆衛生学教室、 7金沢医科大学公衆衛生学、 8札幌医科大学
保健医療学部看護学科基礎臨床講座内科学分野、 9結核予防会第一健康相談所、10ィ
ンペリアル・カレッジ・ロンドン、 11ノースウェスタン大学、 12滋賀医科大学生活
習慣病予防センター、 13INTERLIPID,INTERMAP研究グループ

キーワード：長鎖 n-3脂肪酸、血漿リン脂質、 24時間思い出し法

【背景】
魚介類由来の長鎖 n-3脂肪酸の摂取による循環器疾患リスク低下が多く報
告されている。食事と疾患リスクの関係を検討するためには，脂肪酸摂取量
を正確に把握することが不可欠だが甚だ困難である。そこで本研究では、高
度に標準化されたプロトコルを用いて実施された INTERMAP/INTERLIPID
研究の脂肪酸摂取量と血漿リン脂質脂肪酸組成の関連を検討した。
【方法】

本研究の分析対象者は，栄養と血圧に関する国際共同研究 INTERMAP研
究の副研究である INTERLIPID研究に参加した 40-59歳の日本人（男性
565人，女性 566人）とハワイ在住日系米国人（男性 100人、女性 106人），

合計 1,337人である。脂肪酸の習慣的な摂取量は 4回の 24時間思い出し
法により評価した。食事調査は認定を受けた調査者により面接にて実施し
た。血漿リン脂質脂肪酸組成は，同一のラボにてガスクロマトグラフィー
を用いて測定した。脂肪酸摂取量と血漿リン脂質脂肪酸組成の相関係数を
算出した。
［結果】

24時間思い出し法を用いて評価した 1日の平均脂肪酸摂取量は，パルミチ
ン酸 9.9g (4.3%kcal), オレイン酸 20.0g (8.6%kcal), a —リノレン酸 1 .8
g (0.8%kcal), エイコサペンタエン酸 (EPA)0.3 g (0.1 %kcal), ドコサヘキ

サエン酸 (DHA)0.6 g (0.3%kcal), リノール酸 12.2g (5.3%kcal), 平均血

漿リン脂質脂肪酸組成は，パルミチン酸 27.8%, オレイン酸 8.3%, a —リ
ノレン酸 0.2%,EPA3.6%, DHA8.0%, リノール酸 21.5%だった。脂肪酸
摂取量 (%kcal)と血漿リン脂質脂肪酸組成（％）の Pearson相関係数はハ
ルミチン酸0.09,オレイン酸0.04, a —リノレン酸 0.17, EPA0.63, DHA 
0.48, リノール酸 0.42となり， EPA, DHAに代表される長鎖 n-3脂肪酸
で高かった。
【結論】

本研究の対象者は魚介類摂取量が大きく異なる日本人とハワイ在住日系米
国人において、長鎖 n-3脂肪酸の摂取量と血漿リン脂質脂肪酸の間には強
い相関がみられた。血症リン脂質脂肪酸測定による EPA,DHA摂取量の評
価は可能と考えられた。
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国民健康・栄養調査結果の年次推移に協力率および人口の高齢
化が与える影響

吉澤剛士尺奥田奈賀子 l、西信雄 1

1独立行政法人 国立健康・栄養研究所

キーワード： 国民健康・栄養調査、協力率、人口高齢化

【背景】国民健康・栄養調査の結果は健康日本21の最終評価や健康日本
2 1 (第 2次）の策定等に活用され、健康増進施策の貴重な資料となって
いる。ただ、協力率が 60歳代や 70歳以上の高齢者で高いことや、人口の
高齢化のため、年次推移の解釈には注意が必要である。
【目的】全国の人口をもとに年齢調整を行うことにより、国民健康・栄養

調査結果の年次推移に協力率および人口の高齢化が与える影響を評価する
こと。
【方法】国民健康・栄養調査結果の年次推移は、平成 15(2003)年から 22(2010)

年までを用いた。分析は、男女で減少頌向にある喫煙率 （現在習慣的に喫煙
している者の割合）と歩数、男性で増加傾向にある運動習慣のある者の割
合を対象とした。なお、喫煙率と歩数は高齢者 (70歳以上）ほど低い （少
ない）傾向にあり、運動習慣者の割合は高齢者ほど高い傾向にある。年齢
調整には各年の性、年齢 （各歳）別総人口 （国立社会保障・人口問題研究所
HP)を用い、 ①年齢調整なしの年次推移を、 ②各年の年齢構成に調整した
年次推移および③平成 17(2005)年の年齢構成に調整した年次推移と比較

した。
【結果】各年の年齢構成に調整した結果 （②)、年齢調整なしの年次推移
（①) に比べて、喫煙率は男女で 5----6%高く、運動習慣は 10%前後低い
結果が得られたが、歩数の変化の割合は男女とも 3%以内であった。また、
年次推移の増加傾向、減少傾向に関する統計学的有意性は、 ①と変わらな
かった。一方、平成 17年の年齢構成に調整した年次推移（③) において
も、 ①と比較した増減の割合は②と同程度であったが、女性の喫煙率と女
性の歩数の減少傾向の有意性はみられなくなった。
【考察】年齢調整なしの年次推移 （①)と比較することにより、各年の年齢

構成に調整した年次推移（②)では主に年齢による協力率の差異の影響を、
また平成 17年の年齢構成に調整した年次推移 （③)では主に高齢化によ
る影響を検討できると考えられる。ただ、年齢調整した年次推移が実態を
正しく反映できているかどうかは不明である。
【結論】国民健康・栄養調査結果の年次推移については、年齢による協力

率の差異や人口の高齢化の影響が含まれている可能性があり、年齢階級別
にも検討するなど慎重な解釈が必要である。
【謝辞】本研究は、厚生労働科学研究費補助金 H24一循環器等 （生習）一

一般ー 005の助成を受けた。
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大規模横断研究による慢性腎臓病 (CKD)リスクと食品・栄養

素摂取との関連

栗木清典 八 遠藤香 l、合田敏尚 1

1静岡県立大学 食品栄養科学部

キーワード ：慢性腎臓病 (CKD)、食品・栄養素摂取、大規模横断研究

【背景】近年、透析導入や心疾患のリスクの高い慢性腎臓病 (CKD)の患者

が増加していることから、 CKDの発症のリスク要因や予防要因を明らかに
して、一次予防対策を確立することが急務となっている。

【目的】 CKDの一次予防の基礎資料とするため、腎機能を評価する糸球体
濾過率 (eGFR:mUmin/1.73mりを指標に、 CKDリスクと食品・栄養素摂

取との関連を検討した。

【方法】 2005年~2007年に某人間ドックを受診した 12,070人を対象に、
横断研究を行った。30~79歳の対象者のうち、不適格者を除外した男 6,343
人と女 3,045人を解析対象者とした。eGFR30-59の者を症例群（男 456

人、女 138 人）と定義し、 eGFR~60 の者を対照群とした。 対照群の食物
摂取頻度調査票から算出した各食品・栄養素摂取量の四分位に従って解析
対象者を Q1~Q4に分類し、共分散分析により、 Q1~Q4における eGFR
の推定平均値を算出した。CKDリスクは、多重ロジスティック回帰分析に
より、 Q1に対する Q2~Q4のオッズ比 [OR、95%信頼区間 (Cl)、トレン
ド検定 (pfor trend)]を算出した。なお、交絡要因で補正し、男女別に解析

した。

【結果】男では、鶏肉、加工肉、脂質、飽和脂肪酸、ショ糖の摂取量と eGFR
の推定平均値に負の関連がみられた (<0.05)。また、脂質と飽和脂肪酸の
Q4の ORは、 1.51、1.32(1.09~2.09、0.96-1.82、<0.01)であった。一

方、女では、脂の乗った魚、卵、納豆の摂取量と eGFRの推定平均値に正
の関連が、飽和脂肪酸、ショ糖の摂取量と負の関連がみられた (<0.05)。し
かし、 CKDリスクと栄養素摂取に関連はみられなかった。

【考察】本研究では、男女共に、飽和脂肪酸、ショ糖の摂取量と eGFRの
推定平均値に負の関連がみられ、男性では、脂質、飽和脂肪酸の摂取量に
よる CKDリスクは有意に高かった。食生活習慣や eGFRの算出式が日本
と異なる米国でも、飽和脂肪酸、ショ糖の摂取量と腎機能の低下に負の関
連があると報告されており、整合性がみられた。最後に、（財）静岡健康管
理センターのスタッフの皆様に感謝申し上げます。
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詳細型および簡易型食事歴法質問票を用いた日本人の食事由来
全抗酸化能推定法の確立およびその値の比較

児林聡美 1、佐々木敏 1、廣田直子 2、野津あきこ 3、福井充 4、伊達ちぐさ 5

1東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学、 2松本大学人間健康学部健康栄養学科、
3鳥取短期大学生活学科、 4 大阪市立大学大学院医学系研究科推計学、 5兵庫県立大
学環境人間学部食環境栄養課程

キーワード：栄養疫学、全抗酸化能、食事歴法質問票

【背景】近年欧米では、食事中に含まれる抗酸化物質の影響を複合的に評価
する、食事由来全抗酸化能（食事 TAC) と健康の関連が検討されるように
なってきた。しかし、日本を含むアジア圏では行われておらず、食事 TAC
を推定する方法も未だ確立されていない。
【目的】日本人の食事を評価できる自記式食事歴法質問票 (DHQ)および

その簡易版の質問票 (BDHQ)を用いて、日本人の食事 TACを推定可能に
する。また、日本人成人男女の摂取している食事に由来する TACを 2種
類の質問票を用いて算出し、その値を比較する。
【方法】 DHQで尋ねている 150食品および BDHQで尋ねている 58食品
に 4種類の測定法 (FRAP法、 ORAC法、 TEAC法、 TRAP法）による
TAC値を当てはめるため、 PubMedを用いて TAC値を測定している文献
を収集および精読した。得られた 28報の文献を用いて各食品に TAC値を
当てはめ、 DHQおよび BDHQの回答から食事 TACの値を推定可能にし
た。日本の 3地域 （長野、大阪、鳥取）に住む 30歳から 69歳の女性 94
人とその夫 94人が 2002年 11月に回答した DHQおよび BDHQを用い
て食事 TACの中央値を算出し、ウィルコクソンの符号付順位和検定により
2つの質問票から得られた食事 TACの値を比較した。また、各食品が食事
TACに寄与している割合を算出した。
【結果】女性では、 DHQで推定した食事 TACに比べて、 BDHQで推定し
た値は、 FRAP法、 ORAC法および TEAC法で有意に低くなり、 TRAP法
では有意に高くなった。一方男性は FRAP法、 ORAC法および TRAP法
で 2つの質問票から得られた食事 TACに差がなく、 TEAC法で DHQに
比べて BDHQで推定した食事 TACが有意に低くなった。食事 TACに最
も寄与している食品は、男女ともに DHQおよび BDHQのいずれもコー
ヒー (38~75%) であり、 2番目に寄与している食品は緑茶 (10~38%)
であった。
【考察】 DHQと BDHQでは飲み物の摂取頻度の選択肢が異なっている。

このことにより、 2つの質問票で推定した食事 TACに差が生じた可能性が
ある。また、緑茶が主に寄与している食品のひとつとして挙がったことは、
欧米の研究とは異なる点であった。
【結論】本研究により、その妥当性は不明であるものの、質問票を用いて
日本人の食事 TACを推定可能にし、今後日本人を対象として食事 TACと
様々な健康状態との関連を検討することが可能になった。
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臼蓋形成不全による変形性股関節症女性患者の生殖歴と診断時
重症度との関連

乾未来＼大藤さとこ l、近藤亨子 1、高橋真治尺廣田良夫 1

1大阪市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学

キーワード：変形性股関節症、臼蓋形成不全、生殖歴

【目的】臼蓋形成不全による変形性股関節症女性患者を対象とし、診断時
重症度に対する生殖歴の影響を検討した。

【方法】全国 15病院の整形外科において、平成 20年 1月から 9月の間
に、初めて変形性股関節症と診断された患者を対象に、疫学調査を実施し
た。生活習慣や生殖歴に関する情報は自記式質問票より、診断時の病状に
関する情報は医師記入用調査票より収集した。結果指標は「診断時の病期
分類」とし、「前関節症•初期／進行期・末期」の 2 段階に分類した。 解析
は、ロジスティック回帰モデルを用いて、各因子のオッズ比 (OR)およひ
95 %信頼区間 (Cl)を算出した。

【結果】臼蓋形成不全を病因とし、股関節の手術歴のない女性患者 274人
を解析対象とした。このうち、診断時に進行期・末期の患者は 199人 (73
％）を占めた。
初潮年齢が早い者では、診断時に進行期・末期である者が多く、 OR(95 

% Cl)は 13歳未満 (vs.15歳以上）で 3.28(1.00-11.3)を示した。また、月
経期間が長い者、出産回数が多い者では、月経期間 39年以上 (vs.30年未満）
で 6.35(2.57-15.7)、出産回数 3回以上 (vs.出産経験なし）で 3.37(1.05-

10.8)と、有意な OR上昇を認めた。自然閉経した 153人に限定した閉経
後の因子（閉経時年齢および閉経からの経過時間）に関しては、明らかな関
連を認めなかった。

【考察および結論】臼蓋形成不全による変形性股関節症患者では、初潮年
齢が早い者、月経期間が長い者で、診断時の病期が進行しており、内因性
エストロゲンの曝露期間が診断時の重症度に影響している可能性が示唆さ
れた。出産回数については、妊娠・出産に伴う体重の増加が診断時重症度
と関連している可能性がある。

【会員外共同研究者】神宮司 誠也 （九州労災病院整形外科）

【謝辞】本研究は、（社）日本整形外科学会プロジェクト研究 「日本人にお
ける臼蓋形成不全による変形性股関節症に関する疫学調査」、科学研究費助
成事業（基盤研究 C)「変形性股関節症患者における症状重篤度に関連する
因子」の助成を受けて実施した。
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判別分析による筋萎縮性側索硬化症の予後進展状況の予測に関
する研究

岡本和士 入小久保康昌 叉 紀 平 為子 汽江上いずず 4、琶原茂樹 5

1愛知県立大学看護学部疫学、 2 三重大学大学院医学研究科神経内科、3 関西医
療大学保健医療学部、 4 名古屋文理大学健康生活学部、 5 鈴鹿医療科学大学保
健衛生学部

キーワード：筋萎縮性側索硬化症、予後、判別分析

【目的】筋萎縮性側索硬化症 （以下、 ALS)は、運動神経の障害により重
篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたし、発症後 3年から 5年で呼吸筋麻痺に
より死亡する極めて進行の早い神経変性疾患である。そのため、患者にお
ける重症度の程度を予測することは早期に病状の進展する可能性を持つ患
者の把握、さらに病状の進展を防止するうえで非常に有用である。そこで
我々は、判別分析を用いて予後進展と関連する要因の検討を行った。
【方法】症例は、愛知県内に居住する ALS患者のうち 2009年に行った自

記式のアンケート調査 （以下、ベースラインデータという）と1年後に実施
した病状進展に関する追跡調査ともに回答が得られた 93人の ALS患者を
解析対象とした。予後進展の指標には本人及び代理人から評価された重症
度の変化を用い、〇＝安定（調査開始時と比べて変化なし、あるいは好転）
あるいは 1=悪化に分類した。 線形判別分析は重症度の進展の可能性の
高い患者を選定するための予測式を作成するために用いた。リスク要因の
関連の強さはオッズ比と 95%信頼区間の算出によって評価した。
【成績】 1年後の追跡が可能であった 93名のうち安定が 32名 (34.4%)、
悪化が 61名 (65.6%)であった。ベースラインデータのうち安定群と悪
化群間で有意差の認められた要因に対し、判別分析 （ステップワイズ法）を
用いて予測因子を抽出した結果、 A型行動パターン、自覚ストレス（あり）、
精神不安定（増大）、痛み（増大）、食欲（不良）の5つの予測因子が得ら
れた。これらはすべて ALSの重症度の進展と独立して関連していた。分類
の正確性は安定に対し 83.3%、悪化に対しては 85.3%であり、全体では
85.0 %であった。
【考察】 A型行動パターン、自覚ストレス（あり）、精神不安定（増大）な
ど神経に対する攻撃因子（酸化ストレス）と食欲（不良）の様な防御因子
のバランスの崩れた状態、すなわち防御因子よりも攻撃因子が優位な状態
がALSの重症度の進展と関連する可能性が示唆された。
【結論】本研究にて得られた判別分析結果は重症度の進展の可能性を有す

る患者をかなり高い精度で予測できることを示した。ALSの病状の進展の
可能性を早期にスクリーニングするためには、今後追跡対象の増加などモ
デルの信頼性と妥当性を高める必要性が認められた。

P1-120 

臼蓋形成不全による変形性股関節症患者の体重と診断時重症度
との関連

大藤さとこ 1、近藤亨子 1、高橋真治 1、乾未来 1、廣田良夫 1

1大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学

キーワード：変形性股関節症、重症度、関連因子

【目的】臼蓋形成不全による変形性股関節症患者を対象とし、診断時重症
度に対する 20歳時 ・40歳時・現在体重の影響を検討した。また、これら
体重の影響について、片側罹患例と両側罹患例別に検討した。

【方法】平成 20年 1月から 9月の期間に、全国 15病院の整形外科で初め
て変形性股関節症と診断された患者を対象に、疫学調査を実施した。体重
(20歳時 ・40歳時・現在）に関する情報は、自記式質問票を用いて収集し
た。診断時重症度の指標（結果指標）は、医師診断による病期分類（前関節
症•初期・進行期・末期）とし、両関節罹患の場合はより進行した関節の病
期を採用した。 解析では病期分類を 1) 前関節症•初期、 2) 進行期・末期
の2段階に分類し、 Logisticregression modelを用いて進行期・末期に対
する各要因のオッズ比 (OR)および 95%信頼区間 (95%CI)を算出した。

【結果】臼蓋形成不全による変形性股関節症患者のうち、股関節の手術歴
がない 40歳以上の患者 285人を解析対象とした。このうち、診断時に進
行期・末期であったものは 222人 (78%)であった。
40歳時体重が重い者、現在体重が重い者では診断時重症度が進行期・末期に
あるものが多く、第4四分位の OR(95 % Cl)はそれぞれ 3.13(1.16-8.45)、
3.10 (1.12-8.61) であった。また、 20歳時から 40歳時までの体重増加
(5kg以上）も有意な正の関連を示したが (OR=2.72,1.05-7.02)、40歳時

から現在までの体重増加に関しては、明らかな関連を認めなかった。これ
ら体重の影響は、片側罹患例、両側罹患例に拘らず同様であった。

【結論】臼蓋形成不全による変形性股関節症患者では、診断時に既に進行
期・末期に至っているものが多い。片側罹患例、両側罹患例に拘らず、 20
歳時から 40歳時にかけての体重増加および 40歳時体重が、診断時重症度
に影響する可能性が示唆された。

【会員外共同研究者】神宮司誠也（九州労災病院整形外科）
【謝辞】本研究は、 （社）日本整形外科学会プロジェクト研究「日本人にお

ける臼蓋形成不全による変形性股関節症に関する疫学調査」、科学研究費助
成事業 （基盤研究 C)「変形性股関節症患者における症状重篤度に関連する
因子」の助成を受けて実施した。
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P1-121 
運動継続の支援方法としての携帯電話の利用可能性

岡本希 1、中谷敏昭 2、松崎三十鈴 3、菊川早苗矢岡野雅洋子叉永原理英叉
車谷典男 l

1奈良県立医科大学 地域健康医学教室、 2天理大学体育学部、 3奈良県香芝市保健
センター

キーワード ：運動、支援方法、携帯電話

【背景】市町村保健センターの非対面式の運動プログラムでは、継続の支
援方法として日記帳形式の記録表に運動内容を記入する方法がとられるこ
とがある。この支援方法の欠点は参加者が保健センターから助言を受ける
頻度が制限される点である。本研究では、随時の双方向のやり取りを可能
にするため、参加者が携帯電話から運動内容を入力し、保健センターが入
力情報を確認できる専用サイトを開設した。
【目的】発表者らが本研究と同時期に実施した非対面式の運動プログラム
（日記帳形式の記録表を利用、以下 「従来法」） と比較することで、支援方
法としての携帯電話の利用可能性を検証すること。
【方法】対象者は参加同意書を提出した 29名 （男性は 12名）であった。

介入期間は 2006年 6月から 10月の 20週間で、介入前後に健診と体力測
定 (3分間歩行距離 SSWT・30秒間椅子立ち上がり回数 CS-30)を実施
した。介入内容は、 ①ベースライン歩数から毎日 2,000歩の増加と、②目
標心拍数でのウォーキングを週 2日以上、 1回20分以上行うこととした。
携帯電話から歩数とウォーキング時の脈拍数の値を入力することを求めた。
保健センターで入力情報を受信すると、累積歩数、累積歩行距離、月単位
での歩数順位等が自動計算された。参加者はこれらの情報と担当保健師が
作成した支援メッセージを専用サイトで確認できた。
【結果】データ未入力は 1名、介入後健診の不参加は 3名であり、プログラ
ム継続者は 25名 （男性 11名・平均 59歳、女性 14名・平均 57歳）であっ
た。介入後、体重の平均値は 0.9kg有意に減少し、拡張期血圧は 5.4mmHg

有意に低下した。SSWTは介入後に 12.2m有意に増加した。CS-30では
有意な変化はなかった。SSWTから換算した最大酸素摂取量の増加率では、
従来法の男性 16.0%と女性 6.6%に比べ、本研究の男性 12.5%と女性
3.8 %は低かった。プログラムの継続率は、従来法では男性 86.4%と女性
85.9 %で、本研究では男性 91.7%と女性 82.4%であった。
【結論】本研究の SSWTの増加率が従来法に比べ低かったのは、介入期間
が 20週間と短く、持久力向上の途上にあったためと考える。未入力によ
る脱落者が 1名にとどまった点や男性の継続率が 91.7%と高かった点か
ら、携帯電話は運動継続の支援方法として利用可能と考える。

P1-123 

IL-6遺伝子多型 (C-634G) と骨密度との関連

中川弘子 1、内藤真理子 1、川合紗世 ＼ 岡田理恵子 1、森田えみ 1、若井建志
1、浜島信之 1

1名古屋大学大学院医学系研究科予防医学

キーワード ：IL-6C-634G、骨密度

【目的】
lnterleukin-6(1L-6)は炎症性サイトカインの一種であり、多くの炎症性疾患
発生リスクとの関連が報告されているが、骨代謝にも関与し破骨細胞分化
を誘導することが報告されている。IL-6遺伝子多型 (C-634G)と骨密度を
検討した先行研究では、 Gアレルもしくは GG型で骨密度が低くなるとの
報告があがっているが、まだ報告数は少ないのが現状である。そこで、日本
多施設共同コホート研究静岡地区のベースライン調査データを用いて、 IL-6
遺伝子多型と骨密度の関連について横断的に検討した。
【方法】

対象者は聖隷予防検診センターの人間ドック受診者で、 35歳から 65歳ま
での 467名。調査期間は 2006年 1月より 2007年 12月。自記式調査票
を用いて既往歴や生殖歴に関する情報を収集した。骨代謝に影響を与える薬
や健康食品等の服用者は除かれた。骨密度は、 DualX-ray Absorptiometry 

により撓骨遠位 1/3部で測定した。
【結果】

対象者は男 181名、女 286名（うち閉経後女性 163名）で平均年齢 50.3
士7.7歳。遺伝型は CC型 281名、 CG型 160名、 GG型25名で Hardy-

Weinberg平衡に沿っていた (p=0.72)。骨密度の平均値は、男性 0.74土

0.08g/cm叉 女性 0.61土 0.09g/cm2(閉経前 0.67土 0.06g/cm叉 閉経後
0.57土 0.82g/cm叫 遺伝子型別平均値 (g/cmりは、男性 CC型 0.74土

0.0069、CG型 0.75士0.010、GG型 0.75士0.028、閉経前女性 CC型
0.67土 0.0061、CG型 0.66土 0.011、CG型 0.68土 0.019、閉経後女
性 CC型 0.57士0.0085、CG型 0.58土 0.011、GG型 0.53土 0.021で
あった。共分散分析を行ったところ、遺伝子型と骨密度に有意な関連はみ
られなかった。（男性 p=0.79、閉経前女性 p=0.37、閉経後女性 p=0.29)。
男女と閉経有無で層別化し、年齢を補正した重回帰分析を行ったが、どの群
においても有意な結果を得ることができなかった。また、遺伝子型につい
て Gアレルの有無において同様の解析を行ったが、結果は同じであった。
【結論】

先行研究で示されたような IL-6遺伝子多型 (C-634G)と骨密度との関連
を、今回の結果では示すことができなかった。

P1-122 
臼蓋形成不全による変形性股関節症患者の疼痛と歩行能力に関
連する因子

近藤亨子 l、大藤さとこ 2、福島若葉 2、前田章子 2、高橋真治叉乾未来 2、廣
田良夫 2

1大阪市立大学大学院医学研究科、 2 大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学

キーワード ：変形性股関節症、股関節機能、関連因子

【目的】臼蓋形成不全による変形性股関節症の女性患者を対象とし、診断
時の疼痛と歩行能力に関連する因子を検討する。
【方法】デザインは、横断研究。平成 20年 1月から 9月の間に、全国 15
病院の整形外科において、初めて変形性股関節症と診断された患者を対象
に疫学調査を実施した。本調査では、医師記入用調査票より年齢、診断時
身長・体重、日本整形外科学会股関節機能判定基準（新 JOAスコア）、患
者記入用調査票より関連因子 （生活習慣を含む背景因子、既往歴、等）の情
報を得た。結果指標は、新 JOAスコアの (1)疼痛 （片側、もしくは両側
に持続的自発痛あり）、(2)歩行能力 （杖なしで 500m以上歩行困難）とし
た。関連因子は、 Logisticregression modelを用いてオッズ比 (OR)、お
よび 95%信頼区間 (Cl) を計算して評価した。
【結果】 臼蓋形成不全による変形性股関節症患者のうち股関節手術歴がな

い女性患者 298人を解析対象とした。(1)疼痛と関連を示した因子は、身
長（第 3三分位 vs.第 1三分位： OR=0.29, 95 % Cl=0.08-0.99)、中高生
時運動部参加 (3.03,1.19-7.71) であった。(2)歩行能力と関連を示した
因子は、年齢（第 3三分位 vs.第 1三分位： 4.66, 2.28-9.54)、身長（第 2
三分位 vs.第 1三分位： 0.48, 0.25-0.93) 、出産 (~ 3 人 VS . 0人： 2.36, 
1 . 03-5.42 ) 、就学年数 (~1 0 年 vs. 9年： 0.29, 0.11-0.76)であった。

【結論】 臼蓋形成不全による変形性股関節症女性患者において、「中高生
時運動部参加者」は、疼痛が強く、「身長が高い者」は、疼痛が弱かった。
「高齢者」、「出産数が多い者」は歩行能力が悪く、「身長が高い者」、「就学
年数が長い者」では歩行能力が保たれていた。
【会員外共同研究者】神宮司誠也 （九州労災病院整形外科）
【謝辞】本研究は、 （社）日本整形外科学会プロジェクト研究 「日本人にお
ける臼蓋形成不全による変形性股関節症に関する疫学調査」、科学研究費助
成事業（基盤研究 C)「変形性股関節症患者における症状重篤度に関連する
因子」の助成を受けて実施した。

P1-124 
パーキンソン病患者の非運動症状による摂食感下と QOLへの
影響

韓萌 1、安部真彰 2,3、野中道夫 4、川井元晴叉小笠原淳一叉大西浩文 叉 久
保高明 6、東嶋美佐子 7、陳敏 史 村上雅仁 ，、 前田慶明 10、加藤順一 3,11、森
満 5、神田隆 3

1山口大学医学研究科環境保健医学分野、 2山口大学医学研究科地域医療推進講座、 3

山口大学医学部附属病院神経内科講座、 4札幌山の上病院神経内科、 5札幌医科大学医
学部公衆衛生学教室、 6熊本保健科学大学理学療法学科、 7長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科、 8宇部市協立病院リハビリテーション科、9神戸国際大学理学療法学科、
10広島大学医歯薬保健学研究院統合健康科学部門、 11兵庫県立リハビリテーション
西播磨病院内科

キーワード：パーキンソン病、非運動症状、断面研究

【背景】パーキンソン病 (PD)患者の喋下障害において、口腔器が主とす
る運動症状のほか、抑うつなどの非運動症状にも影響されている。

【目的】本研究は PD患者が普段から多くみられるもっとも辛い症状の 1
つである疲労に着目して、まず断面研究で PD患者の摂食・喋下障害およ
び QOL低下との関連性を調査した。
【方法】山口大学附属病院等 3つの病院に通院する PD患者を対象に、質

問紙による調査と患者本人とその家族に対する聞き込み調査を実施した。
調査尺度は SwallowingDisturbance Questionnaire (SDQ; 喋下障害質問
票）、 MultipleFatigue Inventory (MFI; 多次元疲労尺度）、 NonMotor Symp-

tom Questionnaire (NMSQ; 非運動症状質問紙）、 NonMotor Symptoms 

Scale(NMSS; 非運動症状スケール）および PDQ-8(パーキンソン病 QOL

調査）を用いた。MFIはさらに全般的疲労、身体的疲労、活動性疲労、意
欲的疲労と精神的疲労の 5つのカテゴリーを分け、それぞれに SDQとの
相関関係を調べた。これらの尺度から得点数値化したデータを用いて、統
計学的処理を行った。
【結果】 H&Y 重症度分類 2~4 の PD 患者 33 名 （男性 14 名、女性 19 名、
平均年齢 67.5士2.6歳）から MFIスコアと SDQスコアとの相関関係が
示された。MFIにおいては特に身体的疲労と全般的疲労が SDQと強い相
関関係がみられ、さらに NMSQにおいてはそれぞれに SDQとPDQ-8と
の有意な相関関係も認められた。

【考察】疲労には末梢性疲労と中枢性疲労が大別される。PD患者は運動障
害によるエネルギー消費量が増大する末梢性疲労のほか、身体機能の低下
に伴うストレスが関与する中枢性疲労もある。これらは注意力と持続遂行
力を妨げることによって PD患者の喋下障害に関連したと考えられる。
【結論】これまでの臨床現場では PD患者の非運動症状についてあまり注

目されていなかったが、通院 PD患者を対象とした本調査では、疲労度が
代表する非運動症状がと喋下障害及び QOLとそれぞれに有意な関係が示
唆された。
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P1-125 

ベーチェット病新規患者の 1年後の予後に関連する要因ー臨床
調査個人票を用いて

黒沢美智子 1、稲葉裕 2、石ケ坪良明叉岳野光洋 3、横山和仁 1

1順天堂大学医学部衛生学、 2実践女子大学生活科学部、 3 横浜市立大学病態免疫制
御内科

キーワード：予後、ベーチェット病、悪化要因

【はじめに】ベーチェット病は原因不明の全身性疾患で厚労省難治性疾患克
服研究事業治療研究対象疾患となっており、重症度は StageO~Vに分類
されている。Stage Iは眼症状以外の症状があるもの、 StageIIは Stage
lに眼症状（虹彩毛様体炎）や関節炎や副睾丸炎が加わったもの、 StageIll 
は眼症状（網脈絡膜炎）があるもの、 StageIVは失明の可能性がある眼合併
症、重度の後遺症を有す特殊病型、 StageVは生命予後に危険のある特殊
病型、進行性神経ベーチェット病とされ、 Vが最も重症である。
【目的】医療費の自己負担軽減のための受給申請時に提出される臨床調査

個人票データを用いて、 2004年新規申請者の 1年後の悪化の要因を確認
することを目的とする。
【方法】臨床調査個人票データは都道府県別に 2004年、 2005年共に良好

に入力されていたデータを用いた。2004年の新規データ 390例と 2005
年の更新時データを連結させ、申請時の重症度 (Stage I ~V)が、 2005
年の更新時に進行していた人を「悪化」とした。分析は多重ロジスティッ
クモデルを用い、結果変数を「悪化」とし、リスク因子として 2004年申請
時の症状（口腔内アフタ、皮膚症状、眼症状、外陰部潰瘍、関節炎、副睾丸
炎、消化器病変、中枢神経病変、等）、治療（ステロイド、免疫抑制剤、コ
ルヒチン）の有無とし、性・年齢を調整した上でオッズ比を求めた。
【結果】 2004年の新規データ 390例の性比（男：女）は 1:1.4、男女とも

25~55歳が多かった。2004年新規の重症度不明を除く 376例のうち、
StageOは 9例 (2.4%)、 1は 163例 (43.4%)、 IIは 68例 (18.1%)、Ill
48例 (12.8%)、IV80例 (21.3%)、V8例 (2.1%)であった。2005年に
重症度の変化がなかったのは 210例 (55.9%)、悪化 25例 (6.6%)、軽快
45例 (8.4%)、不明 6例 (7.9%)、非継続 90例 (23.7%)であった。ベー
チッエト病は若年で発症した男性に重症者が多いという特徴を有するが、多
変量解析の結果、 2004年時の年齢 35歳以上に対し、 35歳未満のオッズ
比は 2.38(95%CI:1.04~5.47)と高かった。症状では副睾丸炎（男性のみ）
のオッズ比が 3.45(95%CI:0.74~16.15)、性・年齢を調整した分析では潜
血または下血有りのオッズ比が 1.73(95%CI:0.58~5.13)、中枢神経病変：
麻痺のオッズ比が 1.93(95%CI:0.50~7.49)とやや高かったものの、いず
れも有意ではなかった。他の症状や治療法には 1年後の悪化に影響する要
因は認められなかった。今回は 2004年新規 1年分の連結データを用いて
分析したが、今後は 2004~2008年の 5年分のデータを用い、 1年後の悪
化要因を分析する。
「謝辞」本研究の一部は厚労科研難治性疾患克服研究事業の補助を得て

行った。

P1-127 
痛風病因遺伝子 ABCG2の解析による高尿酸血症の新規病態
の解明

松尾洋孝 1、高田龍平 2、中山昌喜 1、清水徹叉春日裕志叉中島宏 4、中村好
宏5、高田雄三 6、中村真希子叉櫻井裕 4、四ノ宮成祥 1、鈴木洋史ス市田公
美 7

1防衛医科大学校分子生体制御学、 2東京大学医学部附属病院薬剤部、 3みどリヶ丘
病院、 4防衛医科大学校衛生学公衆衛生学、 5防衛医科大学校数学研究室、 6防衛医
科大学校共同利用研究施設、 7東京薬科大学病態生理学

キーワード：尿酸トランスポーター ABCG2/BCRP、高尿酸血症、病型分類

【背景・目的】遺伝子 ABCG2は尿酸排泄輸送体をコードしており、そ
の機能低下型変異である Q141K(rs2231142)と機能消失型変異である
Q126X(rs72552713)との組み合わせにより、 ABCG2の排泄機能が推定で
き、その機能の低下が痛風および高尿酸血症の発症リスクを有意に上昇さ
せることが、これまでの我々の研究により報告されている。また、生活習
慣病のひとつである高尿酸血症は、従来「腎臓からの尿酸の排泄能力の低
下」と「尿酸産生量の過剰」が原因で発症すると考えられてきた。そこで
今回、 ABCG2遺伝子の変異が尿酸の排泄経路に及ぽす影響を調べ、高尿
酸血症の発症リスクを上昇させるメカニズムについて検討した。
【方法・結果】日本人男性 644人の高尿酸血症患者を対象とした ABCG2

遺伝子の変異解析の結果、予想に反し、 ABCG2の尿酸排泄機能は腎臓か
らの尿酸排泄量に逆相関することが明らかとなった。ABCG2遺伝子の変
異は高尿酸血症患者全体の 76%に認め、また、 ABCG2の機能低下に伴い、
従来の病型分類における「産生過剰」の高尿酸血症発症のリスクが最大で
2.3倍高くなることが判明した。さらに、 Abcg2ノックアウトマウスでは、
ABCG2の機能低下を伴うヒトの高尿酸血症例と同様、血清尿酸値は上昇
し腎臓からの尿酸排泄も増加していた一方で、腸管からの尿酸排泄が低下
していることを見出した。
【考察】 ABCG2遺伝子変異は腸管からの尿酸排泄機能を低下させ、その

ために血清尿酸値が上昇し腎臓からの尿酸排泄量が増加するという、高尿
酸血症の新しいメカニズムが示唆された。腎外組織での ABCG2発現レベ
ルが高いことと合わせると、これは今まで無視しがちであった腸管からの
尿酸排泄の重要性を示すものであり、我々は高尿酸血症の主要な原因とし
て新たに 「腎外排泄低下型」高尿酸血症という概念を提唱する。また、従
来の 「産生過剰型」は、 「腎外排泄低下型」と （真の）「産生過剰型」の二つ
のサブタイプから構成される「腎負荷型」と改称することを提唱している。
上記の知見により、新たな視点からの高尿酸血症の予防法や治療薬の開発
が期待される。
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ピタミン B6および葉酸の血中濃度と酸化的遺伝子損傷レベル
との関連

桑原恵介 1、南里明子 l、PhamNgoc Minh1、黒谷佳代 1、久米絢弓 1、佐藤匡
央 2、河井一明 3、葛西宏 3、溝上哲也 1

1国立国際医療研究センター臨床研究センター疫学予防研究部、 2 九州大学大学院農
学研究院栄養化学分野、 3産業医科大学産業生態科学研究所職業性腫瘍学

キーワード：ビタミン 86、8-0HdG、酸化的遺伝子損傷

【背景】ビタミン B6および葉酸は発がんとの予防的関連が報告されてい
る。動物実験で、これらビタミン B群の不足によって増加するホモシステ
インは酸化ストレスを増大させることが示されている。しかし、ビタミン
B6、葉酸およびホモシステインの血中濃度と酸化的遺伝子損傷マーカーと
の関連を検討した研究はほとんどない。
【目的】日本人勤労者を対象に、血中のピリドキサール（遊離型ビタミン

B6)、葉酸およびホモシステイン濃度と尿中 8七ドロキシデオキシグアノ
シン (8-0HdG)値との断面的関連を検討した。
【方法】 2006年 7月および 11月に健診を受診した九州北部2地域の公務

員 547名 (21~67歳）のうち、葉酸およびホモシステインについては 500
名（男性 293名、女性 207名）、さらにピリドキサールについては 398名
（男性 229名、女性 169名）を解析対象とした。重回帰分析により、ピリド
キサール、葉酸、ホモシステインの血中濃度の三等分位に対する 8-0HdG
の調整幾何平均値を計算し、あわせて傾向性を検定した。性、年齢、職場、
BMI、喫煙状況、フェリチン、高感度 CRPを交絡要因として調整した。性
との交互作用が有意であったピリドキサールは男女別に解析した。
【結果】男性では、血清ピリドキサール濃度が高いほど尿中 8-0HdG値が

有意に低下し（傾向性 p< 0.05)、その関連はホモシステイン調整後も変
わらなかった。女性におけるピリドキサール、また、葉酸およびホモシス
テインと 8-0HdG値との関連は認めなかった。
【考察】本研究の男性における結果は、血中タンパク質結合型ビタミン B6
(pyridoxal-5'-phosphate)濃度と尿中 8-0HdG値との負の関連を示した
米国の断面研究 (Shenet al., 2010)と一致する。本研究ではホモシステイ
ン調整後もビタミン B6と8-0HdG値との関連には変化がなかったため、
ホモシステインを介した酸化的遺伝子損傷メカニズムの可能性は低く、抗
酸化物質であるグルタチオンの産生低下など別のメカニズムが関わってい
るのかもしれない。
【結論】日本人男性における血中ピリドキサール濃度と尿中 8-0HdG値と

の負の関連は、酸化的遺伝子損傷に対するビタミン B6の予防的役割を支
持する。
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PCR-CTPP法を用いたモルヒネ関連遺伝子多型の同定
田村高志 1、菱田 朝陽 1、杢野純一郎 1、後藤康幸 1、神谷悦功 叉浜島信之 1

1名古屋大学大学院医学系研究科予防医学、 2 国立病院機構東名古屋病院血液・腫
瘍内科

キーワード：モルヒネ、遺伝子多型、 PCR

【背景】
モルヒネはがん疼痛緩和に用いられるオピオイドの一つで、その効能・副
作用発現には、モルヒネの代謝・排泄・作用部位に関与する蛋白の遺伝子
多型が大きく影響している事が知られている。
【目的】

本研究では、 PCR-CTPP法 (PolymeraseChain Reaction with Confronting 
Two-Pair Primers)を用いて、モルヒネの効能・副作用発現に関わる多型の
Genotypingを対象者に実施し、 HapMapprojectsと他研究が報告してい
る日本人のアレル頻度と比較することにより、本方法が関連多型を正しく
同定し、モルヒネの個別化投与を実施する際の遺伝子型同定法として有用
であるか検討する。
【方法】

対象者は、 J-MICCStudy (Japan Multi-Institutional Collaborative Co-
hort Study)の一地区である大幸研究参加者の名古屋市民 468名である。
PCR-CTPP法を用いて、 UGT287C802T (rs7439366), ABCB1 C1236T 
(rs1128503), OPRM1 A118G (rs1799971)の遺伝子型を効率的に同定す
る。
【結果】

本法を用いた各多型の遺伝子型頻度およびアレル頻度は、 UGT287C802T 
(rs7439366)において CC(51.5%), CT (39.2%), TT (9.3%), C allele 
(0.711), T allele (0.289)、ABCB1C1236T (rs1128503)において CC
(17.3%), CT (45.5%), TT (37.2%), C allele (0.401), T allele (0.599)、
OPRM1 A 11 BG (rs1799971)において AA(33.1 %), AG (50.6%), GG 
(16.3%), A allele (0.584), G allele (0.416)であリ、全て Hardy-Weinberg
平衡に従っていた。
【考察】

本研究で確認した多型のアレル頻度は、 Hardy-Weinberg平衡に従うとと
もに、 HapMapprojectsと他研究が報告している日本人のアレル頻度と近
似していた。従って、本法は関連多型の日本人アレル頻度を正しく再現し、
各遺伝子型を正確に同定出来ていると考えられる。一方、本法は既存の多
型に対して、 Genotypingが成功しない例もあり、各分野で応用するために
は、多型毎に PCR条件を調整し、同定可能であるかどうか確認する必要
がある。
【結論】

本法はモルヒネの個別化投与を検討する際の遺伝子型同定に貢献しうる。
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患者は正しく点眼を行なっているか？一緑内障点眼薬処方歴
による記述疫学一

横道洋司八山縣然太朗 1

1山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座

キーワード ：緑内障点眼薬、処方量、記述疫学

【背景】 40歳以上の日本人の緑内障の有病率は概ね 5-7%とされる。
その治療の主体は点眼薬である。医師の思惑通りに点眼治療を行なってい
る患者は多くない、という臨床医の意見がある。

【目的】 一度診断されれば外科的治療をしない限リ以後点眼が必要とな
る緑内障患者の点眼薬使用状況を、必要な点眼量に対する患者の点眼薬処
方量の比を MPR(medicationpossession ratio)という指標で表し、集計・

考察することを試みた。

【方法】 対象は社会保険加入者で緑内障点眼薬の治療を受けている患者
である。2008年 1月から 2010年 12月までの国内約 7割の社会保険レ
セプトデータを用いた。組み入れ基準は 2007年以前に緑内障と診断され
2011年以降に加療中の患者である。除外基準は 2008年から 2010年まで
に緑内障外科手術を行った患者とした。MPRの計算は、 2009年 1月から
12月までの緑内障治療点眼薬の処方箋情報を用いて 2009年一年間の処方
量（分子）と必要量（分母）から個人毎に算出した。たとえば MPRが 1

より大きいことは過剰に薬剤を受け取っていることを意味する。MPRのヒ
ストグラムを性、年齢階級、点眼薬の本数別に検討することとした。

【結果】 全解析対象者の MPRの最頻値は 1.0、平均値は 0.895であり、
右に歪んだヒストグラムとなった。女性のほうが男性より 1を切る範囲で
MPRは大きく、したがって真面目に外来受診をしていた。男女とも、高齢
になるほど MPRは大きくなる。また薬剤の本数が多いほど、 MPRは小さ
い傾向がある。これは、本数が多いほど薬剤の処方を受けていないことを
示す。

【考察】 患者は点眼薬を予定量使用していない傾向がみられた。これは
米国の結果とも類似している。男性よりも女性のほうが MPRの平均は高
く、薬剤の点眼状況はより良好であると考えられた。薬剤の本数が多くな
るにつれ、 MPRが低下する傾向にあるのは、複数の点眼薬は同時に点眼で
きず煩雑さから使用状況が悪くなるのかもしれない。

【結論】 緑内障点眼薬について、薬剤の必要量に対する処方量の比を表
す MPRを用いて性・年齢・点眼薬本数別にその使用状況の分布を調査し
た。性・年齢・点眼薬本数別の使用状況の把握は今後日本の緑内障診療の
一助となろう。今後他の薬剤での解析を試みる。
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健常高齢者の生活習慣と記憶機能に関するコホート調査

高田明美＼月浦崇 1

1京都大学大学院人間・環境学研究科 認知科学分野

キーワード：高齢者、記憶機能、生活習慣

【背景・目的】近年、高齢者の認知機能と運動や食事などの生活習慣との関
連の研究が進み、パズルを解く等の知的活動や、友人との付き合い等の社
会ネットワークが高齢者の認知機能に与える影響について議論されている。
しかし、認知機能は一様ではなく、特に高齢者の記憶機能の生活習慣や知
的活動との関連や影響については十分理解が進んでいない。そこで、高齢
者の記憶・認知機能と身体活動等の生活習慣との関連を明らかにするため
に本調査を計画した。

【方法】 6074歳の男女就業者 85名を対象に、平成 23年 10月より 1年
間のコホート調査を開始した。調査開始時には、記憶・認知機能検査［記
憶 (WMS-R)、前頭葉機能 (FAB)、一般的認知機能 (MMSE)]、健康関連

QOL (SF-8)、食物摂取頻度調査 (FFQW)、身体活動 (IPAQ-SV)、知的
活動、社会ネットワークなど生活習慣に関する質問票、心理調査等を実施
し、半年後質問紙調査、 1年後、記憶および認知機能検査、生活習慣等に
関する質問票を実施する予定である。倫理的配慮として調査不参加および
途中離脱による不利益が生じないよう、また個人情報保護等の配慮を行っ
た。なお、本研究は、京都大学大学院人間・環境学研究科倫理委員会にて
承認、内閣府の 「最先端・次世代研究開発支援プログラム」 (LZ001: 月浦
崇代表）の助成を受けている。

【結果・考察】ベースラインでは SF-8の PCS(身体的サマリースコア）と

WMS-Rの一般的、遅延再生、注意集中、言語性記憶、 FABのスコアは統計
学的に有意な相関があリ、 IPAQクラス 3 (10 24METs-h/wkの運動習慣に
相当）の参加者が、 WMS-R一般的記憶スコアの平均値において、他のクラ
スの参加者と比較して有意に高い値を示した。また、知的活動では、パズ
ルを行う頻度の高い参加者、社会的ネットワークでは、外出頻度の高い参
加者において、 WMS-R一般的記憶スコアに有意に高い値が示された。身
体的な QOLは高齢者の記憶機能と関連があり、また適度な身体活動と知
的な活動、豊富な社会的ネットワークのある状況は、高齢者の記憶機能に
対してポジティブな影響があった。このベースラインでの結果を受け、コ
ホート調査 1年後の結果に関し、 WMS-R、IPAQクラス、知的活動、社会
ネットワークの変化に関する結果を報告する。
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サイトカイン特に IL-6遺伝子多型と肝機能マーカーの関連性
について J-MICC Study 

杉本裕香 1、福田奈菜 1、岡田理恵子 1、川合紗世 1、銀光＼森田えみ 1、内藤
真理子 1、若井建志 1、浜島信之 1、J-MICCStudy Group2 

1名古屋大学大学院医学系研究科 予防医学、2J-MICCStudy Group 

キーワード：サイトカイン、遺伝子多型、肝機能

【背景】

サイトカインは免疫反応と炎症性反応のメディエーターとして機能する分泌タンパク
質である。中でも IL-6は、自然免疫と適応免疫の両方で機能するサイトカインであリ、
造血や炎症反応などにおいて重要な役割を果たす。また肝細胞に作用し急性期蛋白を
誘導することも知られている。
【目的】

本研究ではサイトカインの遺伝子多型と肝傷害の指標として用いられる AST、ALT、
y-GTPとの関連について調べた。
【方法】

J-MICC (日本多施設共同コーホート研究）の横断研究対象者 (4,513名）のうち、肝機能
マーカーの検査データが得られた 3,430名（男性： 1,697名、女性 1,733名、年齢： 35 
歳~69歳）を対象に行った。本研究では 10種類のサイトカインの 12種類の遺伝子多
型 (IL-1Brs1143627, IL-2 rs2069762, IL-4 rs2070874, IL-6 rs1800796, IL-8 rs4073, 
IL-10 rs1800871, IL-13 rs1800925, TNFA rs1799724 rs1799964, MPO rs2333227, 
COX2 rs20417 rs5270)で検討を行った。AST、ALT、y-GTP値が 1001U/L以上の
人はそれぞれ対象外とした。飲酒・喫煙習慣は調査票にて収集した。統計学的解析で
は、遺伝子型別の肝機能マーカー値 （対数値）の平均値を一般線形モデルによリ比較

富艮】
10種類のサイトカインの中で、 IL-6(rs1800796, -634C/G)の遺伝子型と肝機能マー
カーとの関連を認め、血清 AST(8-99 IU/L)、ALT(5-99 IU/L)、y-GTP(4-99 IU/L)に
おいて、 rs1800796のマイナーホモ (GG)を持つ群が他の二つの群 (CG.CC)と比較
して高値であるという結果が得られ、 ASTで有意な差がみられた (GG群と CC群の
対数値の差は、 ASTで0.03,95 % Cl 0.01 -0.05、ALTで0.02,95C % I -0.002 -
0.05、y-GTPで0.02,95 % Cl -0.01 -0.05)。男性 (1,696名）で、血清 AST(0.03,
95 % Cl 0.01 - 0.06)で有意な差を認めたが、女性 (1,732名）は同様の傾向がみ
られたものの、その差は有意ではなかった (p=0.08)。血清 ASTについては、飲酒者
で0.02,95 % Cl -0.001 -0.05、非飲酒者で 0.04,95 % Cl 0.01 -0.06、喫煙者
で0.07,95 % Cl 0.02 -0.12、非喫煙者で 0.02,95 % Cl 0.002 -0.04であった。
血清 ALTについては、喫煙者で 0.10,95 % Cl 0.03 - 0.18、非喫煙者で 0.01,95 
% Cl -0.02 -0.03という結果になった。
【考察】

本研究ではマイナーホモを持つ群が他の二つの群と比較して、血清 AST、ALT、y-GTP
値が高値であった。これは一 634Gアレルが IL-6の産生・分泌を高める働きと関連が
あるという報告がなされていることから、マイナーホモをもつ人は IL-6の分泌が他の
二つの群の人より促進され、肝機能を示す各指標が高くなることが考えられる。
【結論】

今回の研究では、 IL-6の遺伝子型の相違が肝機能指標の値に影響を与えることが示唆
された。

P1-132 

在宅療養における ALS患者の窟下状況と A LS機能評価ス
ケールとの関連

石井英子 ］、 藤原奈佳子 叉 岡本和士 2

］椙山女学園大学看護学部、 2 愛知県立大学看護学部

キーワード： ALS、喋下状況、 ALS機能評価

【背景】筋萎縮性側索硬化症 （以下「ALS」とい）は徐々に進行する疾患
であり、初期の自覚症状には口腔症状（啜下障害）や発語不明瞭（構音障
害）などがあっても患者と家族は経口摂取を継続したいという要望が強い。
【目的】患者の QOLを配慮した療養計画をたてるためには在宅で簡易に機

能評価が可能となる指標が求められる。今回は、 ALS患者に対して、 日
本版 ALS機能評価スケール（以下 ALSFRS-R) と喋下の重症度スケール
（以下 ALSSS)を用いた ALS患者評価を行い、安全に口から食べる楽しみ
を残すことが可能な在宅療養生活改善に役立つものがあるかを考察した。
【方法】訪問調査。調査期間は、平成 23年4月 1日から平成 23年 12月

末日までの 9か月間。対象は、日本 ALS協会愛知県支部患者会の中から、
調査協力を得られた 10事例である。【結果】外来通院中 ALS患者 10人を
対象とした。内訳は、球麻痺発症型5人、下肢発症型5人である。闘病期
間は 1年 1人、 2年 1人、 5年 2人、 7年6人。ALSFRS-R合計点は人呼
吸器装着者 2人は 3点と低く、 30点台 5人と最も多かった。重症度は 1度
2人、 2度 1人、 3度 3人、 4度 2人、 5度 2人であった。
【考察】闘病期間は 1年から 14年で平均 7.4年であった。 ALSFRS-Rで

は、 10人のうち、 2人は言語・唾液・啜下ともに正常範囲であった。 ALSSS

は 1人を除き 9人は喋下困難な状況があった。 ALSFRS-RとALSSSと
の相関を見ると、礫下スケールと言語、唾液、啜下すべてにおいて有意な
差が認められた。言語が不明瞭であれば喋下もうまくいかない、唾液が漏
れるようになると喋下もうまくできない、呑み込みが悪くなることが明ら
かになった。球麻痺と呼ばれる喋下障害や構音障害などの症状の特徴とい
われているが下肢麻痺患者でも球麻痺患者と同様の状況があった。
【結論】 ALS患者は、球麻痺や下肢発症型の患者ともに闘病期間が長くな

ると、喉下状況が悪化し、患者一人ひとりの口腔症状の観察（開口障害、流
涎（よだれがこぼれる）、舌の萎縮や運動障害などを慎重に観察する必要が
ある。
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P1-133 

肥満高齢者に対するノルディックウォーキング・プログラムの
有効性に関する研究

藤田和樹＼北村明彦叉梅沢光政 3

1大阪大学全学教育推進機構、 2大阪がん循環器病予防センター、 3茨城県立医療大学

キーワード ：ノルディックウォーキング、ランダム比較試験、高分子量アディポネク
ティン

【目的】ノルディ ックウォーキング（以下、 NWと略す）には肥満に起因す
る生活習慣病の運動ツールとして期待が寄せられているが、その有効性を
疫学的に検証した研究は少ない。そこで、本研究では、肥満高齢者に対する
NWプログラムの有効性をランダム比較試験により明らかにすることを目
的とする。【方法】対象者は、 60歳代の肥満者 29名（男性 20名、女性 9
名）とした。主要効果指標は高分子量アディポネクティンとし、副次効果指
標は腹部脂肪面積、インスリン等の糖代謝項目とした。介入前に、対象者を
ノルディックウォーキング (NW)群と通常ウォーキング群 (RW)群のい
ずれかにランダムに割付け、週 1回の頻度で 24回の集団プログラムを実
施した。介入終了後、 NWプログラムの有効性を評価するため、両群に対
して介入前と同等の検査を行った。また、介入前後で食事調査、日常生活の
身体活動量調査、体力測定を行い、上述の効果指標との関連について検討
した。統計処理は、介入効果の群内比較には対応のある tー検定を、群間
比較には t —検定を行った。 【結果】介入により体重は両群で有意に減少し
たが、減少率は NW群で有意に大きかった (NW群：ー 4.2士0.6kg、RW

群：ー 2.6士0.4kg)。皮下脂肪面積は介入により両群で有意に減少したが、
群間差は認められなかった。一方、内臓脂肪面積は両群間で有意な差が認
められた (NW群：ー 27.1土 7.2cm汽RW群：0.0土 8.1cmり。血液検査項
目では、糖代謝指標で両群に有意な改善が認められ、特にインスリンで両
群間に有意差が認められた (NW群：ー 3.4士0.8μU/ml,RW群：ー 1.6
土 0.3μU/ml)。一方、高分子量アディポネクティンについては、介入前
後で両群に変化は認められなかった。食事問診によるエネルギー摂取量は
両群間で有意差は認められなかった。日常生活における身体活動量につい
ては、介入により両群で中高強度以上の活動時間が有意に増加したが、増
加率は NW群で有意に大きかった (NW群：19.9土4.1min/day, RW群：7.5 
士4.4min/day)。【結論】本研究により、肥満に起因する生活習慣病対策と
して NWの有効性が明らかになった。NWによる生活習慣病の各危険因子
の改善は、日常生活の運動強度の増大によると考えられた。

P1-135 

介護老人保健施設の看護・介護・リハビリテーション担当者に
よる，入所高齢者のニーズ理解の特性

大浦智子 1,2、東尚弘叉 石崎達郎 4、中山健夫 1

1京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、 2星城大学リハビリ
テーション学部作業療法学専攻、 3東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻健康
医療政策学分野、 4 東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム

キーワード：高齢者、ヘルスサービス

【背景】高齢者ケアにおいて，主観的ニーズ （ニーズ）把握の重要性に疑
いの余地は無いが，様々な職種が要介護高齢者のニーズを共有できている
かは明らかとなっていない
【目的】看護師（看護）・介護職員 （介護）・リハビリ テーション担当者 （理
学・作業療法士・言語聴覚士：リハ）が理解している施設入所高齢者（高
齢劉のニーズと職種間相違を検討すること
【方法】 8か所の介護老人保健施設入所中で認知機能が保たれており (Mini-
Mental State Examination : MMSE, 18点以上）会話が可能な高齢者を対象
に日常生志舌動 (activitiesof daily living: AOL)・手段的AOL(instrumental 
activities of daily living: IADL)・ 生活環境・気分の 4領域 25項目のニーズ
についての面接調査を実施し，職員に同内容の質問紙調査を行ったニー
ズ有無に関する 5段階の回答を「ニーズあり」と「ニーズなし」の 2段階
に区分し 看護・介護・リハの回答がすべてそろっている者を解析対象と
した看護．介護・リI¥間の割合の比較として Cochran'sa testを実施
した本研究は，京都大学医の倫理委員会の承認を得て 2008年 1-3月に
実施した
【結果】高齢者 92名 （女性 81.5%, 75歳未満 32.6%, 移動の自立 67.4
％）と，職員 （看護 36名・介護 64名・リハ 26名）による各々 92部の
質問紙の回答を解析した 高齢者の「ニーズあり」割合は， AOL(7問）
69.2-92.1 %, IADL (5問）51.6-63.7%, 生活環境 (8問） 26.7-79.1%, 気
分 (5問） 86.7-93.3%だった日常的なケアに関与する AOLや気分領域で
は，リハに比べて看護・介護が「ニーズあり」と捉えていた具体的には，
「自分のペースで食事」（看護 90.1%,介護 87.9%, リハ 64.8%), 「自分
のペースで更衣」 (75.8%,84.6%, 57.1 %)「望むときに歯磨き」(76.9%,
80.2%, 54.9%), 「望むときに髭剃りや化粧」 (61.5%,58.2%, 42.9%), 
「プライバシー」(38.9%,42.2%, 24.4%), 「気分良く過ごしたい」(94.5%,
86.8%, 80.2%)である (P<0.05).一方，リハが主に関与する役割や運
動などでは，看護・介護に比べてリハが「―ーズあり」と捉え，「役割のあ
る活動」 (38.5%,44.0%、56.0%)と ー動」(48.4%, 56.0%, 72.5%) 
だった (P<0.05).
【考察】三職種が，同じ高齢者のニーズを回答した結果、各々の職種が提

供しうるケアの領域について「ニーズあり」と理解する傾向が認められた
【結論】高齢者ケアでは，ニーズ理解が職種間で異なることが示された包
括ケアを協働的に提供するには、職種間の特性 ・傾向の相互理解のもとで
高齢者のニーズを理解していく必要がある
【謝辞】平成 19年度福祉医療機構の助成にて NPOライフデザイニングが

実施した

P1-134 

回復期リハビリテーション病床数に関連する要因

浅川仁 1,2、中村美詠子 1、尾島俊之 1

1浜松医科大学健康社会医学講座、 2 医療法人社団 明徳会協立十全病院

キーワード ：回復期リハビリテーション病棟、リハ医、看護師

【背景】全国的に入院日数短縮及び在宅復帰率向上のために回復期リハビ
リテーション （以下回復期リハ）病棟の設置が進んでいる。【目的】都道府
県別回復期リハ病床数と関連する要因を明らかにする。【方法】平成 20年
都道府県別回復期リハ病床数と、リハ医数（主として従事、以下主） リ
ハ医数 (2つ以上の診療科に従事、以下複）、骨折・脳血管患者数、介護老
人福祉施設定員数、療養型病床数、介護老人保健施設定員数、看護師数、
平成 23年回復期リハ病床数との間で相関分析を行った。データは全国回
復期リハビリテーション病棟連絡協議会報告（平成 17~23年都道府県別
リハ病床数）、平成 20年医師・歯科医師・薬剤師調査 （リハ医数）、患者
調査（骨折・脳血管患者数）、介護施設・事業所調査 （介護老人福祉施設・
介護老人保健施設定員数）、医療施設調査（療養型病床数）、衛生行政報告
例 （看護師数）を用いた。また平成 20年都道府県別 65歳以上人口を用い
て、全ての指標の 65歳以上人口千人あたり都道府県別数値を求め、経年推
移（平成 17、23年）と都道府県別順位（平成 23年）を検討した。【結果】
平成 20年回復期リハ病床数と各要因との相関係数は、リハ医数（主）0.38( 
p<0.01)、リハ医数（複）0.37(p=0.01)、骨折患者数 0.41(p<0.01)、脳血
管患者数 0.56(p<0.01)、介護老人福祉施設定員数 0.35(p=0.02)、療養型
病床数 0.59(p<0.01)、介護老人保健施設定員数 0.28(p=0.06)、看護師数
0.61 (p<0.01)、平成 23年リハ病床数 0.95(p<0.01)であった。65歳以上
人口千人あたりの回復期リハ病床数 （全国）は平成 17年 54.1、平成 23
年 109.9であった。また平成 23年回復期リハ病床数が最も多いのは高知
県の 4.8、少ないのは秋田県の 1.2であった。【考察】回復期リハ病床数と
の相関係数は看護師数で高く、回復期リハ病棟の増設や他病棟からの転換
には、看護師数が関連する可能性が推定された。看護師数が不十分な地域
では回復期リハ病床数を十分に確保できない可能性があり、このような地
域では看護師養成校を増やす等の対策が必要と考えられた。【結論】都道府
県別回復期リハ病床数は、脳血管患者数、骨折患者数とともに、看護師数、
リハ医数等と有意な正相関を示し、マンパワー確保の重要性が推定された。

P1-136 

地域在住高齢者におけるテレビ視聴時間の関連要因

菊池宏幸 1、井上茂 1、大谷由美子 1、小田切優子 1、高宮 朋子 1、岡浩一朗 叉
北畠義典 3、下光耀ー 4

1東京医科大学公衆衛生学講座、2早稲田大学スポーツ科学学術院、 3埼玉県立大学

保健医療福祉学部、 4 健康・体力づくり事業財団

キーワード：身体活動、座業時間、高齢者

【背景】
近年欧米では、座業 (sedentarybehavior : SB)時間が、中等度以上の

身体活動 (moderateto vigorous physical activity : MVPA)とは独立した
肥満等の健康リスクとして報告されている。しかし、先行研究の多くは一
般成人を対象としており、高齢者に焦点をあてた研究は少ない。本研究で
は、無作為に抽出した地域在住高齢者を対象に SBの良い指標とされるテ
レビ視聴 (TV)時間を用い、どのような特徴をもつ高齢者が TVに長時間
を費やしているのかを検討した。
【方法】
国内 3自治体 （東京都文京区、東京都府中市、静岡県小山町）に居住する

65~74歳の高齢者 2,700名を住民基本台帳から無作為に抽出し、 質問紙
を郵送し、 2,045名から回答を得た。そのうち、データ欠損のない 1,665
名を分析対象者とした（有効回答率 61.7%)。TV時間は中央値 (2時間I
日以下/ 2時間／日より長い）で 2群に分類した。説明変数として、年齢
(70歳未満／以上）、居住地（文京区／府中市／小山町）、世帯構成（独居／
同居）、教育歴 （高卒以下／それ以上）、1週間あたりの就労時間 (35時間
未満／それ以上）、 BMI(25 kg/m2未満/ 25 kg/m2以上）、 主観的健康感、
自動車運転の有無（あり／なし）、イヌ飼育の有無（あり／なし）、MVPA
(150分／週未満、 150-300分／週、 300分／週以上）を用いた。解析は男
女別に多変量ロジスティック回帰分析を行い、長時間 TVのオッズ比を算
出した。
【結果】
TVの中央値 (25-75%タイ）H直）は 2.00(1.07-3.50)時間／日であった。

長時間 TVに関連する要因として、男女とも就労時間が有意に関連していた。
さらに男性では、低教育歴（オッズ比： 1.52, [95 %信頼区間： 1.12-2.06])、
高BMI(1.57, [1.11-2.20])が、また女性では、独居世帯 (1.61,[1.03-2.49])、
自動車運転無し (1.76,[1.19-2.60])、低 MVPA(1.57,[1.10-2.25])、小山
町居住者 (1.95,[1.28-2.95])が有意に長時間の TVと関連していた。

【考察】
長時間 TVと関連する要因が示された。関連要因には男女差が認められ、女
性では地方に居住する者で、交通手段 （自動車）を持たない、あるいは交通
手段提供者 （配偶者）がいない者において TVの長い可能性が示唆された。
【結論】
日本人高齢者において、就労時間、教育歴、 BMI、世帯構成、自動車運転

の有無、 MVPA、居住地が TVと関連していた。今後、高齢者の長時間 SB
対策では、これらの要因を考慮するとともに男女差を踏まえた対策が必要
と考えられた。
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埼玉県市町村国保加入者における平成 20年度、 21年度、 22
年 度 の 特 定 健 康 診 査 成 績の検討

木下節子＼萱場一月lj 1、延原 弘章 1、北畠義典 1、川合ゆかり 1、柳沼絵美子
1、難波美加子＼栗原和子 l、三浦宜彦 1

1埼玉県立大学

キーワード ：埼玉県、特定健康診査、生活習慣病

【背景】平成 20年度より特定健康診査が医療保険者に義務付けられた。埼
玉県では市町村国民健康保険における生活習慣病の占める割合は近年約 1/3
となっており、今後老人医療費の増加が見込まれる。県民に対し健診デー
タの解析結果を提示し生活習慣改善に対する啓発が必要と考えられ、健診
データ解析事業が策定された。
【目的】平成 20年度から 22年度の市町村国民健康保険加入者に対する特

定健診結果を解析し特徴を把握し地域の健康課題解決の一助とすることを
目的とする。
【方法】県内 64市町村に居住する市町村国民健康保険加入者のうち、特

定健診に参加した 40~74歳を対象とした。本解析で用いるデータは個人
の特定につながる情報を削除し提供された。市町村人口は総務省統計局の
平成 22年度国勢調査を用いた。糖代謝異常判定の際、 HbA1cと空腹時血
糖に関しては値の採用に優劣をつけずリスクの高い方の値を採用した。標
準化該当比の算出は埼玉県全体を標準集団とした。
【結果】特定健診を受診したのは平成 20年度422,389人、 21年度 426,067
人、 22年度 436,103人で、県の当該年齢人口のそれぞれ 12.9%、 12.8%、
13.0 %であった。当該年齢の市町村国保加入者に対する割合は 3年を通し
ておおよそ男性 26%、女性 35%であった。人口と特定保健指導率の関
連では、人口 10万未満の小規模都市で負の相関が認められた (Spearman
相関係数平成 20年度ー 0.29、21年度ー 0.32、22年度ー 0.33)。メタ
ボリックシンドローム、肥満、脂質異常症、糖代謝異常の各該当者に対す
る標準化該当比は 3年を通して東高西低の傾向を示したが地域差が少なく
なる傾向を示した。高血圧有病者に関しては、平成 20年度に高い傾向を
示していた西部地域は 22年度にかけ低下傾向を示した。飲酒と高血圧の
関連では 3年を通して男性は飲酒頻度が高くなるほど有病割合が高くなる
傾向を示し、女性では「時々飲む」に比べて「ほとんど飲まない」「毎日飲
む」の両群で有病者割合が高くなる傾向が認められた。経年変化に関して
は男女とも血圧の低下傾向と HbA1cの上昇傾向が認められた。
【結論】本報告で用いたデータは全県民の健康状態を代表するには限界が

あるが、現時点においては代表性が最も高いものの一つであり、その解析
結果は保健施策立案に有用であると思われる。
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地域住民に お け る 中 心 動脈圧と心電図左室肥大との関連

(CIRCS) 
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【背景と目的】地域一般集団における中心動脈圧と心電図左室肥大との関
連についての成績は限られている。
【対象と方法】 CIRCSの大阪、秋田と茨城の 3地域において、 2010年 1

月から 2011年 6月の間の循環器健診受診者中 40-79歳の 3,002人（男性
1,495人、女性 1,507人）を対象に、中心血圧測定装置 (HEM-9000AI、オ
ムロンコーリン社製）を用いて中心動脈圧を測定した。高血圧者は、上腕血
圧により、収縮期血圧値 140mmHg以上、 and/or拡張期血圧値 90mmHg

以上または降圧剤服薬者とした。健診時の心電図におけるミネソタコード
を用いて、左室高電位 （ミネソタコード 3-1)、ST-T異常 (4-1~4-3また
は 5-1~5-3)と左室肥大 (3-1かつ 4-1~4-3または 5-1~5-3)を評価し
た。中心動脈圧値を 3分位に分け、低値群を基準とし、左室高電位、 ST-T
異常、左室肥大のオッズ比を算出した。さらに、上記の関連について地域
と高血圧有無別に解析した。解析において、年齢、性、肥満度 (BMI)、血
清総コレステロール値、 HDL—コレステロール値、中性脂肪値、飲酒、喫煙、
高血圧と糖尿病の有無、地域などを調整した。
【結果】左室高電位、左室肥大の頻度は、中心血圧値の高値群では有意に高
く、また、 ST-T異常の頻度も高い傾向を示したが有意な関連は認められな
かった。上記の関連は 3地域とも同じ傾向を示した。また、高血圧の有無
に関わらず同様の傾向を認めた。中心動脈圧の低値群に比べ、高値群での
左室高電位、左室肥大、 ST-T異常の多変量調整のオッズ比 (95% Cl)は、
それぞれ 2.3(1.6-3.4)、3.0(1.1-7.7)、1.4(0.9-2.2)であった。同様に、
非高血圧者では、それぞれ 2.7(1.6-4.4)、3.3(1.0-10)、1.4(0.8-2.4)で
あり、高血圧者では、それぞれ 1.7 (0.9-3.3)、2.4(0.3-21)、0.9(0.4-2.3) 
であった。
【結論】本研究により、中心血圧値が左室高電位、左室肥大と関連するこ
とか明らかになった。中心動脈圧の検査は簡便で、無侵襲であり、住民健
診で実施することにより、循環器疾患の早期臓器障害の指標として有用で
ある可能性が示された。
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睡眠時間と高血圧，脂質異常症および高血糖 との関連：茨城県

健康研究

辻本健彦 1,2、西連地利己 2,3、入江ふじこ 4、山岸良匡 2,5、渡辺宏 6、磯 博康
7、武藤孝司 3、田中喜代次 2,8、大田仁史 2

1筑波大学大学院人間総合科学研究科、2茨城県総合健診協会茨城県立健康プラザ、 3

獨協医科大学医学部公衆衛生学講座、 4 茨城県保健福祉部保健予防課、 5 筑波大学医
学医療系社会健康医学、 6 茨城県総合健診協会、 7大阪大学大学院医学系研究科社会
医学専攻公衆衛生学、 8筑波大学体育系
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【背景】短かすぎる、あるいは長すぎる睡眠と循環器疾患危険因子との相
関を検討した報告が散見されるが，わが国での大規模な地域一般集団によ
る知見は限られる
【目的】睡眠時間と高血圧，脂質異常症および高血糖との関連を横断的に

検討すること
【方法】対象者は，茨城県内 xx市町村国保の 2009年の特定健康診査受

診者で，心疾患・脳血管疾患の既往歴のない 40~74歳の男女 35,809名
（男性 15,859名、女性 19,950名）とした各疾患の診断基準は服薬治療
の他に，高血圧は収縮期血圧が 140mmHg以上もしくは拡張期血圧が 90

mmHg以上，脂質異常症は HDLコレステロールが 40mg/dl未満もしく
は LDLコレステロールが 140mg/dl以上，高血糖は HbA1c(NGSP)が
6.5%以上としたロジスティック回帰分析を用い，睡眠時間 (5時間以下，
6時間 7時間 8時間、9時間以上）における各疾患の有病に対する多変
量調整オッズ比および 95%信頼区間 (95%CI)を 7時間睡眠を基準とし
て、性と年齢階級 (40~64歳：中年群， 65~74歳 ：高齢群）によリ層別化
して推定した調整変数は，年齢 bodymass index, 睡眠状況 （いびき
睡眠時無呼吸の有無および主観的な睡眠の満足感），余暇活動における身体
活動の有無喫煙習慣および飲酒習慣とした
【結果】高血圧に対するオッズ比 [95%信頼区間］は，男性では 9時間以上
で有意に高く （中年群： 1.29 [1.01-1.64]. 高齢群： 1.28 [1.09-1.50]), 中
年女性では 5時間以下で有意に低く (0.83[0.71-0.98]), 高齢女性では 8

時間で有意に高かった (1.18[1.05-1.33]). 脂質異常症では高齢女性のみ，
5時間以下 (1.21[1.04-1.41])および 9時間以上 (1.33[1.06-1.66])でい
ずれも有意に高いオッズ比が認められた高血糖では女性にのみ関連がみ
られ，中年群では 5時間以下 (1.16[1.00-1.33])で，高齢群では 6時間
(1.16 [1.00-1.33])と5時間以下 (1.16[1.00-1.33])で有意に高いオッズ
比が認められた
【結論】本研究の結果より，極端に短いもしくは長い睡眠時間はいずれの

循環器疾患危険因子とも関連している可能性が明らかとなった
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千葉県市原市における特定健診と連携した分 子疫学 コホート研

究の構築
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【背景】生活習慣病はライフスタイルと遺伝的要因の交互作用の結果とし
て発症する。近年、喫煙や飲酒などの感受性に関わる遺伝子が解明されて
きている。我々は分子疫学コホート研究の構築に際し、先行調査として平
成 20年に千葉県市原市において、遺伝子多型情報に対する市民の意識調査
を自記式アンケートにより行った。40-74歳の男女 480名のうち 450名
(93.8 %)が遺伝子多型解析に同意した。同意した理由として 430名 （回
答率 93.7%)のうち 68.4%が「自分の遺伝子型を知りたいから」、 65.3
％が「医学の発展に貢献したいから」と回答した。
【目的】上記の結果を受け、千葉県健康福祉部、千葉県医師会、市原市の

協力の下、国立がん研究センター予防研究部の
JPHC-NEXTと連携し、市原市において個人の体質に応じたがんの予防法
開発を目指した分子疫学コホート調査研究を構築することとした。
【方法】平成 22年 9月一平成 24年 9月に千葉県市原市国保が実施した

特定健診の受診者 (40-74歳の男女）を対象とした。

【結果】ゲノムを含む解析に対する同意を個別に取得後、自記式アンケー
トにより、生活習慣および病歴等を調査し、特定健診受診時に採取した血
液、尿および健診結果を保存した。調査協力者にはインセンティブとして、
食事の栄養素解析、今後 10年間のがん・循環器疾患の危険度解析、ヘリコ
バクター・ピロリ菌感染判定結果を返却した。
【結果】特定健診受診者 3655名に対し説明を行い、そのうち 2975名 (81.4
％）が調査協力に同意した。
【結論】特定健診と同一会場で説明をして、検体採血を行う募集方法は、協
力者の負担を軽減し、研究に参加しやすい環境を提供すると考えられた。
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睡眠時間と HbA1cの関連： J-MICC Study (佐賀地区）
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【背景・目的】先行研究において、短時間および長時間睡眠と HbA1cとの
間に関連があることが示されているが、両者に影響を及ぽす可能性のある
因子について十分に検討されているものは少ない。本研究では、睡眠時間
と HbA1cとの関連を生活習慣因子および社会経済的因子を補正して検討
を行った。
【方法】日本多施設共同コホート研究 (J-MICCStudy)佐賀地区のベース
ライン調査 (2005.11-2007, 12)の参加者 12,069人 (40-69歳）のうち、
除外例 （①糖尿病治療薬服用中、 ②睡眠薬服用中、 ③エネルギー摂取量が
<500kcal /日または~3500kcal /日、 ④解析項目の欠損値）を除く
10,814人 （男性 4,466人、女性 6,348人）を解析の対象とし、男女別に
検討した。睡眠時間を 6時間未満、 6時間以上 7時間未満、 7時間以上 8
時間未満 （基準）、8時間以上の4群に分類し、 4群間の生活習慣および社
会経済的因子 （年齢、 BMI、腹囲、エネルギー摂取量、身体活動量、閉経の
有無、喫煙、飲酒、教育歴）の差を分散分析およびx2検定を用いて検討
した。また、 HbA1c高値 (Hb A 1 c~6 . 1 % JDS)の出現のオッズ比
(OR)と95%信頼区間 (95% Cl)を、ロジステック回帰分析を用いて
算出した。
【結果】睡眠時間ごとに、一年齢、 BMI、腹囲、身体活動量、喫煙、飲酒、教育

歴に男女共に有意差がみられたが、エネルギー摂取量は女性にのみ有意差
がみられた。HbA1cの平均値は男女共に有意差はみられなかった。HbA1c
高値の出現頻度は、男性が 5.6%、女性が 2.7%であった。生活習慣およ
び社会経済的因子を調整した HbA1c高値のオッズ比は、女性では 6時間
未満と、 8時間以上の群で、それぞれ、 1.35(95%CI: 0.83 - 2.20)、1.43
(95%CI: 0.91 - 2.25) と高かった。 BMI~25 を肥満と定義し、層別解析
を行ったところ、肥満群では短時間、長時間睡眠共に関連は強まり、とくに
8時間以上の群で 2.33(95%CI: 1.16 -4.69)と有意に高かった。非肥満
群では上記の関連は認めなかった。同様の解析を男性についても行ったと
ころ、睡眠時間と HbA1c高値の出現頻度に有意な関連は認めなかったが、
肥満の有無で層別化すると、肥満群で睡眠時間が長くなるごとにオッズ比
が上昇する傾向 (p= 0.03)がみられ、8時間以上の群で 1.43(95%CI: 
0.84-2.43) と最も高かった。非肥満群では関連を認めなかった。
【結論】女性では、 HbA1c高値の出現は7時間以上8時間未満が最も低く、
短時間睡眠、長時間睡眠でオッズ比の上昇がみられた。特に肥満者では関
連が強まった。男性では、肥満の有無で層別化したときのみ、肥満群で睡
眠時間が長くなるとオッズ比が上昇した。
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都市近郊住民における循環器疾患発症のリスクファクターの検

討
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【背景と目的】循環器疾患発症のリスクファクターについてはこれまでも本
邦の疫学調査から多数の知見が得られている。しかし、近年の高齢化に伴
う人口構造や都市近郊住民を取り巻く生活環境には著しい変化があり、住
民のリスクファクター保有率や主要疾患別のリスクファクターの比重の変
化も予想される。今回は 1都市近郊の住民を対象として、最近の循環器疾
患発症のリスクファクターの傾向を検討した。

【方法】対象は 2002年,.....,2011年の循環器健診を受診した大阪府 Y市 M
地区の 40-79歳男女 3,656人である。そのうち、脳卒中・虚血性心疾患の
既往者を除く 3,594人 （男 1,351人、女 2,243人）を解析対象とした。脳
卒中・虚血性心疾患発症の追跡調査は 2011年 10月まで行った。循環器
疾患（脳卒中と虚血性心疾患）発症に対する各リスクファクターのハザー
ド比 (HR)をcox比例ハザードモデルで検討した。多変量調整で用いた
変数は性、年齢、喫煙、 BMl25以上、最大血圧値、 LDLコレステロール値、
HDLコレステロール (HDLC)値、降圧剤の内服、脂質異常症治療薬の内
服、高 HbA1c血症、 eGFR60未満である。

【結果】平均追跡期間は 7.4年で、追跡期間中に脳卒中 40人 （男 21人、
女 19人）と虚血性心疾患 26人（男 20人、女 6人）の発症を認めた。循
環器疾患全体の発症と有意な正の相関を示したのは、最大血圧値と喫煙で
あり、負の相関を示したのは HDLC値であった。多変量調整後の HRは
最大血圧値 1mmHg上昇分で 1.015(95%信頼区間 ：1.003-1.027)、喫煙

1.893 (1.089-3.293)、HDLC値 1mg/dl上昇分で 0.97(0.951-0.99)で

あった。また脳卒中発症と有意な正の相関を示したのは最大血圧値で HR
は 1.022(1.009-1.037)であった。虚血性心疾患の発症と有意な正の相関
を示したのは喫煙であり、負の相関を示したのは HDLC値であった。HR
はそれぞれ 2.605(1.101-6.162)、0.948(0.914-0.983)であった。

【結論】最大血圧値は脳卒中の発症の、喫煙と HDLC値は虚血性心疾患の
発症の危険因子であることが示された。循環器疾患予防対策の推進のため
には高血圧、喫煙、および低 HDLC血症の各リスクファクターに対する介
入が有効であることが示唆された。

P2-008 

入学時健康診査における学生の身体計測値と生活習慣等との関
連に関する横断研究

那須恵子 1、有泉祐吾 2、漁田俊子 汽 林恵嗣 1、中村美詠子 4、尾島俊之 4

1静岡県立大学短期大学部 一般教育等、 2静岡県立大学短期大学部 歯科衛生学科、
3静岡県立大学短期大学部社会福祉学科、 4 浜松医科大学 健康社会医学

キーワード ：学生、身体計測値、生活習慣

【背景】骨密度の低下や内臓脂肪の蓄積は将来の骨粗しょう症や動脈硬化
のリスクを高める因子として知られている。また、近年、若年女性の健康
問題と欠食やダイエット等の生活習慣との関連が報告されている。
【目的】本研究では学生の健康支援の方策を得ることを目的として、これ

らの生活習慣と骨密度や内臓脂肪等の体成分との関連を検討した。
【方法】 S大学 2008-2012年度学生入学時健康診査時に、学生の健康支援基
礎調査を実施し、調査協力に同意が得られた 18~29歳女子を解析対象者と
した。身長、体重 BMI、踵骨骨密度 （骨内伝播速度 SOS:CM-200,Wellup 
社製）、「筋肉量・体脂肪率・内臓脂肪面積 (VFA)・基礎代謝量等」(WELL
SCAN900,Wellup社製）の計測を実施した。運動習慣 （現在、高校、中学
における体育の授業以外の運動実施）の有無、ダイエット習慣の有無、最
近 3ヶ月の欠食習慣の有無、夜間睡眠時間および疲労自覚症状尺度 30項
目 （日本産業衛生協会産業疲労研究会）等を自記式問診票により調査した。
疲労尺度の 4段階カテゴリー （いいえ、時々、しばしば、常に）に順に 1
~4点を配し、総項目の合計得点を個人の疲労得点とした。解析は身体計
測値および疲労得点について、各生活習慣の有無による平均値の差の検討
をt検定により、夜間睡眠時間は 3分位に区分し分散分析により行なった。
本研究は各調査年次に静岡県立大学研究倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】健診受診者女子総数 1068人のうち、解析対象者は 817人 （回収

率 76.5%)であった。身体計測値との関連において、高校および中学の運
動習慣有り群は無し群に比べ、 BMI、SOS、筋肉量、基礎代謝量が高値を
示した。ダイエット経験では経験有り群は無し群に比べ、 BMI、筋肉量、体
脂肪率、 VFAが高値であった。欠食習慣有り群は無し群より疲労得点が高
かった。夜間睡眠時間の 6時間未満群は 6~6.5時間未満群および 6.5時
間以上群に比べ疲労得点が高かった。体重は高校の運動習慣有り群に無し
群より大きく、年齢はダイエット経験有り群に無し群より高かったが、他
の生活習慣項目と身長、体重および年齢との関連はみられなかった。
【結論】骨密度は中学および高校の運動習慣との関連が高いことが示唆さ

れた。また、過去から現在のダイエット習慣は体脂肪率やVFA等の体成
分と、欠食習慣の短期的影響および夜間の短時間睡眠は疲労自覚症状と関
連する可能性が示唆された。
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P2-009 

わが国の疫学研究における 2型糖尿病発症の定義と追跡方法．
システマティックレビューによる検討

後藤温 1、野田光彦 1,2

1国立国際医療研究センター 糖尿病研究センター 糖尿病研究部、2 国立国際医療
研究センター病院 糖尿病研究連携部

キーワード： 2型糖尿病、糖尿病発症、コホート研究

【背景】 2型糖尿病有病者数は増加の一途を辿っており、 2型糖尿病発症
に関する疫学研究は益々重要となっている。しかしながら、2型糖尿病発
症の定義や追跡方法は十分に検討されていない。

【目的】日本人における 2型糖尿病発症の定義や追跡方法を系統的にレ
ビューする。

【方法】 Medline、Embase及び医学中央雑誌を用いた 2012年 9月 13日
までの検索とその該当文献中の引用文献から適切な文献を選択した。日本
人を対象とし 2型糖尿病発症がアウトカムであるものを選択基準とし、同
ー集団を対象とした文献は除外した。

【結果】全 1,784件のうち、53件の研究が選択され、個々の調査開始年は
1965~2004年、対象者数は 47~128,141人であった。追跡期間は 1~15
年間で、質問票や血液検査を用いて 1か月~10年毎に追跡していた。各
研究での糖尿病発症の定義は、 1)糖尿病自己申告（糖尿病薬使用を含む） (3 

件）、 2)血液検査値 （空腹時血糖値、随時血糖値、 75g糖負荷試験 2時間

値、 HbA1c値） (21件）、 3)糖尿病自己申告と血液検査値 (23件）、 4)有害
事象報告と糖尿病薬使用 (1件）で、 5件は記載がなかった。糖尿病自己申
告で定義した 3件は対象者数が 13,000人以上の大規模研究であった。糖
尿病自己申告を定義に含む研究のうち、3件は妥当性研究を行っており、糖
尿病自己申告の陽性反応的中率は 93.8~96.3%、感度 70~82.6%、特異
度 95~99.7%であった。

【考察】自己申告のみの場合は未診断の糖尿病を、検査値のみの場合は治療
により改善している糖尿病を見逃す可能性がある。したがって、糖尿病自
己申告と検査値を組み合わせて糖尿病発症を定義することで誤分類を少な
くできると考えられる。また、日本人の糖尿病自己申告の特異度は 95%以
上と高いため、糖尿病自己申告のみで定義された研究においても、無差別
的誤分類が想定される場合は、相対危険度に及ぼすバイアスは小さいと思
われる。
【結論】糖尿病発症を定義する際、糖尿病自己申告と検査値を組み合わせ

ることで誤分類を少なくできるが、日本人においては糖尿病自己申告のみ
でも陽性反応的中率と特異度が高いことが示された。

P2-011 

日本人勤労者における高感度 CRPと10年間の高血圧発症と
の関連

上村真由 1、八谷寛 1,2、玉腰浩司 叉 王超辰 1、豊嶋英明 4、川ロ レォ 1、江啓
発 1、李媛英 又 青山温子 1

1名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療学 ・公衆衛生学、 2藤田保健衛生大学
医学部 公衆衛生学、3名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻、4安城更生病院健
康管理センター、 5 大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学

キーワー ド：高感度CRP、高血圧

【背景】我が国において、血清中の高感度 CRP(high-sensitivity CRP : 以

下 hsCRP)と心血管疾患、糖尿病の発症に関する報告はあるものの、高血
圧の発症に関しては、前向きコホート研究の報告は少なく、関連がはっき
りしていない。

【目的】 hsCRP値と、その後 10年間の高血圧発症の関連を検討する。

【方法】対象は、ベースライン (2002年）に 35-66歳であった愛知県内
某自治体職員 2,921人。ベースラインに収縮期血圧 (SBP)140mm/Hg以

上、拡張期血圧 (DBP)90 mm/Hg以上、または高血圧の薬物治療中の者

は解析から除外した。hsCRPは、 2002年の保存血清から測定した。高血
圧の発症は、以下の 2種類の方法で把握した。(1)経年的な健診で血圧が
はじめて SBP140mmHg以上または DBP90mmHg以上になった時、 (2)

2004年、 2007年、 2011年に実施した病歴アンケートでベースライン以
降の治療開始を自己申告した場合。hsCRP四分位 (01(0.02-0.18mg/L)、
02 (0.19-0.34)、03(0.35-0.69)、04 (0.70-163.00))、と 10年間の高
血圧発症との関連を、性、年齢、アルコール摂取量、喫煙歴、 1週間の運
動日数、体を大変よく使う仕事に従事、高血圧の家族歴、 bodymass index 

(BMI)、インスリン抵抗性を補正したハザード比で評価した。

【結果】高血圧の発症者は、 906人 （発症率： 44.3/1000人年）であった。
ベースラインの hsCRPとSBP、DBPの間には、有意な正の関連が認めら
れた （ともに P<0.001)。hsCRPが最も低い群 (01)と比較した、 02-04
の高血圧発症の多変量調整ハザード比 (95%信頼区間）は、 02= 1.22 
(1.02-1.47)、03= 1.14 (0.94-1.39)、04= 1.28 (1.05-1.54)であった
（傾向性の P=0.03)。この関連は、ベースラインの SBPまたは DBPを調
整すると消失した。

【考察】 hsCRPは、交絡因子と考えられる BMI、喫煙状況、飲酒およびイ
ンスリン抵抗性に独立して高血圧の発症と有意な正の関連を示したが、こ
の関連は、ベースラインで既に存在した hsCRP値と血圧値との正の関連
によって説明された。

【結論】我が国における都市部勤労者において、 hsCRPは、交絡因子に独
立して高血圧の発症と正の関連を示したが、ベースライン時点で既に存在
する血圧値の差を介したものであると考えられた。

P2-010 

スクリーニング血糖値の上昇と脳血管疾患死，心疾患死，癌疾
患死，総死亡との関連 ：JMS cohort study 

懸樋英一＼小谷和彦 叉 石川鎮清 ＼ 梶井英治 1

1 自治医科大学地域医療学センター 地域医療学部門、2 自治医科大学 公衆衛生学
教室 （兼）臨床検査医学

キーワード： スクリーニング血糖値、総死亡、癌疾患死

【背景】
近年における糖尿病患者は，非糖尿病患者に比べ，心血管疾患罹患だけで
は無く，心血管死亡率， 総死亡率も高いと報告されている。また糖尿病
は，発癌の高リスク因子とも報告されている。そこで，血糖値の集団スク
リーニングは，疾病予防だけでは無く，経済的社会的重要課題と考えられ
ている。しかし，住民健診では必ずしも空腹時血糖糖負荷試験値が測定
されている訳では無い。そこでスクリーニング血糖値 (SBG)と， 総死
亡率と原因別死亡率の関係の有無について検討が必要と考えられた。
【目的】

一般住民健診における SBGと、死亡率についての関連を調査すること。
【方法】

1992年から 1995年にかけて， JichiMedical School Cohort Studyに登録

された全国 12地区の 12,334人の一般住民を対象とした。死亡を主要評
価項目とした。SBGを 3群に分類 (94mg/dl以下， 95mg/dl~111mg/di, 

111mg/dl以上）し，脳血管疾患死，心疾患死，癌疾患死，総死亡の関連に

ついて Cox比例ハザー ドモデルを用いて解析した。
【結果i

平均観察期間 10.7年で， 1050人 （男性 631人，女性 419人）の死亡を
認めた。 総粗死亡率は，男性で 11.4/1000人年，女性で 4.9/1000人年で
あった。総死亡ハザード比は，低分位群に比較して，中分位群，高分位群の
多変量調整ハザード比は，男性で 1.09(95 %信頼区間 0.89-1.33), 1.52 
(1.25-1 .85)であった。女性で， 1.05(0.83-1.32), 1.24 (0.96-1.61)であっ
た。癌死亡のハザード比は，男性で 1.76(1.30-2.38),1.76(1.29-2.41), 女

性で 1.36(0.90-2.04), 1.37 (0.90-2.09)であった。心筋梗塞死亡は，男性
で 2.30(0.92-5.78), 2.63 (1.01-6.86), 女性で 4.66(1.79-12.11), 4.65 

(1.69-12.78)であった。
【考察】

日本人一般住民集団健診において， SBGにおける高血糖は (111mg/di以

上），男性で総死亡，癌死亡，女性で心筋梗塞死亡に関連があるかもしれな
い。スクリーニング血糖値と総死亡の関連の報告は少なく 、この研究は，健
診での血糖値と将来の死亡の関連を示唆する研究と考えられた。
【結論】

一般住民健診におけるスクリーニング血糖値は，男性において総死亡，癌
死亡，女性では心筋梗塞と関連があった。

P2-012 

「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」における糖尿病患
者の臨床像

永井 亜貴子 1、武藤 香織 1、前田士郎 2、久保充明 2

1東京大学医科学研究所公共政策研究分野、2 理化学研究所ゲノム医科学研究セン
ター

キーワード ：糖尿病、コホート研究、バイオバンク

【背景・目的】
文部科学省委託事業 「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」は、平成
15~19年度に 12医療機関 66病院の協力を得て、 47疾患の罹患者から
DNA・血清・臨床情報を収集し、バイオバンク・ジャパン (BBJ)を構築
した。本研究は、初回登録時に糖尿病罹患者として登録された約 4万例の
臨床像を明らかにする。
［方法】

BBJ登録者 20万人のうち、初回登録時の糖尿病罹患者について、年齢・性
別・喫煙歴・飲酒歴・合併症有病率等を平成 17年患者調査、平成 18年国
民健康・栄養調査、全国の糖尿病専門医により作成されている糖尿病デー
タマネジメント研究会 (JDDM)のデータと比較した。
【結果・考察】

初回登録時に糖尿病罹患者として登録されたのは 39,697名であった。男
性の割合は 63.2%であり、推計患者数に占める割合は、男性 1.9%、女性
1.3 %であった。平均年齢は、男性 63.3歳、女性 65.8歳であり、患者調
査より男性がやや多く 、高齢者が少ない傾向がみられた。BMI平均値は男
性 24.0、女性 24.6、喫煙経験者の割合は男性 76.9%、女性 21.6%、飲酒
経験者は男性 68.5%、女性 21.0%であり、国民健康・栄養調査より BMI
値が高く、喫煙経験者が多く 、飲酒経験者が少なかった。病型は 1型糖尿
病 2.7%、2型糖尿病 95.4%であり、2型糖尿病の割合は JDDMとほぼ
一致していた。
2型糖尿病患者の平均発症年齢は 56.2歳、発症から登録までの罹病期間は
8.1土 8.4年であった。合併症の有病率は、腎症 20.3%、網膜症 21.2%、
神経障害 19.3%であり、国民健康・栄養調査の約 2倍であった。治療内
容は、経口薬療法 43.6%、インスリン療法 12.9%、併用療法 6.7%であ
り、平均 HbA1c(JDS)値は 7.2%、6.5未満が 34.9%、 6.5~8.0未満が

41 0 %、8.0以上が 24.1%とJDDMより高い領向がみられた。
【結論】

BBJにおける糖尿病登録例は、患者調査、国民健康・栄養調査、 JDDMと
やや異なる臨床像が認められたが、これは対象集団やデータ収集方法の差
異に基づく可能性が高い。日本における糖尿病患者の全体像を把握する上
で BBJは有用なデータベースと考えられる。
【謝辞］

BBJにご登録頂いた患者さん、協力医療機関の方々、及び本プロジェクト
の全ての関係者に深謝致します。
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P2-013 
Mortality trends and risk factors of cardiovascular dis-
eases: a comparison between Japanese and Chinese 
population 

WAGATSUMA Yukiko1, MA Enbo1、ISO Hiroyasu叉 WAN Xia叉 FARHANA
Ferdousi4、TAKAHASHIHideto尺 YANGGonghuan3 

1 Faculty of Medicine, University of Tsukuba、2Graduate School of Medicine, Osaka 
University、3School of Basic Medicine, Peking Union Medical College、4Graduate
School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba 

キーワード： stroke、heartdisease、mortality

【Background】 In2010 in Japan, the mortality from heart disease and stroke 
accounted for >26% in total deaths. The increased incidence of ischemic 
heart disease since 2000 may result from the westernization of lifestyles. By 
2000 in China, 82.9% of all deaths were due to non-communicable diseases. 
Although some known risk factors of cardiovascular diseases (CVD) are sim-
ilar in Asian populations, the variances exist in genetics, lifestyles, and so-
cioeconomic conditions related to CVD incidence and mortality. In 2012 a 
collaboration research (JSPS Grand-in-Aids) has been initiated to explore the 
disparities of CVD mortalities and relevant risk factors between Japanese and 
Chinese populations. 
【Methods】 Inthe firs stage of this collaboration research, the national vital 

statistics and annual reports of national health and nutrition surveys in Japan 
and national mortality sampling surveys in China Disease Surveillance Points 
(145 locations covering 1% of national population, 130 million) will be used for 
comparison of mortality trends and available risk factors. Standardized mor-
tality rates and statistical models (such as autoregressive integrated moving-
average model and the age-period-cohort analysis) may be used for this study. 
In the second stage, large-scaled cohort studied in two countries may be used 
for direct comparisons to address the disparities of risk profile in two coun-
tries and build individual risk predictive models with cross-country validations. 
【Results】In2005, the standardized mortality rate (1/100000, by 2000 world 

population) of stroke was 45.0 in Japanese and 149.4 in Chinese; while the 
mortality rate of heart disease was 38.2 in Japanese and 100.1 in Chinese. 
During 1990 and 2005, the mortality from stroke was reduced about 10% in 
Japanese with maintaining the decline trend; however, it was increased about 
34% in Chines, which reached to be the firs leading deaths in China. Mean-
while, the mortality from heart disease in China was almost doubled in the 
past 15 years. Detailed review and comparison between two countries for the 
CVD mortalities and relevant lifestyle (i.e., tobacco use, alcohol intake, blood 
pressure, and overweight) and social economic factors are being conducted 
by the available data in the period of 1990 and 2005. 
【Conclusion】 Chinais urgent to carry out critical CVD control programs 

as the economics is consistently increasing. We expect that the following 
study makes more prominent in definin the patterns of CVD risk in Japanese 
and Chinese populations. The identifie differences among the risk profile 
between two populations may provide evidences and approaches for public 
health professionals and governments to develop new interventional strate-
ies for control of the CVD in both countries 
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高血圧症者を対象とした医師ー薬剤師協働による血圧管理にお
ける健康関連 QOLの評価

戸張裕子八山岸良匡 叉 磯博康 3

1東京薬科大学薬学部薬学実務実習教育センター、 2筑波大学医学医療系 社会健
康医学、 3大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学

キーワード：高血圧、 QOL、ランダム化比較試験

【背景】
高血圧の治療は長期にわたるため、治療を継続する上で、患者の生活の

質 (qualityof life; QOL)を損なわないように配慮する必要がある。降圧薬

による降圧効果あるいは副作用が、高血圧症者の QOLに影響を与えると
の報告はあるが、生活習慣の改善を中心とした非薬物療法を用いた血圧管
理が、高血圧症者の QOLの向上につながるかどうかは不明である。

【目的】
高血圧症者を対象に、内科医と薬剤師が協働して、生活習慣の改善を中心

とした非薬物療法ならびに薬物療法による血圧管理を行い、健康関連 QOL
について評価する。

［方法】
40オ以上 80オ未満の降圧薬治療中あるいは降圧薬未治療の軽症～中等

症高血圧症者 132人を対象とし、介入群と対照群の 2群にランダム割付
を行った (1群 66人）。介入群に対しては、試験期間 6ヶ月間に、薬剤師
が毎月 1回個別面談を行い、降圧目標値達成のための非薬物療法ならびに
薬物療法を医師と協働して行った。対照群には薬剤師の個別面談は行わな
かった。試験開始前後に、 SF-36v2™ 日本語版スタンダード版 （自己記入
式）を用いて、包括的健康度調査を行った。

【結果】
試験開始 6ヶ月後まで追跡できた人数は各群共に 64人であった（追跡

率 97%)。SF-36の下位尺度のうち、試験開始後の体の痛みならびに活力
スコアはいずれも、介入群では対照群と比較して増加し （群間差 (95%信頼
区間）： 8.1(0.6~15.7); p = 0.03、8.3(1.5~15.1):p= 0.02)、健康な日本
人標準値と同程度のスコアとなった。精神的健康度を表すサマリースコア
の平均値は、介入群において試験開始前の 51.0から試験後には 3.5増加
し、健康な日本人標準値の平均値である 52.3を上回った （対照群との群間
差 (95%信頼区間）： 4.3 (0.9~7.8); p = 0.01)。

【結論】
高血圧症者を対象とした医師—薬剤師協働の血圧管理により、血圧値の低

下、処方薬剤数の漸減を含む薬剤の適正使用、ならびに減量や禁煙等の生
活習慣の改善が得られることを以前報告した。今回の結果から、本血圧管
理プログラムは高血圧症者の精神的な健康度を損なうことなく、むしろ向
上させる可能性が示された。
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血糖高値者における血中総・高分子アディポネクチンと循環器
疾患発症に関するコホート内症例対照研究

斉藤功 1、山岸良匡 2、CheiChoy-Lye叉崖仁哲 3、大平哲也叉北村明彦 4、木

山昌彦 4、今野弘規 叉 岡田武夫 4、加藤匡宏 叉 櫃本真幸 6、石川善紀 丸谷川
武 7、磯博康 3

1 愛媛大学大学院医学系研究科健康科学・基礎看護学、 2 筑波大学医学医療系 社
会健康医学、 3 大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学、 4 大阪がん循環器病予防
センター、 5愛媛大学教育学部附属教育実践総合センター、 6愛媛大学附属病院医療
福祉支援センター、 7 愛媛大学大学院医学系研究科 公衆衛生・健康医学

キーワード ：アディポネクチン、循環器疾患、リスクファクター

【目的】血中アディポネクチン (ADPN)濃度と循環器疾患との関連は、性、年齢、健
康状態等によって異なることが報告されてきた。本研究では、コホート内症例対照研
究により血糖高値者において血中 ADPN濃度が循環器疾患発症の予測因子になるかど
うか検討することを目的にした。
【方法】国内 4地域において、循環器疾患の既往のない 40~85歳の 15,566人を平均
12.3年追跡したコホート研究を用いた。追跡期間中、脳梗塞 263人、心筋梗塞 139
人を把握した。この内、ベースライン血糖値より空腹時血糖 100mg/dl以上／随時血

糖 130mg/dl以上を満たす血糖高値者、かつベースライン保存血清が利用可能であっ

た 117人を本研究の症例とした。対照は、症例に対し、同一の血糖基準に該当する者
から性、年齢、調査年、採血条件、地域を 1対 2でマッチングした 234人を無作為抽
出した。総 ADPN、高分子 ADPN、総 ADPN・ 高分子 ADPN比を測定し、40-69歳
と 70-85歳の交互作用を含めた分析を行った。
【結果】 全体的として総 ADPN、高分子 ADPN、総 ADPN・ 高分子 ADPN比は、症例
群と対照群で中央値の違いを認めなかった。しかしながら、 ADPNと循環器疾患との関
連において、40-69歳と 70-85歳の群で有意な交互作用を認めた。中高年群における
高分子 ADPNと総 ADPN・ 高分子 ADPN比の第 4四分位のオッズ比は、第 1四分位
に比べて有意に低下した。性、年齢、地域、 BMI、喫煙、飲酒、高コレステロール血症、
高血圧、糖尿病を調整したオッズ比は、高分子 ADPNで 0.33[95%CI, 0.13-0.83]、総
ADPN・高分子 ADPN比で 0.47[0.22-0.98]であった。一方、 高齢群では、統計学

的に有意ではないが、むしろオッズ比は第 4四分位で高くなる傾向を示した。
【結論】高血糖を有する中高年者において、高分子 ADPNの高値は循環器疾患のリス
クを低下させる可能性が示唆された。また、高齢者における血中 ADPN濃度の上昇
は、加齢や心機能低下等の状態を反映している場合があり、中高年者のそれとは解釈
が異なるかもしれない。
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動脈硬化検診における検診結果と運動による影響の関連研究

神谷真有美 1,2、鈴木 貞夫 1、柴田清 3

1名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野、 2春日井市健康管理事業団、 3愛
知学泉大学家政学部家政学科管理栄養士専攻

キーワード ：動脈硬化、運動

【背景】厚労省の 「人口動態統計」で、死亡総数に対する死因別の割合 2位
3位は心疾患、脳血管疾患である。どちらも動脈硬化などの血管の障害を共
通の基盤とするものであり、その対策はきわめて重要なものである。【目的】
動脈硬化の危険因子の一つに運動不足があげられるが、動脈硬化検診におい
て運動がどのように健診結果に影響を及ぼしているのか比較検討した。【方
法】春日井市健康管理事業団で平成 23年度に動脈硬化検診と運動健診を受
診した男性 113名女性 40名を対象とした。年齢は男性 62歳から 88歳、
女性 42歳から 90歳で、動脈硬化の指標である脈波伝播速度 (baPWV)
の左右の平均と運動に関連する検査項目を比較検討した。【結果】男女とも
baPWVと年齢、最高血圧、血糖値、 HbA1cの間に有意な相関関係が認め
られた （それぞれ男性 r=0.46女性 r=0.41、男性 r=0.64女性 r=0.36、男
性 r=0.28女性 r=0.36、男性 r=0.3女性 r=0.32)。baPWVとHDLコレス
テロールの間に有意な相関関係は認められなかった。運動に関する検査値
としては baPWVと肺活量、努力性肺活量、 1秒率の間に有意な負の相関
関係が認められた （それぞれ男性 r=-0.47女性 r=-0.38、男性 r=-0.52女
性 r=-0.38、男性 r=-0.44女性 r=-0.35)。そこで男女合わせて 153名を、
年齢を補正した baPWVの左右の平均と、肺活量率を 100%以上の者と
100 %未満の者の 2群に分け有意差を調べたところ、肺活量率 100%以上
の者は 100%未満の者に比べ PWVは有意に低かった (p<0.05)。【考察】
baPWVと肺活量、努力性肺活量、 1秒率の間に有意な負の相関関係が認め
られた。HDLコレステロールと baPWVについては有意な相関関係は認め
られなかった。運動教室に参加している者と参加していない者との baPWV
には有意な相関関係が認められず今回の研究では有効なエビデンスが得ら
れなかった。動脈硬化の抑制に 3METS以上の消費カロリーが多い運動ほ
ど有効である可能性があることと、運動による肺活量の増加は報告されて
いる。加齢に伴う肺活量低下や、動脈壁の進展性低下による収縮期血圧上
昇が動脈硬化を促進する。動脈硬化予防と肺活量を年齢以上に保つことが
関連するなら、動脈硬化予防には運動だけでなく姿勢や呼吸法で呼吸筋を
鍛えることも有効な可能性がある。【結論】横断研究により動脈硬化と肺機
能の低下の関連が観察された。肺機能の低下を予防することは動脈硬化を
予防し循環器疾患を予防できる可能性があるが、運動の予防効果について
は今後追跡研究で検討したい。
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保健医療評価指標を用いた日本における糖尿病管理の評価

池田奈由 1、野田光彦 2、野田博之 叉 渋谷健司 4

1東京大学大学院医学系研究科 健康と人間の安全保障 (AXA)寄付講座、 2国立国際

医療研究センター病院 糖尿病研究連携部、3 大阪大学医学系研究科 公衆衛生学教
室、 4 東京大学大学院医学系研究科 国際保健政策学教室

キーワード：糖尿病、保健指標、疾病管理

【背景】有効カバレージは、国民レベルで疾病管理を評価するために有用
な指標である。糖尿病の治療管理評価について、海外では有効カバレージ
指標を用いた検討が既に行われているものの、日本ではデータや手法の制
約上の問題からまだ行われていない。
【目的】有効カバレージの予備分析として、治療管理指標を用いて日本に

おける国民レベルでの糖尿病の治療管理の現状を明らかにする。
【方法】平成 15~ 1 9年国民健康・栄養調査の個票データをプールした。
30歳以上 （男性7, 8 9 9人、女性 11、637人）を分析対象とし、糖
尿病の有病率、非診断率、非受療率、コントロール率を性別・年齢階級別
に推計した。HbAlc (JDS値） 6. 1 %以上 [HbAlc (国際標
準値）6. 5%以上］、または医師から糖尿病と言われたことがあると自己
申告した場合を有糖尿病と定義した。糖尿病の治療を現在受けていると自
己申告した場合を治療ありとした。HbAlc (JDS値） 6. 5%未満
[H b A 1 c (国際標準値） 6. 9%未満］である場合を血糖が良好にコン
トロールされているとした。糖尿病群を、診断を受けていない者（非診断）、
診断を受けて現在治療中でない者（非受療）、現在治療中で血糖が良好にコ
ントロールされているか否かによって、 4通りに分類した。
【結果】糖尿病有病率は、男性21. 7%、女性 11. 0%であった。糖尿
病群のうち、男性では非診断率 11 . 1 %、非受療率48. 4%、コント
ロール率 17. 0%であり、女性では非診断率 15. 4%、非受療率42. 
8 %、コントロール率 14. 4%であった。年齢階級別では、非受療率は
年齢とともに低下し、 70代で男性41. 9%、女性38. 7%であった。
コントロール率は年齢とともに上昇し、 70代で男性20. 4%、女性2
0. 5%であった。
【考察】今回の調査対象年次において、 HbAlc (JDS値） 6. 1 %以

上、または医師から糖尿病と言われたことがあると自己申告した者の半数
以上が診断や治療を受けておらず、受療中の者のうち血糖が良好にコント
ロールされている者は半数未満であった。
【結論】日本人の糖尿病管理の現状は良好であるとは言えない可能性があ

る。地域・臨床における治療管理の実施戦略や目標の設定について、一層
の理解と努力が必要である。
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睡眠の質と家庭血圧との関連についての横断的検討：東温スタ
ディ

江口依里 1、櫃本真幸叉斉藤功氏丸山広達 4、櫻 井 進 叉 森 浩 実 1、吉村加奈
1、淡野桜子 1、西岡信治 ＼ 川 崎 由理 尺木下徹 1、三好規子 史 友岡清秀 6、
谷川武 1

1 愛媛大学大学院医学系研究科公衆衛生・健康医学、 2 愛媛大学医学部附属病院医療
福祉支援センター、 3愛媛大学大学院医学系研究科健康科学・基礎看護学、4 愛媛大
学大学院医学系研究科統合医科学、 5 天理医療大学医療学部、 6愛媛大学大学院教育
学研究科

キーワード ：睡眠の質、家庭血圧、降圧剤

【背景】これまで睡眠時間と高血圧との関連が報告されているが、睡眠の
質と家庭血圧との関連についての報告はほとんどない。
【目的】本研究では、地域住民において、睡眠の質と生活習慣および就寝

時、起床時の家庭血圧との関連を横断的に検討することを目的とした。
【方法】愛媛県東温市において平成 21年,..._,23年に実施した東温スタディに
参加した 30,-.._,79歳の男女 1577名のうち、睡眠の質と起床時・就寝時両方
の2日以上の家庭血圧値の情報が得られなかった 88名を除外した 1489名
を分析対象とした。睡眠の質はピソツバーグ睡眠質問紙を用いて過去 1ヶ
月間の自覚的な睡眠の質を 4段階で評価した。家庭血圧計は、対象者に自
動血圧計を貸出し、起床時・就寝時の血圧を 1週間測定し、記録するよう
に指示した。家庭血圧の指標として、起床時と就寝時のそれぞれの平均血
圧値、血圧値の差、並びに変動係数を算出した。睡眠の質と生活習慣およ
び家庭血圧・血圧変動との関連について年齢を調整した上で男女別に検討
し、さらに、 BMI、飲酒、喫煙、運動習慣にて調整後、降圧剤の服薬の有無
にて層別後の関連を検討した。
【結果】男女ともに睡眠の質と健診時の血圧との関連は認められなかった。

睡眠の質と家庭血圧との関連では、男女ともに起床時・就寝時の血圧平均
値との関連は認められなかった一方で、睡眠の質が悪いほど起床時最高血
圧の変動係数が大きく、その関連は生活習慣にて調整後も認められた。睡
眠の質が、非常に良い、かなり良い、かなり悪い、非常に悪い、の変動係数
は、それぞれ男性で 6.8、6.9、7.3、8.8%、女性で 6.9、6.8、7.2、8.2%で
あった (pfor trend < 0.05)。男性では、さらに起床時の最低血圧変動との
関連も認められ、女性では、さらに起床時と就寝時の最高血圧の差との関
連も認められた。降圧剤の服薬の有無にて層別したところ、服薬群におい
て男性の起床時最低血圧変動、女性の起床時最高血圧変動との間に関連が
認められ (pfor trend < 0.05)、非服薬群では、男性の起床時最高血圧変動
との間に関連が認められた。
【考察・結論】睡眠の質が低下している群では起床時の血圧変動が大きかっ
た。睡眠の質と家庭血圧との関連における降圧剤の影響については、さら
に検討する必要がある。

P2-018 

起立負荷に対する血圧脈拍および自律神経機能の変化について

梶浦貢 1、大平哲也 1,2、音地美穂尺岡田武夫尺木山昌彦尺北村明彦 1、石
川善紀 1

1大阪がん循環器病予防センター、 2 大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学

キーワード ：血圧、自律神経、起立試験

【目的】脳梗塞と起立性低血圧、起立性高血圧との間に関連があること、起
立性高血圧が将来の高血圧要因となりえることが報告されている。また、血
圧変化の要因として自律神経機能の関与が示唆されているが、安静時ないし
24時間測定による評価が多い。今回我々は起立負荷によるドック受診者の
血圧、脈拍、自律神経機能変化を性別、年代ごとに評価したので報告する。
【方法】対象は大阪府立健康科学センターのドックコース「心身リフレッ

シュコース」を 2001年 4月~2009年 3月に受診した 16歳~82歳の
979名（男性 338名平均年齢 46.2歳、女性 641名平均年齢 46.7歳）。10
分間の仰臥位安静の後、臥位 1分、 3分後および能動起立 1分、 3分、 5
分後に血圧、心拍数を測定しそれぞれの平均値を求め、また心電図で RR
間隔を持続測定し周波数解析を行い、 HighFrequency(HF)を副交感神経機
能の指標、 LowFrequency(LF)/HF比を交感神経機能の指標とした。得ら
れたデータを性別、年代別に比較を行った。
【結果】血圧は、臥位の平均血圧が男性 124.4/78.2mmHg、女性

114.9/73.?mmHg、立位の平均血圧が男性 125.1/88.1mmHg、女性
114.9/82.9mmHgと臥位、立位共に男性が女性より有意に高い血圧値を
示した。心拍数は臥位では男性 64.2bpm、女性 64.1bpmと差がみられな
かったが、立位では男性 77.4bpm、女性 75.9bpmと男性が女性よりも有
意に高い値を示した。自律神経機能は男性で LF/HFが臥位、立位とも女性
よりも有意に高く、女性では臥位 HFが男性よりも有意に高い結果となっ
た。年代別の比較では男女とも臥位および立位の収縮期血圧が年代の上昇
とともに上昇した。拡張期血圧は 50歳代までは上昇傾向を示したが男性
のみ 60歳以上の群で低下した。心拍数は立位で男女ともに若い年代にな
るほど上昇する傾向がみられた。自律神経機能は臥位の HFが男女ともに
若い年代で高値となった。また臥位から立位への変化割合が LF/HFで男女
とも若い年代で大きくみられた。
【考察】血圧は臥位、立位とも収縮期血圧が男性及び高齢者で高くなる傾

向を示したが、拡張期血圧は 60歳以上で起立時上昇が鈍化する傾向を示
した。自律神経および心拍数は若年層ほど起立時の変化が強く、起立時血
圧変化に対する代償機能の冗進が示唆された。高齢者では自律神経機能の
低下がみられ、血圧調節への影響が考えられた。
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ガム法による刺激時唾液分泌量・食行動と肥満度との関連：東
温スタディ

丸山広達 l、西岡信治叉三好規子 3、淡野桜子叉森浩実 2、吉村加奈 2、江口
依里 2、櫻井進 4、斉藤功叉谷川武 2

1愛媛大学大学院医学系研究科統合医科学、 2 愛媛大学大学院医学系研究科公衆衛生・
健康医学、 3愛媛大学大学院教育学研究科、 4天理医療大学医療学部臨床検査学科、 5

愛媛大学大学院医学系研究科健康科学・基礎看護学

キーワード：咀噂肥満、食行動

【背景】口腔機能、主に咀咽能力は、肥満、ならびに肥満の危険因子であ
る早食い等の食行動に関連している可能性が示唆されているが、疫学研究
において、咀咽に関わる客観的指標と肥満、食行動との関連を分析した報
告は少ない。
【目的】本研究では、咀咽能力の関連指標と言われる剌激時唾液分泌量と、

食行動ならびに肥満度との関連を分析することで、咀咽能力と肥満度、な
らびに咀哨能力が食行動ー肥満関係へ及ぼす影響について検討する。
【方法】 2009年度から愛媛大学公衆衛生学教室が主体となって、 30-79歳

の愛媛県東温市一般住民を対象に実施している疫学研究「東温スタディ」で
は、 2011年度から歯科検診を実施している。本研究では 2011年度に東温
スタディに参加した男女 468名の内、データに不備の無い男性 181名、女
性 284名を対象とした。刺激時唾液分泌量はガム法により 5分間の剌激時
唾液を採取しその重量を測定した。食行動は、問診により「早食い」、「お
なかいっぱい食べる」、「よく噛んでゆっくり食べる」の 3つについて評価
した。性、年齢、エネルギー・食物繊維摂取量、身体活動量、喫煙、飲酒
等を調整した重回帰分析により、剌激時唾液分泌量と肥満度 (Bodymass 

index: BMI) との関連、ならびに剌激時唾液分泌量で層別化後各食行動と
BMIとの関連を分析した。
【結果】剌激時唾液分泌量を四分位に分け、 BMI及び 3つの食行動との関

連を性・年齢を調整し分析した結果、どの食行動とも有意な関連はみられな
かった。肥満に関連する生活習慣等を調整した重回帰分析により、刺激時
唾液分泌量と BMIの関連を分析した結果、刺激時唾液分泌量の最小 4分位
に比べ、最大 4 分位の回帰係数は—1.37 (p<0.001, p for trend<0.001)と
有意な関連がみられた。また、剌激時唾液分泌量を中央値で二分し、各食
行動と BMIとの関連を分析した結果、剌激時唾液分泌量が低い集団では、
各食行動とも BMIとの有意な正の関連がみられたが、刺激時唾液分泌量が
高い集団では、各食行動とも有意な関連はみられなかった。しかしながら、
刺激時唾液分泌量による交互作用はみられなかった (p>0.05)。
【考察・結論】本研究では、咀咽能力の関連指標である剌激時唾液分泌量

が少ないほど BMIが有意に高くなる関連がみられたこと、また統計学的に
有意ではないものの、咀咽能力が食行動ー肥満関係を修飾する可能性も考え
られた。従って、今後の肥満対策において咀咽面からの保健指導の必要性
があることを示した。
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Descriptive study of NCO in recent 10 years in Mongolia 

ツォ グゾルバタルエンフォュン l、ShagdarsurenOyu-Erdeneス Ulziisaikhan
Undrakh叉 Munkh-OchirUranzayaス DambadarjaaDavaalkham2, 中村好一 1

1 Jichi Medical University、2School of Public Health, Health Sciences University of 
Mongolia 

キーワード：NCDs、Mongolia

［背景】
Non-communicable diseases (NCDs) including cardiovascular diseases 
(CVDs), cancers, diabetes and chronic respiratory disease account for 
over 63% of deaths in the world today. Every year, NCDs kill 9 million 
people under 60. The Mongolian NCDs STEPs survey of 2006 revealed 
that 9 in every 10 people had at least one risk factor for developing NCDs 
and in particular 1 in every 2 males aged 45 years and above was at high 
risk of developing NCDs 

［目的】 Todetermine the 10 years tendency of NCDs in Mongolia. 

【方法】
We conducted a descriptive study using annual report of diseases from 
Department of National Statistics of Mongolia, which receives notifica 
tions of all cases of CVDs, cancer and diabetes by ICD 10. 

【結果】 In2002, chronic respiratory diseases (J40-47, J60-65) per 10 000 
population was 58.71, cancer (COO-D09) was 13.43, diabetes (E10-14) 
was 4.95, and CVD (100-199) was 446.56 per 10 000 population. As of 
2011, chronic respiratory diseases per 10 000 population was 96.9 (1.7 
times higher than 2002), cancer was 91.22 (6.8 times higher), diabetes 
was 36.36 (7.3 times higher), and CVD was 752.07 (1.7 times higher) per 
10 000 population. 

Mortality rate of cancer was 12.86, diabetes was 0.11, CVD was 22.15 
and chronic respiratory disease was 0.70 per 10.000 populations in 2002 
but in 2011, cancer was 12.51, diabetes was 0.39, CVD was 22.38 and 
chronic respiratory disease was 0.62 

【結論】 C?urresults provide the NCDs increasing year by year in our coun-
try and its may influence by health transition, economic crisis, internal 
migration and urbanization in our country. 
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高血圧に対する肥満の寄与の年次推移：国民代表集団における
検討

永井雅人 ＼ 大久保孝義 1、村上義孝 2、高嶋直敬 ＼ 門田文 1,3、宮川尚子 l、
斉藤祥乃 1、西信雄 4、奥田奈賀子 5、清原裕 文 中川秀昭 叉 中村好ー 8、岡村
智教 ，、岡山明 10、三浦克之 1、上島弘嗣 1,11

1滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門、 2滋賀医科大学社会医学講座医療統計学
部門、3大阪教育大学養護教育講座、 4 国立健康・栄養研究所国際産学連携センター、
5国立健康・栄養研究所食育研究室、6九州大学大学院医学研究院環境医学分野、 7金
沢医科大学医学部公衆衛生学教、8 自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門、
，慶應義塾大学衛生学公衆衛生学、 10結核予防会第一健康相談所、 11滋賀医科大学
生活習慣病予防センター

キーワード ：肥満、高血圧、年次推移

【目的】高血圧の危険因子である肥満は年々増加している。 しかしながら、
我が国の一般住民集団において、高血圧に対する肥満の寄与の推移を定量的
に検証した報告はない。そこで、国民代表集団を対象として 1980/90年に
実施された NIPPONDATAS0/90のベースラインデータ、および 2000年
実施の第 5次循環器疾患基礎調査・国民栄養調査 (2000年調査）のデータ

を用い、高血圧に対する肥満の寄与の推移 (3時点： 20年間）を検証した。

【方法】 30歳以上の NIPPONDATAS0/90および 2000年調査の参加者、
それぞれ 10,544名（平均年齢： 50.5歳）/8,261名 (53.0歳）および 7,139

名 (55.1歳）を、 bodymass index(kg/m2)の値に基づき、「やせ (18.5未

満）」・ 「普通体重 (18.5以上 25.0未満）」・「肥満 (25.0以上）」に分類した。

高血圧は収縮期血圧／拡張期血圧~140/90mmHg または降圧薬服用中の者
とした。「普通体重」を基準群とした多重ロジスティック回帰分析を用い、
「肥満」の高血圧を有するオッズ比および 95%信頼区間 (Cls)を、年次ご

とに算出した。調整項目は性、年齢、喫煙習慣、および飲酒習慣とした。ま
た、調整オッズ比から 「肥満」の高血圧に対する人口寄与危険度割合 (PAF)

を算出した（なお本研究は断面研究の比較であり、本研究で用いた PAFは

従来の定義とは異なる）。

【結果】 20年間で、年齢調整有病率は高血圧で 16.1ポイント (1980年

45.3%、2000年 ：29.2%)低下し、肥満で 3.4ポイント (1980年 ：20.8%、

2000年 ：24.2%)上昇した。肥満の高血圧に対する調整オッズ比 (95%CI)

は、 1980年で 2.2(2.0-2.5)、1990年で 2.4(2.1-2.7)、2000年で 2.6(2.3-

3.0)と、漸増傾向を示した。一方、 PAFは 1980年で 15.2%、1990年で

18.7%、2000年で 23.0%と、 1.5倍程度に増加した。上記の関連は男女い
ずれにおいても同様であった。

【考察】本知見は我が国の高血圧予防における肥満対策の重要性を裏付け
るものと考えられる。対策の効果を検証するとともに、時代に応じた予防
対策立案のために、今後とも国民代表集団における危険因子の長期的推移
観察が必要である。
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南プラジル日系永住者における肥満およびメタボリックシンド
ローム有所見割合

水嶋春朔 1、根本明宜 2、高橋謙造 1、今松友紀 叉 璽有桂 叉 田高悦子 叉 森口
エミリオ秀幸 4

1横浜市立大学大学院医学研究科疫学・公衆衛生学部門、 2横浜市立大学附属病院医
療情報郎、3横浜市立大学医学部看護学科地域看護学領域、 4 ブラジル連邦共和国南
リオグフンデ連邦大学大学院

キーワー ド：ブラジル日系永住者、肥満、メタボリックシンドローム

【背景・目的】日本からブラジルヘの移住は 100年以上が経過し、在ブラ
ジル日系永住者は 160万といわれている。南ブラジル （南リオグランデ州、
サンタカタリーナ州）への入植は、サンパウロ州などに比べて遅く、戦後
1952年以後の移住者が多く、 1世の割合は 7-8割と高い。南ブラジル
2州の日系永住者 （約 5,000人）の互助組織である南日伯援護協会は、日

本語による診療、健康管理を希望する日系永住者 1世のために巡回診療健
診 （森口幸雄教授、森ロエミリオ秀幸教授）を毎年実施している。2009年
より横浜市立大学医学部教員および学生が総計 3,000kmを走破する巡回診

療健診に参加し、日系永住者約 300名の方々の健診、健康と生活習慣に関
するアンケートを実施してきた。今回 3年分のデータを集計解析し、肥満
を中心とした関連要因の特徴を明らかにすることを目的とした。
【方法】 2009、2010、2011年の 7、8月に、南ブラジル 2州 （南リオグ

ランデ州、サンタカタリーナ州）に暮らす日系永住者で、巡回診療健診に
参加した 2009年 317名、 2010年 276名、 2011年 219名に、健診およ
び健康と生活習慣に関するアンケート調査を実施した（有効回答者は 2009

年 225名、 2010年 243名、 2011年 214名）。アンケート項目及び内容

は特定健診・保健指導の質問票及び国民健康・栄養調査の質問票を参考に
作成した。
【結果】対象者の性別内訳は、 2009年男 109名、女 116名、 2010年男

117名、女 126名、 2011年男 105名、女 110名、 65歳以上の占める
割合は全体のおよそ 60%、およそ 8割近くが日系 1世であった。肥満
者 (BMl25以上）の割合は、男 44%、女 30%、腹囲の日本における特
定健診での基準 （男 85cm、女 90cm)以上の割合は、 2009年男 69.7%、
女 20.7%、2010年男 80.2%、女 38.4%、 2011年男 81.3%、女 29.4
％であった。腹囲基準に加えて 2つ以上のリスクファクターを有するメタ
ボリ ックシンドロームの該当者と 1つを有する予備群の合計は、 2009年男
64.3 %、女 29.0%、 2010年男 75.5%、女 34.0%、 2011年男 65.5%、
女 30.3%であった。
【考察・結論】肥満者、メタボリ ックシンドローム該当者の割合が高く、さ
らに食生活、身体活動を含めた詳細な検討が望まれる。
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地域住民におけるたんぱく質の摂取状況と慢性腎臓病発症との
関連

久保佐智美 1、磯博康 入 大平哲也 ＼ 今野弘規 1、野田博之 八 山岸良匡 叉 木
山昌彦 叉 北村明彦 3

1大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学、2筑波大学医学医療系社会健康医学、3

大阪がん循環器病予防センター

キーワード ：コホート研究、慢性腎臓病発症、たんぱく質摂取量

【背景】腎機能低下のない日本人一般住民を対象として、たんぱく質摂取
量がその後の腎機能に及ぽす影響を検討したものはない。
【目的】地域住民を対象とした追跡研究 (CirculatoryRisk in Communities 

Study:CIRCS)において、たんぱく質摂取量の多いことが慢性腎臓病 (CKD)

発症予防と関連するか否かを検証した。
【方法】腎関連疾患の既往がなく、ベースライン時 (2002-06年）にeGFR
が 60ml/分/1.73ボ以上であった 40-69歳の 3地域（秋田、茨城、大阪）の

住民 4,962人（男性 1,794人、女性 3,168人）を対象として、簡易型自記

式食事歴法質問票 (BDHQ)を用いて 1日当たりのたんぱく質摂取量を算
出し、その後の CKD発症を 2010年まで健診により追跡した。CKD発症
は eGFR低値 (60ml/分/1.73吊未満）とし、食事調査から算出された 1日

当たりのたんぱく質摂取量とその後の CKD発症との関連を、性別、年齢、
飲酒、喫煙、ベースライン時 eGFR値、血清アルブミン値、尿たんぱく、
拡張期血圧値、高血圧治療、糖尿病既往を調整した cox比例ハザードモ
デルを用いて分析した。
【結果】ベースライン以降の健診受診者数は 4,085人（男性 1,433人，女性

2,652人：追跡率 82.3%)、平均追跡期間は男性 5.5年、女性 5.6年、新た

に CKDを発症した者は 450人 (11%)であった。たんぱく質摂取量 4分

位別にみた性別・年齢調整した対象者特性に関しては、総たんぱく質摂取
量の中央値は第 1四分位で男性 0.729/kg/日・女性 0.869/kg/日、第 2四分

位で男性 1.019/kg/日・女性 1.189/kg/日、第 3四分位で男性 1.309/kg/日・

女性 1.489/kg/日、第 4四分位で男性 1.779/kg/日・女性 2.05g/kg/日であ

り、第 4四分位では第 1四分位に比べてベースライン時 eGFR値は男女共
に有意に高かった。追跡調査の結果、日本人のおける総たんぱく質の推奨
量に相当する第 2四分位を基準とすると、第 4四分位では CKD発症リス
クは男女とも低く［多変量調整ハザード比＝男性 0.62(95%CI:0.39-0.98)、

女性 0.69(95%Cl:0.50-0.96)]、特に女性の植物性たんぱく質でその関連は

強く見られた［多変量調整ハザード比=0.61(95%Cl:0.43-0.87)]。

【考察】本研究では、女性において植物性たんぱく質摂取第4四分位 (0.72g/kg/

日以上）で CKD発症リスクの低下が顕著に見られたことから、腎機能障害

のない者における植物性たんぱく質摂取は、 CKD発症の予防効果があるこ
とを示唆している。
【結論】腎機能が低下していない者において、たんぱく質摂取量の確保が

CKD発症予防に働く可能性が示された。
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あまみ島嶼地域における動脈硬化とストレスに関する研究

桑原和代 1、新村英士 2、中村昭彦 2、立棒雅也 2、小川信叉中畑典子 2、Motahare
Kheradmand2, Mantjoro Eva Mariane2、根路銘安仁 l、大脇哲洋 1、草野健 3、嶽
崎俊郎 2

1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター、 2鹿児島大学
大学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学講座、 3JA鹿児島県厚生連健康管理センター

キーワード ：動脈硬化、ストレス、CAVI

【背景と目的】動脈硬化は虚血性心疾患や脳卒中の主要な危険要因である
が、一般住民における動脈硬化とストレスの関係についての報告は限られ
ている。本研究の目的は、動脈硬化とストレスに関して動脈硬化の代理指
標として cardio-anklevascular index (CAVI)を用いて比較検討することで
ある。
【対象と方法】対象は、 2005~2007年にあまみ島嶼地域において健診を受
けた 40-69歳の男女 4,523名である。過去 1年間のストレスの有無につ
いて質問票調査を行い、ストレスを全く感じなかった、あまり感じなかっ
た、多少感じた、おおいに感じたの回答に順にダミー変数を与えた。スト
レスと CAVI、健診結果および生活習慣については ANOVAとchi2乗検定
を用い、交絡要因を調整するためにストレスと CAVIおよび動脈硬化要因
について重回帰分析で解析した。研究に当たっては本学の倫理委員会によ
る承認を得た。
【結果】平均 CAVI値は男女ともストレスを感じているほど低かった。一

方、男女ともストレスを感じたと回答した者ほど年齢、収縮期および拡張
期血圧、中性脂肪、空腹時血糖の値が低く、週 3回以上の運動習慣を有す
る者の割合も低かった。重回帰分析でこれら要因を調整したところ、スト
レスと CAV値 lとの関連は認められなくなった。ストレスと各要因との関
連では、 LDLコレステロール、クレアチニン、喫煙習慣、脂質代謝異常症
ありに対して、正の関連を示した。
【考察】本研究では、他要因と未調整の場合、ストレスを感じているほど低
い CAVI値を認めたが、調整後はこの関連が認められなくなった。これは、
動脈硬化要因で最も重要な年齢と収縮期血圧が高い集団でストレスを感じ
ているものが少なかったため、交絡要因として働いた可能性が高い。一方、
動脈硬化要因とストレスとの関連では、年齢を含めた他要因との調整後も
LDLコレステロールと喫煙習慣は正の関連を示し、これまでの報告と同様
であった。
【結論】本研究におけるストレスと CAVI値との負の関連は年齢を含む動脈
硬化要因による交絡、また、ストレスを感じているほど LDLコレステロー
ル値が高いことが示された。

P2-027 

日常身体活動量や運動習慣、海洋療法による動脈硬化要因及び
医療費の改善に関する研究

嶋谷圭一＼桑原和代 2、新村英士 1、中村昭彦＼立棒雅也 1、小）II信 1、中畑
典子 1、MotahareKheradmand1、MantjoroEva Mariane 1, 根路銘安仁 2、大脇哲
洋 2、草野健 3、嶽崎俊郎 1

1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学講座、 2 鹿児島大学大学院医歯
学総合研究科離島へき地医療人育成センター、 3JA鹿児島県厚生連健康管理センター

キーワード ：運動、海洋療法、医療費

【目的］動脈硬化予防のため日常身体活動や運動習慣は重要な役割を担って
いる。鹿児島県の 0島では、運動を組み入れた海洋療法を住民の健康推進
活動に活用している。海洋療法は、海洋の資源や環境を療養や健康増進、予
防に活用するものである。日常身体活動量や運動習慣、海洋療法の動脈硬化
要因及び医療費の改善に対する効果を検証するために前向き研究を行った。
【方法】対象者はあまみ島嶼地域で行っている日本多施設共同研究 (J-MICC
study)の参加者のうち、 2005年 10月に行ったベースライン調査及び2010
年の第 2次調査に参加した住民のうち医療費の情報収集に同意が得られた
453人（男性 198人、女性 255人）である。海洋療法の利用情報は、年間
あたりの平均利用回数を用いた。医療費情報に関しては、 2006年と 2007
年の 5月分と 2010年と 2011年の 5月分の平均の差を算出し対数化した
上で利用した。日常身体活動と運動習慣における身体活動量は METsとし
て計算した。動脈硬化要因として BMI、血圧、 LDLコレステロール、 HDL
コレステロール、 トリグリセリド、空腹時血糖を利用した。解析は重回帰
分析を用い、関連要因を調整した上で行った。調査に際し倫理審査委員会
の承認を得た。解析は StatalC12を用いて行った。
【結果】対象者の平均年齢は 54.6土 7.3歳であった。2005年における週

1回以上の運動習慣ありの割合は、男性 83.3%、女性 62.4%であった。
2005~2010年に海洋療法を利用していた者の割合は 36.9%で平均利用回
数は 42.4回I年であった。日常身体活動量や運動習慣、海洋療法と収縮期
血圧改善との関連では海洋療法のみが負の関連を認めた。また運動習慣と
中性脂肪も負の関連を認めた。医療費の改善に関しては、有意な関連は認
められなかった。
【考察】収縮期血圧の改善に海洋療法が関連していた。海洋療法は温海水中
での運動を行うことにより通常の運動に比べ循環器系に付加的な効果を有
する可能性が考えられた。医療費に関しては有意な関連は認められなかっ
た。医療費には多様な要因が関連し、また運動等による改善効果を評価す
るには対象者数と観察期間がまだ十分でない可能性も考えられる。
【結論】海洋療法は血圧の改善に、運動習慣は LDLコレステロールの改善
に効果がある可能性が示された。

P2-026 

果物（みかん類）の高頻度摂取が循環器疾患発症及び全死亡に
及ぽす影響について

岡田克俊 1、松下真弓 入 楠元克徳 1、佐伯修一 1

1 愛媛大学総合健康センター

キーワード：果物、脳卒中、総死亡

【目的】果物類摂取が循環器疾患発症を抑制させることは、欧米を中心と
したコホート研究では明らかとなっているが、脳卒中・心疾患比の異なる我
が国における同様の報告は多くない。また、ベースラインの時期によって
は、近年の食生活習慣等を十分に反映しているとは限らない。そこで、本
調査では、 2002-4年のベースライン調査に基づくコホート研究により、果
物類のうち、特にみかんの高頻度摂取が循環器疾患発症及び死亡に及ぽす
影響について検討を行った。
【方法】愛媛県西南部に位匿する八幡浜市及び伊方町及び西予市三瓶地区の
主として 40歳以上の地域住民を対象に、ベースライン調査として循環器
検診及び果物（みかん類）摂取頻度などに関する聞き取り調査を 2002年 4
月から 2004年 3月末の間に実施した。また、追跡調査として 2次医療圏
内の病院におけるカルテ調査、異動・死亡状況に関する調査を実施し、 2010
年 12月 31日まで追跡を行った。解析に際しては、高頻度摂取の状況とし
て、よく食べる時季の状況について、「毎日 2回以上摂取」、「毎日 1回・週
4-6回」、「週 2-3回・週 1回」、 「週 1回未満・食べなかった」の 4クラス
ターに分類し、 COXの比例ハザードモデルにて解析を行った。
【結果】ベースライン調査前の脳卒中及び急性心筋梗塞発症登録のあった者
を除外した計 10,090人（平均 60.9士12.3歳）（男性 3,709人、女性 6,381
人）について平均 7.7年の追跡を実施し、この間に脳卒中 225例、心筋梗塞
55例の発症、及び 656例の死亡を確認した。よく食べる時季のみかん摂取
頻度が「毎日・週 4-6回」の群と比べ、より多い摂取頻度群の脳卒中RRは
0.900(0.648-1.251 ;95%CI)とわずかに低化を示していた。一方、「週 2-3
回週 1回」群は 1.302(0.821-2.064)、「週 1回未満食べなかった」群は
2.020(1.417-2.878)とRRの明らかな増加を認めた。また、全死亡との関
連についても同様の結果であった（多因子調整後）。
【結論】本調査の限界として摂取量自体の推定が困難な点があるが、少な
くとも良く食べる時季において、 1日2回程度の摂取頻度であれば有意な
リスクの増加がないことが示唆された。

P2-028 

皮膚症状と循環器疾患死亡との関連； JACC study 

西田陽子 1、磯博康 1、玉腰暁子 2

1大阪大学大学院医学系研究科 医学専攻社会環境医学講座公衆衛生学教室、 2北
海道大学大学院医学研究科社会医学系予防医学講座公衆衛生学分野

キーワード：皮膚、前向きコホート、循環器疾患死亡

【背景】皮膚疾患と循環器疾患死亡との関連については、欧米の乾癬患者
に焦点をあてた研究が多く、日本人についての研究はほとんどない。湿疹
やじんま疹などの皮膚症状を有している状態は皮膚のみならず全身の慢性
炎症状態を伴い、その結果、動脈硬化が進展して、循環器疾患のリスクが
上昇する可能性が推察されるが、この点を追及した疫学研究はほとんどみ
られない。
【目的】日本人コホート集団において、ベースライン調査時に皮膚症状を

有する群と有さない群での循環器死亡例を比較することにより、皮膚症状
と循環器疾患死亡との関連を分析する。
【方法】日本全国 45地域に設定された前向きコホート研究 (JACCStudy、The
Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk spon-
sored by the Ministry of Education, Culture, Sport, Sciense and Technol-
ogy of Japan)の対象者のうち、 1988年から 1990年のベースライン調査
時に循環器疾患やがんの既往がなく、かつ皮膚症状についての設問 「皮膚
に湿疹やじんま疹ができやすいですか。1よくでる、 2時々 でる、 3.あま
リでない」に回答した 40から 79歳の男女 85277人について、 2008年
まで死亡状況を追跡したデータを用いて、皮膚症状と循環器疾患死亡との
関連を分析した。Coxの比例ハザードモデルを用いて、年齢、喫煙、飲酒、
運動量、自覚的ストレスなど循環器疾患と関連する因子を調整した、脳卒
中死亡と心筋梗塞死亡のハザード比を検討した。
【結果】平均追跡期間 14.6年の間に、脳卒中で 2298人、心筋梗塞で 824

人が死亡した。皮膚症状有りの脳卒中死亡のハザード比 (95%信頼区間）は
男性で 0.97(0.76-1.23)、女性で 1.01(0.86-1.20)であり、男女とも両者の
間で関連は見られなかった。一方、心筋梗塞の死亡のハザード比 (95%信
頼区間）は、男性で 1.10(0.77-1.58)、女性 1.57(1.07-2.30)であり、女
性で有意な関連が認められた。日常的に湿疹やじんま疹など皮膚症状を有
する女性は、そうでない女性に比べて心筋梗塞の死亡リスクが高かった。
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P2-029 

日本人の高血圧患者を対象とした脳卒中発症予測モデルの構築

手良向聡 1、奥田恭行 2、河盛隆造 3、宮崎滋 4、平松且稔叉寺本民生 5

1京都大学医学部附属病院探索医療センター、 2第一三共株式会社、 3順天堂大学医
学部内科学、 4 新山手病院生活習慣病センター、 5 帝京大学医学部内科学

キーワード ：予測モデル、脳卒中、高血圧

【背景】
臨床現場において、個々の患者のリスクを評価・管理するためには、リス
ク因子の保有状況に応じた絶対リスクの評価が重要である。一般集団と患
者集団ではリスク因子の種類やその影響度が異なる可能性があり、患者集
団を対象に絶対リスクを評価するための予測モデルを構築することは臨床
的に意義がある。
【目的】
日本人の高血圧患者を対象としたオルメサルタン大規模観察研究 (OMEGA
study)のデータを用い、脳卒中発症のリスクを予測するモデルの構築及び
リスク指標の探索を目的とした。
【方法】

OMEGA studyの対象患者 14721名のうち、脳 ・心血管系疾患の既往がな
く検討する因子に欠損がない 9741名を対象に、調査開始時リスク因子と
治療中の血圧指標（収縮期血圧、拡張期血圧、高血圧分類）を用いて Cox
比例ハザードモデルにより脳卒中発症予測モデルを構築した。調査開始時
のリスク因子は変数減少法により選択した。血圧指標各々について 6ヶ月
平均、 12ヶ月平均、 18ヶ月平均を用い、モデルの判別能及び較正能を評
価した。
【結果】

対象集団の平均年齢は 64.5歳、男性は 49.3%、調査開始時平均血圧は
157.7/89.2mmHg、平均追跡期間は2.82年であり、脳卒中発症率は2.22/1000
人年であった。選択された調査開始時リスク因子は、性別、年齢、冠動脈疾
患家族歴、糖尿病、塩分嗜好であった。モデルの性能を評価した結果、拡
張期血圧かつ 18ヶ月までの平均値を用いたモデルが最も判別能が高かっ
た(C統計量 0.738)。18ヶ月平均を用いたモデルでは各指標とも較正能は
良好であった (Hosmer-Lemeshowx 2: 7.513-11.366 df=9)。18ヶ月平
均を用いたモデルで推定される 3年間での脳卒中発症予測確率は、ベース
ラインリスクが平均的な場合、拡張期血圧 <85mmHgで0.37%、85-<90
で 0.98% 、 90-< 100 で 1 . 72%、 100—で 2 .00%であった。
【考察・ 結論】

高血圧患者を対象に脳卒中発症予測モデルを構築した。よリ長期の血圧値
を用いることで予測能の向上が認められたが、どの期間のデータを用いた
予測モデルが最も有用かについては、脳卒中の発症時期などを考慮して総
合的に判断する必要がある。また、各時点で将来の発症リスクを予測する
動的予測モデルの構築についても検討を要する。

P2-031 

ウッタイン登録による脳卒中関連心停止の季節変動と温度変化
について

西村邦宏 1、岡村智教叉中井陸運 1、竹上美紗 1、渡邊至 l、西脇祐司 3、宮本
恵宏 1

1国立循環器病研究センター 予防医学疫学情報部、 2慶応大学 医学部 公衆衛生
学、 3東邦大学医学部公衆衛生学

キーワード：突然死、脳卒中、季節変動

【背景】従来から心筋梗塞、脳卒中の発症が冬季に多いことがしられてい
るが、関連がないとの報告もある。また院外性心停止に関して、我々は心
原生心停止に関して報告しているが (ESC2012,Munihch)、脳卒中に関連
した院外心停止の季節変動の報告は極めて少ない
【目的】脳卒中による院外心停止の季節変動と年齢、温度の関係を明らか

にする
【方法】 2005年 1月から 2008年 12月の消防庁ウッタイン全国統計の

データにより、院外心停止のうち脳血管障害によるものの、月ごとの人口
10万人年あたりの発症率、罹患率比を計算した。またポワソン回帰により、
男女、年齢、月別各県別の平均最低気温の影響を評価した。
【結果】研究期間中の成人での総件数は、 21,986件であった。月ごとの発

症率は、発症月を変数とした有意な関係を示した (p<0.0001)。7月をレ
ファレンスとした IRRは、 1月 1.90(95%CI:1.78-2.03). を最高として、
冬季にむけて増加していた。男女別、年齢階級別、以下などの層別解析に
よっても同様な傾向をしめし、波形別でも同様であった。年齢については
高齢者での 1月におけるリスクは増加していた。(ORfor age 20-50 =1.52 
(95%CI 1.23-1.87) and OR for age>=80 =2.07(95%CI 1.85-2.32). 都道
府県別の月ごとの平均気温、最低気温と発症率は有意に相関した。ポワソ
ンモデルからは 1度の温度低下により、 5. 8%のリスクの上昇が想定さ
れた。

【考察】大規模の住民集団観察研究により、脳血管障害による院外心停止
の月別、季節性の変動が有意であることを明らかにした。心停止は冬季に
多く、気温との相関を認めたが、それ以外の要因による季節性変動への影
響が示唆された。
【結論】

脳梗塞による院外心停止に関して、冬季の気温低下が発症のリスクとなる
ことが、示唆された。

P2-030 

心血管疾患と脳血管疾患での死亡リスクモデルの違いと人口寄
与危険率の検討 ：JACC study 

山下健太郎 1、八谷寛 2、王超辰 3、玉腰浩司 4、豊嶋英明 叉 山岸良匡史田邊
直仁 7、玉腰暁子 史 磯博康 ，

1名古屋大学大学院 医学系研究科循環器内科学、 2藤田保健衛生大学医学部公
衆衛生学、 3 名古屋大学大学院 医学系研究科 国際保健医療学・公衆衛生学、4 名
古屋大学医学部保健学科、 5JA愛知厚生連 安城更生病院、6筑波大学大学院人間総
合科学研究科社会健康医学、 7 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科、 8 北海道大
学大学院医学研究科予防医学講座 公衆衛生学分野、 9 大阪大学大学院 医学系研
究科公衆衛生学

キーワード ：脳心血管疾患、競合リスクモデル、人口寄与危険率

【背景】心血管疾患 (CHD)、脳血管疾患 (Stroke)に対する危険因子の影
響の違いついては十分な検討はなされていない。
【目的】脳心血管疾患の主な危険因子について、 CHD、Strokeに対する影

響に違いを統計学的に検討した。さらに、 CHD、Stroke死亡それぞれに対
する人口寄与危険率 (PAF)の違いを検討した。
【方法】 110,792人のうち、脳心血管疾患既往、癌既往、データ欠損例、計

63695人を除外し、 47,097人 （男性 20,610人、女性 26,487人）を解析
対象とした。
Cox比例ハザードモデルを用いて年齢、教育歴、喫煙状況、アルコール摂
取、運動、 BMl6群、高血圧・糖尿病の既往、女性では閉経有無と性ホルモ
ン治療有無も補正を行い、ハザード比 (HR) を求めた。CHD、Strokeに
対する HRの違いは、競合リスク分析を用いて解析を行った。
【結果】男性において 46g/日以上のアルコール摂取は Strokeリスクが増

加 [HR1.33 (95%CI 1.06-1.67)]したが、CHDリスクの有意な増加はなく
[HR 0.88 (0.65-1.19)]、有意に異なった (p=0.032)。
女性では、喫煙で CHDリスクが上昇 [HR2.51(1.56-4.05)]したが、 Stroke
は有意なリスク上昇は認めず [HR1.09 (0. 71-1.69)]、有意に異なった
(p=0.012)。また DM既往は Strokeリスク [HR1.54 (1.09-2.19)]より
CHDリスク [HR3.50 (2.33-5.25)]が有意に高かった (p=0.003)。
男性で BMl27.5kg/m2以上群は、 CHDのリスクは上昇する [HR2.18 (1.34-
3.55)]が、 Strokeリスクの有意な上昇はなく [HR0.83 (0.50-1.36)]、有意
に異なった (p=0.006)。
PAFを求めたところ、男性では smoker、高血圧既往、飲酒の影響が大き
く、女性では高血圧、 DMの既往症、痩せ型の方の影響が大きかった。
【考察】男性でのアルコール多量摂取、 BMl27.5kg/m2以上、女性での喫

煙、 DM既往は、 CHD、Stroke発症への影響が有意に異なる。男女で危険
因子の PAFの大きさが異なる。
【結論】 CHDとStrokeではリスクモデルが異なる可能性がある。公衆衛

生学的に、性別毎に危険因子対応策の検討を要する。

P2-032 

糖尿病と閉塞性睡眠時無呼吸症候群の関連性及び方向性のメタ
解析

藤原和哉＼児玉暁 1、堀川千嘉 1、平安座依子 1,5、由澤咲子 1、菅原歩美 1、
平澤玲子 1、谷地洋子 1、斎藤和美 4、島野仁 2、山田信博 叉 曽根博仁 5

1筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 内分泌代謝．糖尿病内科、2筑波大
学附属病院 内分泌代謝．糖尿病内科、 3 筑波大学、 4 茨城県立医療大学医科学セン
ター、 5 新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科

キーワード：睡眠時無呼吸症候群、2型糖尿病、メタアナリシス

【背景】糖尿病と閉塞性睡眠時無呼吸症候群の関連が報告されているが、関
連の強さ、肥満との関連、両疾患の方向性については議論が続いている。
【目的】メタ解析を通じ、両疾患の関連性の強さ、肥満との関連、方向性

の関連を明らかにする。

【方法】両疾患の関連について検討しており、電子検索データベースによ
り検出された横断または、縦断研究を詳細に分析した。横断研究では、各
研究における閉塞性睡眠時無呼吸症候群の軽症群に対する、重症群の糖尿
病オッズの統合値を変量モデルにより算出した。縦断研究では、同様に重
症閉塞性睡眠時無呼吸症候群の糖尿病リスクまたは、糖尿病群の非糖尿病
群に対する閉塞性睡眠時無呼吸症候群発症リスクの統合値を算出した。
【結果】横断研究において、重症閉塞性睡眠時無呼吸症候群の軽症閉塞性睡
眠時無呼吸症候群に対する糖尿病罹患オッズ値 (95%信頼区間、以下同じ）
は、 1.97(1.58-2.46)であった。肥満を交絡因子として調整した研究に限っ
ても、同オッズは 2.10(1.49-2.95) と有意であった。縦断研究において、
重症閉塞性睡眠時無呼吸症候群は軽症閉塞性睡眠時無呼吸症候群に比べ、
2.06 (1.58-2.46)の糖尿病発症リスクを有していたが、糖尿病患者の非糖
尿病者に対する閉塞性睡眠時無呼吸症候群発症リスクは 1.18(0.90-1.55) 
と非有意であった。
【結論】本研究の結果、糖尿病と閉塞性睡眠時無呼吸症候群は肥満と独立
して関連することが示された。また縦断研究の結果より、閉塞性睡眠時無
呼吸症候群は糖尿病発症関連因子であるが、逆に糖尿病自体は閉塞性睡眠
時無呼吸症候群発症の関連因子とはいえないことが示唆された。この結果
から、スクリーニングの観点において、閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者で
は積極的に糖尿病スクリーニングを行うことの必要性が示唆された。
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P2-033 

ヘマトクリットとインスリン抵抗性ならびに無症候性脳血管障
害との関連

田原康玄 1、伊賀瀬道也叉 小原克彦 叉 岡田 陽子叉 永井勅久叉 上谷英里 2、
多喜田理絵竺 城戸知子 叉 越智南美子叉 三木哲郎 2

1 京都大学大学院医学研究科 ゲノム医学センター、 2 愛媛大学大学院医学系研究科
加齢制御内科学

キーワー ド：ヘマトクリ ット、インスリン抵抗性、無症候性脳血管障害

【背景】ヘマトクリットはインスリン抵抗性や 2型糖尿病発症と関連する
ことが報告されている。ヘマトクリ ット高値による血液粘度の増加が、グ
ルコース／インスリンの標的臓器へのデリバリーを減弱させることが、ヘマ
トクリ ットとインスリン抵抗性を関連づけるメカニズムと推察されている。
しかし、動脈硬化や動脈硬化性臓器障害を含め、これらの関連を包括的に
みた検討はない。
【目的】一般地域住民において、ヘマトクリ ットとインスリン抵抗性との

関連を明らかにすることを目的とした。インスリン抵抗性は循環器系臓器
障害のリスク因子であることから、ヘマトクリ ットと動脈硬化ならびに無
症候性脳血管障害との関連も併せて検討した。
【方法】愛媛大学病院抗加齢ドック受診者 952例を対象とした。インスリ
ン抵抗性は改訂版 HOMA指数 (HOMA2)で評価した。内臓脂肪量は謄部
のCT像から求めた。頭部 3テスラMRI画像から、無症候性脳血管障害
（側脳室白質病変、ラクナ梗塞）の有無・グレー ドを評価した。動脈硬化の
指標には頸動脈の内膜中膜複合体厚および上腕足首間の脈波伝播速度を用
いた。
【結果】ヘマトクリ ットは HOMA2と有意な関連を示した (01:0.6土 0.4、
02:0.7土 0.4、03:0.8士0.5、04:0.9士0.5、p<0.001)。年齢・性別・

BMI・収縮期血圧 ・HDLコレステロール・白血球数を調整した多変量解析で
も、ヘマトクリットは HOMA2の独立した因子として抽出された (p=0.007)。

しかしながら、内臓脂肪面積と ALTをさらに調整すると、ヘマトクリット
と HOMA2との関連は消失した (p=0.264)。ヘマトクリ ットは、血液粘度

(01 :3.82土 0.29、02:4.16士 0.25、03:4.40士 0.25、04:4.75士 0.32
cP、p<0.001)、血管壁でのズリ応力 (01:16.9士 5.3、02:18.7士 5.8、
03:21.0土 6.3、04:22.1土 6.7dyne/cm叉 p<0.001)と強く関連したが、

脈波伝播速度 (p=0.210)、頸動脈肥厚 (0.306)とは関連しなかった。無症

候性脳血管障害との関連では、ヘマトクリ ットが低値である方が、側脳室白
質病変の頻度が高かった (Q:14.7、02:8.9、03:5.8、04:6.5%、p=0.003)。
ラクナ梗塞との関連は認められなかった (p=0.453)。
【結論】ヘマトクリ ットとインスリン抵抗性は、内臓脂肪の蓄積を介した

副減少である。ヘマトクリ ットは側脳室白質病変の独立したリスク因子で
あるが、動脈硬化とは別の機序が介在する。

P2-035 

喫煙依存指標としての早朝喫煙時間の肺癌リスクに関する検討

福本 紘一 1、伊藤秀美 1、松尾恵太郎 1、尾瀬功 1、細野覚代 1、渡邊美貴＼田
島和雄 入 田中 英夫 1

1愛知県がんセンター研究所疫学・予防部

キーワー ド：肺癌リスク、 TTFC、ニコチン身体依存度

【背景】喫煙は肺癌の主要なリスク因子である。また起床してから初回喫
煙までの時間 (timeto firs cigarette: TTFC)はニコチン身体依存度の確立

した指標であるが、 TTFCと肺癌の関係性についての研究はほとんどなさ
れていない。
項的】 TTFCと肺癌の関連を明らかにすることを目的に、症例対照研究

を行った。
【方法】対象は、 2001年から 2005年の間に愛知県がんセンター中央病院
を受診し同意を得た 1572名の肺癌患者と、年齢・性別を適合させた 1572
名の非がん患者である。喫煙習慣を含む生活習慣情報は、自記式調査票を用
いて収集した。潜在的な交絡因子を調節したロジスティ ック回帰分析を行
い、 TTFCのオッズ比 (oddsratio: OR)と95%信頼区間 (95%confidenc 
interval: Cl) を算出した。
【結果】 TTFCは肺癌リスクに対して負の関連があり、この関連は腺癌、扁
平上皮／小細胞癌においても認められた。60分以上の TTFCを基準とし、
喫煙経験者においては喫煙量・期間を調整し、その他の因子も調整して肺
癌リスクの ORを算出したところ、 31-60分で 1.08(95%CI,0.73-1.61)、
6-30分で 1.40(0.98-2.01)、5分以下で 1.86(1.28-2.71)であった (ptrend 

<0.0001)。喫煙経験者において、 60分以上の TTFCを基準とした、 5分
以下の TTFCの ORは、腺癌で 1.35(95%CI,0.81-2.24)、扁平上皮／小細
胞癌で 3.28(1.56-6.91)であった。TTFCとの関連は、腺癌と扁平上皮／小
細胞癌とでは統計学的有意な差が認められた (pheterogeneity, 0.002)。

【考察】 TTFCはニコチン依存指標の 1つであり、喫煙期間や本数などで
は捉えられない喫煙習慣の違いを測定できると考えられている。TTFCは、
喫煙本数よりも尿中のコチニン濃度との強い相関があり、さらに、コチニ
ン濃度はタバコ煙に含まれる発がん物質レベルと相関しているとの報告が
あることから、肺がん感受性を反映するひとつの表現型であることが示唆
される。
【結論】 TTFCで示されるニコチン依存度は肺癌リスク上昇と関連してお
り、喫煙暴露に対する独立した指標であると考えられる。

P2-034 

日本人 2型糖尿病患者における食塩摂取と心血管疾患との関
係： JDCS 

堀川千嘉 1,2、奥村亮太 3、鎌田智恵実 3、田中司朗 4、田中佐智子 5、井藤英喜
6、大橋靖雄 7、山田信博 叉 吉村幸雄 叉 曽根博仁 1

1新潟大学医学部 血液・内分泌・代謝内科学講座、 2筑波大学大学院 人間総合科学
研究科 内分泌代謝．糖尿病内科、 3 四国大学 生活科学部管理栄養士養成課程、4

京都大学医学部附属病院探索医療センター検証部、 5 京都大学 EBM研究センター、
6 東京都健康長寿医療センター、7東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専
攻生物統計学分野

キーワード ：2型糖尿病、食塩摂取量、 心血管疾患

【背景】高血圧は、 2型糖尿病患者の合併症発症リスクや寿命の低下に関
連するとされ、各国の糖尿病治療ガイドラインには、血圧の低減のために
食生活における減塩の重要性が明記されている。しかしながら、 2型糖尿
病患者における塩分摂取量と心血管疾患発症リスクとの関連性については、
いまだに検討されていない。
【目的】本研究では、 2型糖尿病患者における食事摂取における塩分摂取

量と心血管疾患発症リスクにつき、日本人 2型糖尿病患者を対象とする大
規模臨床研究より縦断的に検討を行った。
【方法】全国の糖尿病専門医療機関 59施設に通院中の合併症の見られな

い 1,516名の患者 （平均年齢：59歳、平均 HbA1c値： 7.9% (国際標準値）、
平均罹病期間： 11年）を対象とした。1996年のベースライン調査として、
Food Frequency Questionnaire Based on Food Groups (FFQg)を用い、

過去 12カ月の習慣的な栄養素および食品群摂取量を調査した。エンドポ
イントは、 8年後の心血管疾患 (CVD)、冠動脈疾患 (CHO)および脳卒中
の発症とし、塩分摂取量を四分位に分け、 Cox比例ハザードモデルを用い
て、最も塩分摂取量が低い群 (Q1)を基準としたその他の群の、各種関連
要因で調整したハザード比を算出した。解析には SASver.9.1を用いた。
【成績】観察期間中、対象者のうち各合併症の発症者は、 CVD:132名、

CHO: 96名、脳卒中： 68名であった。ベースライン時の塩分摂取量と収
縮期血圧には、有意な関連性は見られなかった (pfor trend=0.36)。CVD

発症リスクは、塩分摂取量が増加するごとに有意なリスク増加が見られた
(Q2: 1.71 [0.99-2.95], Q3: 1.60 [0.89-2.86], Q4: 2.21 [1.23-3.97], p for 

trend=0.02)。また、塩分摂取量の最も多い群は、 CHO発症リスクが有意に
高かった (Q4:1.99 [1.01-3.89] p=0.05)。一方、脳卒中発症リスクについ
ては、塩分摂取量とは有意な関連性が見られなかった (pfor trend=0.28)。

【結論】日本人 2型糖尿病患者において、塩分摂取量の多い者は CVDお
よひ CHO発症リスクが増加することが明らかとなった。

P2-036 

地域がん登録における原発部位不明のがんの疫学像

大木いずみ＼杉山裕美 2、松田智大 叉 柴田亜希子 氏 祖父江友孝 4

1栃木県立がんセンター研究所 疫学研究室、 2放射線影響研究所疫学部、 3国立
がん研究センター がん対策情報センター がん統計研究部、 4 大阪大学大学院医学
系研究科環境医学

キーワード ：地域がん登録、 原発不明がん、罹患率

【背景】原発不明がんの占める割合は全がんの概ね 1から 5%とされてい
るが、我が国における罹患率については明らかではない。

【目的】地域がん登録における原発部位不明のがんについて、地域がん登
録の全国がん罹患モニタリング集計 (Monitoringof Cancer Incidence in 

Japan, MCIJ)よりがんの罹患データを用いて罹患率を求め性別、年齢階級

別に頻度と分布を明らかにした。

【方法】 2007年に罹患した診断症例 (MCIJ2007)のうち、一定の精度基
準を満たし全国集計に用いられた 21府県のデータを用いた。地域がん登
録は原発部位を国際疾病分類第 3版 (ICD03)によって登録するが、その
部位が C809(原発部位不明）である症例を抽出し、 2689件（全罹患例の

0.97 %)、男 1322件、女 1367件を対象とした。また年齢階級別人口は
21府県の合計とし、粗罹患率、および年齢階級別罹患率を求めた。

【結果】粗罹患率は男女とも 5(人口 10万対）であった。罹患数は、全部位
と比較して男女差は少なく、高齢者の占める割合が高かった。原発部位不
明例は全部位に比べて、死亡情報で初めて登録室が把握した患者 (DCN)、
および死亡情報のみで登録された患者 (DCO)の割合が高かった。DCN症
例の割合は、男女とも高齢者で高かった。病理判明率は全部位の 74%に
対して原発部位不明例は 39%と低いが、判明した組織型の主なものは、男
は腺癌と扁平上皮癌、女は腺癌であった。

【考察】臨床における原発不明がん (CPU:Cancer of unknown primary 

site)とは、十分な検索にも関わらず原発巣が不明で組織学的に転移巣とし
て判明している悪性腫癌であるが、地域がん登録においては、十分な検索が
されずに原発巣が確定できない悪性腫瘍も分類され、さらに DCN、DCO
の影響や、後に原発が判明した症例も届出時の原発部位不明のままになる
可能性があり、 CPUと一部異なることを考慮する必要がある。また、診断
技術の進歩などにより罹患率は変化することが考えられる。詳細な分析に
おいては課題が多いが、単一の医療機関で一定期間に集まる症例数には限
界があるため、悉皆的に症例を収集する地域がん登録を、即時性をもって
活用することは有用である。

【結論】地域がん登録において、原発部位不明のがんの頻度と特性を観察
した。
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胃がん家族歴と胃がん死亡リスクの関連
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【背景】がん死亡リスクの一つとしてがんの家族歴を検討した先行研究は
多い。しかし前向きコホート研究は少なく、さらに父親・母親どちらがが
んであるかについての検討は限られている。
【目的】胃がん家族歴と胃がん死亡リスクの関連を、家族歴の有無および

父親・母親どちらが胃がんであるかについて明らかにする。
【方法】日本の 3府県 9地域を対象とした前向きコホート研究である 「3府
県コホート」を用いた。1983-1985年に自記式質問票を配布した 40歳以
上の住民 118,820人のうち、質問票が回収できた 100,615人 (84.7%)か
ら、家族歴の情報が不完全な者、調整変数に欠損のある者を除いた 54,159
人を対象とした。両親のいずれかに胃がんの既往歴があるものを家族歴あ
りと定義した。男女別に、家族歴の有無および両親どちらが胃がんである
かについて、年齢調整胃がん死亡率および相対リスク (RR)を算出した。相
対リスクは Cox比例ハザードモデルを用いて、年齢と居住地域を調整した
ものと、それに加えて食生活や飲酒・喫煙などの生活習慣を調整したもの
の 2通りを算出した。
【結果】総追跡人年は 458,192年、平均追跡期間は 8.5年、胃がん死亡数は
546人であった。胃がんの家族歴があったのは 6,282人 (11.6%)、そのうち
父親に胃がんがあったのは 4,234人、母親に胃がんがあったのは 2,328人で
あった。年齢調整死亡率は、男女ともに家族歴がない者より家族歴がある者
の方が高かった（男性家族歴なし 152.5;家族歴あり 212.8,女性家族歴な
し62.5;家族歴あリ 78.0)。相対リスクは、家族歴がある男性では家族歴が
ない男性より有意に高かった (RR1.48; 95%CI 1.13-1.96)。特に父親に胃
がんがある男性はリスクが高かった (RR1.52; 95%CI 1.10-2.11)。女性で
は有意な差はなかった（家族歴あり：RR 1.19; 95%CI 0.76-1.87, 父親が胃が
ん：RR 1.07; 95%CI 0.61-1.89, 母親が胃がん：RR 1.26; 95%CI 0.64-2.48)。
生活習慣を調整しても同様の結果となった。
【考察】胃がんの家族歴がある男性は、特に父親に胃がんがあると胃がん

死亡のリスクが高くなることが示された。一方、女性では有意な差がみら
れなかった。したがって、男性では父親から引き継ぎやすいなんらかの胃
がん発症要因が存在する可能性が考えられる。今後は胃がんの原因の一つ
であるヘリコバクターピロリ菌の感染を考慮した検討を要する。
【結論】大規模な前向きコホートを用いた本研究により、父親に胃がんで

ある男性は胃がん死亡リスクが高くなる可能性が示唆された。
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局所進展型非小細胞肺癌において、同時併用化学放射線療法後
のconsolidationchemotherapyは予後を改善するか？
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【背景】全肺癌のうち 80%以上を占める非小細胞肺癌の中で、約 35%は
局所進展型である Ill期症例として発見される。111期非小細胞肺癌におけ
る標準治療は胸部放射線療法と化学療法の同時併用である。全生存期間の
更なる向上を目的として化学放射線療法後に consolidationchemotherapy 

を追加する臨床試験がいくつか行われているが、多くは比較的小規模な単
アームの第 II相試験であり、その有用性について明らかな結論は得られて
いない。
【目的】本研究では、文献データによる pooledanalysisを行い、 consolidation

chemotherapyに関する現時点での知見を纏めることを試みた。
【方法】 PubMedを用い、局所進展型非小細胞肺癌に対する同時化学放射線
療法の第 II相または第 111相試験を検索した。キーワードには「non-small

cell lung cancer」「radiationor radiotherapy」「concurrentor concomitant」
「phase11 or phase 111」を用い、 2011年 12月 31日までの報告を対象と
した。生存曲線が指数分布に従うと仮定し、解析対象の各試験から生存期
間中央値ならびに 95%信頼区間を求め、 consolidationchemotherapy有
り群 (CCT+)と無し群 (CCT-)それぞれにおいて変量効果モデルに
よりハザードならびにその標準誤差を統合し、群間で比較を行った。
【結果】解析対象は 41試験 （第 II相 34試験、第 111相 7試験）で治療

アームは 45、うち CCT十が 25アーム、 CCTーが 20アームであった。
両群間で病期、 performancestatus、組織型、性、年齢についてとくに偏
りは見られなかった。統合された生存期間中央値とその 95%信頼区間は、
CCT十で 19.0か月 (17.3-21.0か月）、 CCT十で 17.9か月 (16.1 -
19.9か月）であった。CCT-を基準とした CCT+の統合ハザード比は
0.94 (95 %信頼区間 0.81-1.09)で有意な差はなく、また両群間で差のあっ
た地域、試験時期で調整したメタ回帰分析においても統合ハザード比は 0.95
(0.75-1.21) と、結果は変わらなかった。
【結論】文献データによる今回の pooledanalysisにおいて、 consolidation

chemotherapyによる生存期間への寄与を示唆する結果は得られなかった。
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院内がん登録全国集計を用いたがん患者受療動態の可視化に関
する研究
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【背景・目的】
地域がん登録を用い、がん患者の受療動態を検討した先行研究は多い。し
かし県を越えた患者の移動先まで把握できる院内がん登録を用いたものは
ない。がん医療均てん化推進のための基礎資料として全国のがん患者受療
動態を可視化することは有意義である。そこで、本研究では院内がん登録
全国集計に基づき、診断時住所と施設所在地から、都道府県単位でのがん
患者受療動態の特性を検討した。
【方法】
日本では 2007年施行のがん対策基本法に基づき、がん医療の均てん化を
戦略目標としたがん診療連携拠点病院 （以下がん拠点病院）の整備が進め
られている。がん拠点病院の指定要件の一つに院内がん登録の実施がある。
2007年から 2009年までの院内がん登録全国集計は国立がん研究センター
のホームページ上に公開されている (2012年 9月末現在）。 本研究では、
MANDARA (無料 GISソフト）を用いて都道府県別登録数と施設数を地図
化した。また、都道府県別診断時住所別部位別登録数より、自県受診割合
（県民の自県病院受診割合）、他県受診割合 （県民の他県病院受診割合）、自
県民割合 （県の病院における自県民割合）、他県民割合 （県の病院における
他県民割合）を算出・可視化した。さらに、流入出率に基づき都道府県単
位で受療動態を地図化した。
【結果・考察】

都道府県別登録数と施設数の経年変升ヒを示す地図により、全国的に登録数・施
設数ともに年々増加していることが視覚的に明示された。登録数は 327890
件 (2007)から 487441件 (2009)、施設数は 287(2007)から 370(2009) 
に増加していた。登録数の増加については、がん拠点病院が増加した影響
がもっとも大きいように考えられるが、実際に県別に検討すると施設数に
変化がなくても多くの地域で登録数が増加していた。登録数が減少してい
る地域も一部あった。県別の登録数は、登録漏れの減少や登録施設数の変
動の他、複数施設間の重複登録の影響もあリ、今後その要因 ・影響につい
ても考慮する必要がある。他県民割合と施設数のグラフからは、両者には
一貫した関係はみられなかった。肝臓がんにおいては、全国的に患者の移
動が大きい傾向にあった。部位によって他県民割合に差がみられ、県内の
拠点病院における部位別の治療得意／不得意分野が反映されていることが
示唆された。さらに東京では他県民割合が 40%前後と高く、日本最大都
市である東京の医療提供体制が患者受療動態に関連している可能性がある。
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Body mass index and weight change over adulthood was associated with mortality from 
liver cancer, JACC study 
Yuanying Ll1, Hiroshi YATSUYA2, Kazumasa YAMAGISHl3, Kenji WAKAl4, AKIKO 
Tamakoshi5, Hiroyasu IS01 

1. Public Health, Department of Social and Environmental Medicine, Osaka University 
Graduate School of Medicine 
2. Department of Public Health, Fujita Health University 
3. Department of Public Health Medicine, Graduate School of Comprehensive Human Sci-
ences, University of Tsukuba 
4. Department of Preventive Medicine, Nagoya University Graduate School of Medicine 
5. Department of Public Health, Hokkaido University Graduate School of Medicine 
Background / aim: Excess body weight was reported to be related to higher risk of hve 
cancer. Few studies have examined the association of weight change with the risk of liver 
cancer mortality. We investigated the associations of baseline body mass index (BMI) and 
weight change during adulthood with liver cancer mortality in the Japan Collaborative Co-
hort Study for Evaluation of Cancer Risk (JACC Study). 
Methods: A total of 31,017 men and 41,455 women aged 40-79 years without self-reported 
history of cancer at baseline were included in the present analysis. ICD-10 codes C220-
C229 were define as death from liver cancer. Current and age 20 body weight were 
self-reported. BMI was divided to fi e categories (<18.5, 18.5-20.9, 21.0-22.9, 23-24.9, 
and 2:25kg/m2). Weight change from age 20 was grouped into fi e categories($ -10, -9.9 
to -5.0, -4.9 to 4.9, 5.0 to 9.9, and 2: 10 kg). Cox proportional hazards models were used to 
estimate sex-specifi hazard ratios (HRs) of mortality from liver cancer adjusted for age at 
baseline, histories of gallbladder disease, blood transfusion, liver diseases and other con-
founding variables. The model was further adjusted for height and weight at age 20 in the 
analysis of weight change. Additional stratifie analyses were conducted by the presence 
or absence of history of liver diseases at baseline. 
Results: During a median of 19-year of follow-up, there were 527 (338 men and 189 
women) deaths from liver cancer. Men with baseline BMl<18.5 had a multivariable HR 
(95% Cls) of 1.55 (1.02-2.35) compared with those with BMI of 21.0-22.9. Men without 
a history of liver diseases showed multivariable HRs (95% Cls) of 1.96 (1.08-3.56) for 
BMl<18.5 and 1.59 (1.01-2.51) for BMl2:25 compared to BMI of 21.0-22.9. Higher BMI 
tended to be associated with higher mortality from liver cancer in women with history of liver 
diseases. Weight gain since age 20 was positively associated with liver cancer mortality 
in women with history of liver diseases. There was no association between weight change 
and liver cancer mortality in men. 
Conclusion: Overweight was associated with liver cancer mortality in men and women, and 
weight gain over adulthood was associated with the mortality in women with history of liver 
diseases 
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【Objective】 Antioxidantsare considered as potential chemoprotective 
agents primarily because they limit cellular exposure to reactive oxygen 
species that can promote cancer and other degenerative diseases. This 
study aimed to evaluate the associations between dietary antioxidants 
and mortality from lung cancer under the Japan Collaborative Cohort 
Study for Evaluation of Cancer Risk. 
【Methods】 Atotal of 23,024 men and 35,429 women, aged 40 to 

79 years at baseline, completed a food-frequency questionnaire that in-
eluded 33 food items and 5 choices for frequency of intake offered for 
each item. The amount of vitamin C, E, main carotenoids, and vitamin A 
that each food item contained was estimated based on the Japan Food 
Table, fift version. Mortality rates of lung cancer were calculated accord-
ing to quintile intakes of energy-adjusted antioxidants in men and women, 
separately. Hazard ratios (HR) with 95% Confidentia Interval (Cl) were 
calculated with adjustment for age and other potential risk factors using 
Cox proportional hazards models. Stratifie analysis was conducted by 
smoking status for total participants. 
【Results】 Therewere 508 and 172 deaths of lung cancer in men 

and women, respectively, during the mean 15.9 years of follow-up from 
1988 to 2008. Multivariate HR (95% Cl) for the highest vs. low-
est quintile intakes in men were 0.79 (0.60-1.06, Ptrend=0.005) for 
vitamin C, 0.68 (0.51-0.91, Pt,・end=0.001) for vitamin E, 0.66 (0.49-
0.87, Pt rend <0.001) for a-carotene, 0. 72 (0.54-0.96, P trend=0.001) for 
(3-carotene, 0.79 (0.60-1.05, Ptrend=0.001) for (3-cryptoxanthin, 0.66 
(0.50-0.88, Ptrend <0.001) for provitamin A carotenoids, 0.93 (0.69-1.25, 
Ptrend=0.885) for retinol, and 0.87 (0.66-1.16, Ptrend=0.583) for vitamin 
A equivalent. These inverse associations of micronutrients except for 
retinol and vitamin A equivalent were also statistically significan in total 
13,751 smokers (of which 88.4% was male smokers). No significan in-
verse associations between these antioxidants and lung cancer mortality 
were observed in women. 
【Conclusion】 Higherdietary intakes of antioxidants including vita-

min C, E, a -carotene, (3-carotene, (3-cryptoxanthin and provitamin A 
carotenoids may reduce the risk of mortality from lung cancer in middle-
aged Japanese men and in all smokers. 
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【目的】胆嚢・胆管がん発症の危険因子として食の影響を検討した前向き
コホート研究は非常に少ない。そこで本研究では日本の一般住民を対象と
した大規模コホートのデータを用いて、三大栄養素の摂取と胆嚢・胆管が
ん発症との関連を検証する。
【方法】文部科学省助成大規模コホート (JACCStudy)の全国 45地域の

40歳以上の住民に対し、 1988ー 1990年に質問紙による調査を行った。そ
のうち、がんの発症を追跡調査した 26地域に居住し、食物摂取頻度調査に
関する質問 33項目について欠損が 4項目以下の者の中から、がんの既往が
ある者を除いた 40—79 歳男女 40,648 人（男性 15,595 人、女性 25,053
人）を対象とした。そしてタンパク質・脂質・炭水化物摂取と胆嚢・胆管
がん （合算）発症との関連を分析した。三大栄養素摂取量は食物摂取頻度
調査票 (FFQ)の妥当性研究より、 FFQの該当食品・料理からの 1日あ
たり栄養素摂取量平均値を算出し、それに各人の調査票回答による摂取頻
度・量を乗じたものを合計して 1日あたりの摂取量とした。各三太栄養素
摂取量はそれぞれ男女別に残差法によるエネルギー調整を行ったっスで5
分位に分けて分析を行った。各三大栄養素摂取量の最も少ない群を基準と
して、年齢、 BMI、喫煙、飲酒、摂取エネルギー、排便頻度、下痢の有無、
糖尿病・胆石・腸チフスの既往、胆嚢の手術歴を調整した発症リスク比を
Cox比例ハザードモデルにて算出した。
【結果】 16.7年間 （中央値）の追跡期間中、胆嚢がん発症 34人 （男性 12

人、女性 22人）、胆管がん発症 63人（男性 34人、女性 29人）が認められ
た。タンパク質摂取量最少群及び最多群におけるタンパク質摂取量平均値は
男性が 40.4g及び 68.Sg、女性が 41.1g及び 63.4gであった。同様に脂質
は男性が 20.9g及び 45.0g、女性が 22.3g及び 43.0gであり、炭水化物は
男性が 182.9g及び 303.9g、女性が 184.9g及び 252.1gであった。男性の

三大栄養素摂取量の最少群に対する最多群の多変量調整リスク比は、タンパ
ク質が 3.78(1.11-12.88) [pfortrend=0.024]、脂質が 3.75(1.18-11.99) 
[p for trend=0.017]、炭水化物が 0.34(0.09-1.34) [p for trend=0.133]で
あった。女性では明らかな関連はみられなかった。タンパク質と脂質の摂
取量との間の相関係数は、男性が R=0.856、女性が R=0.798であった。

【考察】日本人の一般男性において、タンパク質及び脂質の摂取は胆嚢・胆
管がん発症と関連することが示された。先行研究では "fattyfood"や "fried
food"がリスク増加に関連していると報告されており本研究と矛盾しない
が、本研究ではタンパク質と脂質の摂取量が強く相関するため、タンパク
質摂取が独立した危険因子であるかどうかの検討は困難であった。
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原爆被爆者集団における肺がん検診による死亡率減少効果

横田賢一 ＼ 三根員理子 尺 柴田義貞 2

1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科原爆後障害医療研究施設資料収集保存・解析部、
2 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター

キーワード：肺がん集団検診、 症例対照研究、原爆被爆者

【背景】一般集団では肺がん検診は死亡率低減効果があるとされている。原
爆被爆者においては、長期追跡調査により放射線被曝による肺がんの過剰
発生が観察されており、 1988年 10月から定期検診において肺がん検診が
実施されている。原爆被爆者健診については、これまで死亡率低減に関し
ての疫学的な検討は行われていない。

［目的】本研究は一般住民を対象とした先行研究と同様の解析方法により、
がん診断以前の受診がもたらす効果について評価することを目的とした。

［方法】 1989年 1月 1日から 2007年 12月 31日の間に長崎市からの転
出歴がなく、この間の最初の受診で異常がなかった 2000年 1月 1日現在
生存の被爆者 48,454人を研究対象集団とした。喫煙状況は 2003年の長
崎市被爆者健康調査と健診受診時の問診から得た。がん診断と死亡の情報
は長崎県がん登録から得た。2000年 1月 1日から 2007年 12月 31日ま
でに 80歳未満で肺がんで死亡した 239人を症例群とした。各症例に対し
て、その症例が死亡した時点で生存していた者の中から性、年齢、喫煙の
有無および被爆区分でマッチさせた 3人をランダムに選び、計 717人を対
照とした。症例群と対照群について死亡前の肺がん健診の受診の時期、頻
度について比較した。解析は条件付きロジスティック回帰分析により、喫
煙指数で調整した健診受診のオッズ比を求めた。
【結果】がんの診断前 1年以内の受診は症例群で 12.6%、対照群で 23.6%、
オッズ比は 0.56(95%信頼区間 0.35-0.88,P=0.012)と検診受診は肺がん
死亡群で有意に低くかった。また、診断前の 10年間における受診頻度につ
いては、ほぼ毎年 (3年に 2回以上）は症例群で 6.3%、対照群で 12.3%、
オッズ比は 0.52(95%信頼区間 0.27-1.00,P=0.050)であった。

【考察】検診受診が、がんの早期発見および早期治療に結びついているな
らば、発見時の進展度などにも差がみられるかもしれない。今後の検討が
必要である。
【結論】一般集団を対象とした先行研究と同様の解析を行った結果、原爆

被爆者健診においても一般集団の場合と同様、がん診断の 1年前の受診で
同程度の死亡率改善効果が見られた。受診頻度による解析からも毎年受診
であれば死亡率低減効果が見られた。

P2-044 

初産年齢と子宮内膜がん罹患リスクに関する前向きコホート研
究：宮城県コホート研究

菅原由美 1、柿崎真沙子 1、杉山賢明 1、西野善ー ス 深尾彰 3、辻一郎 1

1東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学分野、2宮城県立がんセンター研究所
がん疫学・予防研究部、 3 山形大学

キーワー ド： 初産年齢、子宮内膜がん、前向きコホート研究

【背景】
日本において女性の初産年齢は上昇している。初産年齢はホルモン関連が
んとの関連性が報告され、先行研究では子宮内膜がん罹患リスクが低下す
る報告がある。しかし、これらの報告は海外からの報告が多く、日本人女
性を対象とした前向きコホート研究の報告はない。

【目的】
本研究では、前向きコホート研究のデータを用いて、日本人女性における
初産年齢と子宮内膜がん罹患リスクとの関連を検討することを目的とした。

【方法】
宮城県コホート研究は、 1990年6月から 8月に宮城県内 14町村に居住す
る40歳から 64歳の男女、 51,921名を対象に食物摂取頻度調査を含めた
生活習慣について自記式調査票を配布し、 47,605名より回答を得ている
（有効回答率： 92 %)。 本研究では、これらの対象者から追跡開始以前に異
動した者、がん既往者を除き、出産経験があり、初産年齢の質問に回答し
た女性 21,456名を解析対象とした。初産年齢のカテゴリーは 22歳以下、
23-25歳、 26歳以上の 3群に分類した。統計解析は、 22歳以下を基準と
した際の他の群の子宮内膜がん罹患の多変量調整ハザード比 (HR)と95
％信頼区間 (Cls)を Cox比例ハザードモデルを用いて算出した。補正
項目は年齢、 BMI、学歴、喫煙歴、飲酒歴、歩行習慣、出産回数、経口避妊
薬使用の有無とした。また、対象集団の追跡期間は 1990年6月 1日から
2007年 12月 31日までの 17.5年間とした。

【結果】
追跡期間中に、 51件の子宮内膜がん罹患を確認した。子宮内膜がん罹患の
多変量調整 HR(95% Cls)は、初産年齢 22歳以下と比較したとき、 23-25
歳 0.68(0.37-1.24)、26歳以上 0.43(0.18-1.00)、傾向性の P値は 0.04
となり、初産年齢が高い女性で子宮内膜がん罹患リスクが有意に低下する
傾向が見られた。また、初産年齢 22歳以下と比較して初産年齢が 29歳以
上の女性では、多変量調整 HR(95% Cls)が 0.37(0.08-1.66)となり、さ
らに子宮内膜がん罹患リスクが低下する傾向が見られた。
出産回数別による解析の結果、出産回数 2人以下の HR(95% Cls)は23-25
歳 0.64(0.26-1.56)、26歳以上 0.36(0.12-1.13)、傾向性の P値は 0.10、
出産回数 3人以上の HR(95% Cls)はそれぞれ 0.72(0.32-1.63)、0.59
(0.16-2.09)、傾向性の P値は 0.32となり、初産年齢が高い女性で子宮内
膜がん罹患リスクが低下する傾向が見られたが、出産回数による差は見ら
れなかった。
【結論】
日本人女性を対象とした前向きコホート研究の結果、初産年齢が高い女性
では子宮内膜がん罹患リスクが低下する傾向が示された。
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広島入市被瀑者を対象とした悪性新生物による死亡リスクの解
析

大谷敬子尺大瀧慈 1、冨田哲治 2、佐藤健一 1

1広島大学原爆放射線医科学研究所、 2県立広島大学 経営情報学部

キーワード ：被爆者、悪性新生物、死亡リスク

【背景】東京電力福島第一原発の事故以来，低線量の長期間にわたる被曝
や，内部被曝による健康影響が深刻な問題となっているこれまで直接
放射線量と疾病リスクの関係について広島・長崎の被爆者のデータに基づ
き、詳細に調べられてきたが，線量の推定が困難という理由などで黒い雨
などによる放射性降下物，残留放射線や内部被曝による健康被害の実態は，
明らかにされてこられなかった。

【目的】本研究は，広島大学原爆被爆者データベース (ABS)に登録され
ており，入市被爆者と認定された被爆者データを用いて，性別，被爆時年
齢曝露時からの経過時間を考慮した上で 1945年 8月 6日の原爆投下
後入市日の違いによる死亡危険度の推定を行い，間接被爆による健康影
響を調べることを目的とする。

【方法】対象は，広島大学原爆被爆者データベースに登録され入市被爆者と認
定された者で 1970/1/1で生存し 2010/12/31まで追跡された男性 27,062
名女性 20,082名である悪性新生物（白血病を除く）による死亡危険
を発がんの多段階仮説に基づき時間変数を悪性新生物による死亡時年齢，
共変量を被爆時年齢と入市日とする数理モデルを構築し，入市日の違いに
よる死亡危険度の推定を行った

【結果】 75歳の男性について， 20歳で被爆し， 8月 6日以後 8月 9日以
前に入市した場合の悪性新生物による死亡リスクは， 8月 10日以後 8月
20日までに入市した人のそれより約 17%高かった (p値=0.017).また，
女性については 8月 6日に入市した人は 8月 7日以後に入市し人のそれ
より約 24%高かった (p値=0.024)

【考察】一般的に若い人ほど放射線感受性が高く、死亡危険度が高いと言わ
れているが，今回の解析結果では，男女ともそのような傾向は認められな
かったおそらく，入市後の行動や行動場所が影響していると考えられる
【結論】広島入市被爆者を対象とする生存解析を行うことにより、間接被

爆による悪性新生物の死亡リスクの上昇が認められた
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10年コホート調査に基づく職業と部位別がん死亡の関係

堅山遥菜尺大野ゆう子 1、祖父江友孝 1、歌田真依 1、西野善ー 2、田中英夫
3、中山富雄 4、片野田耕太 5、富永祐民 6

1大阪大学大学院医学系研究科、 2宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究
部、 3愛知県がんセンター研究所疫学・予防部、 4 大阪府立成人病センターがん予防
情報センター、 5国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部、6愛
知県がんセンター

キーワード ：職業、がん死亡、三府県コホート

【背景・目的］これまで、特定の危険物質を扱う職業でがん死亡率が高い
ことを示す報告がある。しかし、職業別にがん死亡の相対リスクを検討し
たものは少なく、また、都市部を含む前向きコホート研究にて分析された
ものは限られている。本研究では、 40歳以上の地域住民を対象とした前向
きコホート研究である「3府県コホート」を用い、最も長く従事した職業
を指標として、各職業で主要部位のがん死亡リスクが異なるかどうかにつ
いて生活習慣を考慮した上で検討した。
【方法】 1983-1985年に自記式質問票を 118,820人に配布し、回答を得た
100,615人 (84.7%)について、住民基本台帳によりその後 10年間の転
出と死亡を追跡した。職業については日本標準職業分類をもとに、 10種の
職種と無瞳の計 11群に再分類し、主要がん部位（胃、大腸、肝臓、肺、乳
房、前立腺）における死亡について、男女別に男性は事務職、女性は無職
と比較した各職業の相対リスク (RR)を算出した。RRは Coxの比例ハ
ザードモデルを用い、年齢と居住地域を調整した場合（モデル I) と、そ
れに加えて BMI(Body-Mass Index)、喫煙・飲酒習慣を調整した場合 （モ
デル 11)について算出した。
【結果・考察】最も人数の多かった職業は、男性では技能エ・生産工程作業者
及び労務 (8,612人； 29.2%)で、次いで販売 (5,089人；17.3%)であった。
女性では無職 (8,519人； 31.0%)に次いで事務 (4,644;16.9%)が最も多
かった。総追跡人年は 480,921人年、平均追跡期間は 8.4年であった。死
亡リスクについて職業が有意になったのは、男性の肺と女性の乳房であった。
男性の肺がん死亡数は 334人で、相対リスクはモデル l、モデル IIともに
管理的職業と保安職業で有意に高かった（管理： RR(I) 2.03; 95%CI 1.22-
3.38 RR(II) 2.09; 95%CI 1.26-3.48、保安 ：RR(I) 2.21; 95%CI 1.23-3.96 
RR(II) 2.47 95%CI 1.37-4.44)。女性の乳がん死亡数は 47人で、相対リ
スクはモデル l、モデル IIともに専門的・技術的職業で有意に高かった（モ
デル IRR 2.55; 95%CI 1.14-5.68モデル IIRR 2.82 95%CI 1.266.31)。
今後、各がんについて、主要リスク要因の職業別の分布の違い、残余交絡
の可能性などを検討する予定である。
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芳香族アミンは尿路系以外の部位でも発癌性を有する可能性が
ある

冨岡公子 ＼ 岡本希 入 佐伯圭吾 1、大林賢史＼車谷典男 1

1奈良県立医科大学 地域健康医学教室

キーワード ：歴史的コホート研究、発癌リスク、産業保健

【目的】ベンジジン、 (3-ナフチルアミンなどの芳香族アミンが膀脱を主
とする尿路系に癌を引き起こすことは良く知られているが、他の部位の発
癌性については十分検討されていない。そこで、芳香族アミン曝露による
尿路系以外の部位の発癌リスクを検討する目的で、歴史的コホート研究を
実施した。
【方法】対象者は 1953-1977年に芳香族アミンを製造していた大阪府内の

A事業所に半年以上就労し、芳香族アミンを取扱っていた男性労働者全員
(231名）である。大阪府がん登録資料、死亡診断書または診療情報によっ
て癌罹患が確認できたケースを癌罹患ありと判定した。大阪府男性の 1950
年から 2010年までの国勢調査年における 5歳年齢階級別癌罹患率と対応
する合計人年とから期待値を算出し、観察値を期待値で割って標準化罹患
比 (SIR)を求め、ポアソン分布に従いその 95%信頼区間 (Cl)を求めた。
さらに、尿路系以外の部位の癌罹患をエンドポイントとした Coxの比例ハ
ザードモデルを用いて、芳香族アミンの取扱い年数 （年）、芳香族アミンの
取扱い開始時の年齢（歳）、ビスクロロメチルエーテル （ビスクロ）の取扱
い歴の有無および喫煙曝露 (Brinkman Indexにて 4分位）を説明変数と
して、癌罹患のリスクのハザード比と 95% Clを算出した。本研究は奈良
県立医科大学医の倫理委員会の承認を受けた。
【結果】 2012年 9月時点で追跡出来た 178名 （追跡率 77.1%)における全
癌の SIRは 1.9(95 % Cl:1.5-2.5)で有意な過剰発癌を認めた。部位別 SIR
について、有意な上昇が認められたのは肺癌 (SIR:2.8,95%Cl:1.5-4.6)、前
立腺癌 (4.2,1.4-9.8)および尿路系癌 (6.1,2.9-11.2)、上昇する傾向が認め
られたのは大腸癌 (2.1,0.999-3.8)であった。尿路系以外の癌罹患に対す
るハザード比は、取扱い年数が 1.03(95 % Cl:1.00-1.06)、取扱い開始時
の年齢が 1.07(1.02-1.11)、ビスクロ曝露が 0.86(0.53-1.47)、喫煙曝露が
0.96 (0.77-1.19)であり、芳香族アミンの取扱い年数が長いほど、および取
扱い開始時の年齢が高いほど尿路系以外の癌罹患のリスクが有意に高かっ
た。
【考察】歴史的コホート研究により、芳香族アミン曝露によって、肺や前

立腺などの尿路系以外の部位の癌罹患が有意に増加していることを明らか
にした。今後、追跡率を向上させ、本コホートにおける最終的な発癌リス
クを評価する予定である （本研究は平成 23-24年度科学研究費若手 Bの助
成を受け、大阪府悪性新生物患者登録資料を利用した）。
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H1 N1 pdm(2009)流行時の予防行動と罹患に関する大規模調査
からみた感染規模に関する数理疫学的検討

佐藤友紀 1、秋田智之 1、松岡俊彦 2,4、桑原正雄 3,4、田中純子 1,4

1広島大学大学院医歯薬保健学研究院疫学・疾病制御学、2広島県健康福祉局、 3広
島県医師会、4 広島県地域保健対策協議会

キーワード：インフルエンザ、予防行動、世帯人数

【目的】 2009年 4月に北米で発生した H1N1 pdm(2009)は、日本各地で
流行を見せた。今回我々は、感染規模と感染拡大を予防する因子、促進す
る因子を検討する目的で、感染症流行時の感染拡大の指標となる 「感受性
を持つ人が感染者に接触した際に感染する確率」である「感染規模」の推
定を試みた。
【方法】広島県地域保健対策協議会（県、市、医師会、大学）では、「インフ

ルエンザパンデミック時における広島県民の行動に関するアンケート調査」
を行った (2010年 7月~10月：地区、性別、年齢、罹患の有無と罹患時
期、同居家族数、ワクチン接種の有無等の計 11問 13項目）。医療圏・年齢
階級・性別により回答者を 192群に分割した。時刻 tでの i群の未感染者
感染者，離脱者を Sit, lit, Rit、感染規模を{3i、感染者のうち翌月に治
癒する割合を y(今回はy=1と仮定）とし、新規感染者／（月）を△ li(t+1): {3 
ふ (t)L lj (t)-yし(t)とした。「感染規模」の推定は最尤法で行った。感染
規模を目的変数とし、医療圏、年齢区分、性別、各種予防行動実施率、平
均世帯人数を説明変数とした重回帰分析を行った。解析対象は 174,534人
（小児用調査 126,234人、成人用調査 48,443人）で、解析は小児用調査、
成人用調査、全体の 3集団で行った。
【結果】対象者の属性は、男女比は 1:1.1で、年齢階級別では 4~6歳が

最も多く 37,086人 (21.2%)、医療圏別では広島が最も多く 117,115人
(67.1%)であった。重回帰分析の R2は小児用調査、成人用調査、全体で
0.85、0.91、0.89(n=84、108、192、いずれも p<0.001)であった。「感染
規模」は男性 (p<0.01)、小学生低学年・小学生高学年・中学生が高かった
（いずれも p<0.001)。予防行為の実施率と感染規模との有意な関連は認め
なかったが、世帯人数は感染規模拡大の因子として挙げられた (P<0.05)。
【考察】累積罹患率の高い小・中学生で感染規模が高値であり、学校など

の集団生活の中で感染拡大が起きた可能性がある。予防行動はいずれも感
染規模縮小に有意な関連は認められなかったものの、「人混みを避ける」は
感染規模を縮小させる傾向がみられた。世帯人数は小児用調査では感染規
模拡大の因子として示されたが、成人用調査および全体では関連性を認め
なかった。 幼児・児童•生徒間の感染拡大に家庭内感染が寄与しているが、
成人では家庭内感染の寄与が少ない可能性がある。備北など人口密度が低
く人混みの少ない地区での罹患率の高さは世帯人数に起因していると考え
られた。
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P2-049 

伊賀市におけるピロリ菌除菌事業

杢野純一郎 ＼ 菱田朝陽 1、後藤康幸 1、浜島信之 1、宮田和明 叉 三木誓雄 2

1名古屋大学大学院医学系研究科 予防医学、2伊賀市立上野総合市民病院

キーワー ド： 臨床、疫学

【背景】 Helicobacterpyloriは消化性潰瘍・胃がんの原因であり、内視鏡

的早期胃がん切除患者のピロリ菌除菌の無作為割付試験により、胃がんの
発生が 3分の 1に減少したことが報告された。ピロリ菌除菌は、消化性潰
瘍、胃 MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病 (ITP)、早期胃がん胃
内視鏡切除後には保険適応があるが、保険診療として認められていない萎
縮性胃炎や胃がんなどのピロリ菌関連疾患を予防する効果もあることが知
られており、医療費削減効果があるとの報告もすでになされている。一方、
三重県伊賀市の総人口は 2011年 7月時点で 99,448人 （男 48,426人、女

51,022人）で、同市における年間胃がん発症は 100名前後、死亡数は 50
名前後である。2009年の同市の国民健康保険加入者 (2万 3600人）の医
療費は、消化性潰瘍 4,900万円、胃がん 1億 900万円であった。

【目的】伊賀市において 2012年 7月よりピロリ菌除菌事業がスタートし
た。その概要を報告する。
【方法】対象者は伊賀市在住者の 20歳以上 69歳以下の男女 （約 60,000

人）で、妊娠中の女性、消化性潰瘍や胃がん治療治療中の者、ピロリ菌除菌
成功者、胃切除を受けた者、ペニシリンアレルギーがある者は対象となら
ない。事業は伊賀市医師会に委託し、市内にある対応可能な 36医療施設
が検査・除菌治療を行う。検査法は便抗原検査で、除菌治療は保険診療で
は二次除菌薬となる RPZ/AMPC/MNZ(除菌率 90%程度）を用いる。除菌
後の判定は市の事業としては施行しない。本事業参加者には、除菌治療に
対して 2,400円の負担があるが、検査は無料である。検査の結果は伊賀市

から郵送され、抗原陽性者はその通知を持って医療施設に受診する。伊賀
市は検査実施施設および除菌治療実施施設からの請求により支払いを行う。
【結果】 2012年 10月 1日時点での検査参加者数は男 361人 (20歳代

11人、 30歳代 20人、 40歳代 50人、 50歳代 91人、 60歳代 189人）、
女 616人 (20歳代 28人、 30歳代 56人、 40歳代 100人、 50歳代 181
人、 60歳代 251)の計 977人で、うちピロリ菌感染陽性者 396人 (40.5
％） であった。このうち、除菌のために受診した者は 209人であった。
【考察】ピロリ菌除菌事業は東京都足立区、青森県つがる市が既に開始し

ており、わが国で 3番目となる。評価結果は他の自治体にとっても重要な
参考資料となり得ると考えている。
、【結語】今回のピロリ菌除菌事業により、伊賀市における消化性潰瘍、胃

かんの予防効果とともに、これらのピロリ菌関連疾患に対する医療費削減
が期待される。

P2-051 

アフリカにおける「顧みられない熱帯病 (NTD)」をはじめと
する感染症に対する一括診断法の開発について

金子聰 1,2、藤井仁人 1、谷川 智洋 1、三浦雅史 1、MwauMatilu叉 SamsonMuuo叉
James Kimotho叉 Kichelbrahim4、ChangomaMwatasa5、KaramaMohamed3 

1長崎大学熱帯医学研究p万生態疫学分野、2長崎大学大学院国際健康開発研究科、3Kenya
Medical Research Institute (KEMRI)、41CIPE-ThomasOdhiambo Mbita Campus、
5 NUITM-KEMRI project 

キーワード ：アフリカ、 熱帯医学、血清疫学

【背景】
九州・沖縄サミ ットにおいて感染症の問題が主要議題として初めて主要国首脳会
議において取り上げられて以来、三大感染症 （エイズ、結核、マラリア）につい
ては、一定の効果が上がっている。しかし、 「顧みられない熱帯病 (NTD)」や貧
困層を中心として蔓延している感染症については、解決に向けての対応が不十分
であり、簡易にさらには広域かつ網羅的に監視できる体制の整備が急務となって
いる。
【目的】

そのような状況を鑑み、少量の検体を用い、一度の操作で、数十種の感染症を同
時に診断する技術の開発を進めてきた。現時点では、抗体の測定のみであるが、
同時測定が可能となっている病原体は、 HIV、熱帯熱マラリア、 3日熱マラリア、
トキソプラズマ、内蔵リーシュマニア、コレラ、フィラリア （バンクロフト糸状
虫）、結核、赤痢アメーバの 9種類である。本研究は、この開発した技術をケニ
アにおける 2つの Healthand Demographic surveillance system (Mbita地区

と Kwale地区）のフィールドにおいて、評価することを目的としている。
【方法】

HOSSに登録されている約 10万人の住民情報から、性・年齢階級毎に無作為
に住民を抽出した。年齢階級は、 0-4歳、 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳
25-29歳，30-34歳 35-39歳 45-49歳、 50歳以上の 10年齢階級とし、それ
ぞれの階級から 100名を抽出した（計 4000名）。採血は、 2010年 7月から 8
月まで行い、検体は、ナイロビのラボに搬送し、 9病原体・ 17抗原に対する抗
体価を一括で測定した。カットオフ値は、日本人血清を用い、平均値+3SD値を
用いた。
【結果】

4000名の対象者のうち、3454名が採血に同意した。2つの地区の主な病原体
の抗体陽性割合は、 Kwale地区、 Mbita地区の順で、 HIVが 6.1%と 25.4%、
熱帯熱マラリアが 40.4%と47.7%、フィラリア 11.6%と 6.9%、結核 (ESAT 
6抗原と CFP10抗原）16.9%と 19.1%、赤痢アメーバ 54.2%と 56.6%などで

あった。
【考察】

一回の測定により複数の感染症を対象とした抗体価の測定が可能であることが明
らかとなった。抗体価の測定は、過去から現在にかけての感染状況の把握に役立
つことから、年齢別に調査を行うことにより、過去の状況から現在の状況への対
策．感染状況の変化を把握する事が可能となる。
【結論】

一括診断技術を用いた広域サーベイランスの構築は、今後の対策の評価は実態把
握に有望であると考えられる。今後、対象病原体を増やしつつ、アフリカにおい
て、実地の検証を続ける必要がある。

P2-050 

ヘリコバクターピロリ感染における出生年の影響に関する検討

渡邊美貴 1、松尾恵太郎 1、細野覚代 ＼ 尾瀬功 1、伊藤秀美 1、加藤久登 2、田
中英夫 1

1愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部、2株式会社ファルコバイオシステムズ
東海中央研究所

キーワード ：ヘリコバクターピロリ感染、出生年、コホート研究

【背景】日本におけるヘリコバクターピロリ (HP)の感染率は、他の先進国
と比較して高いことが知られている。特に上下水道の整備が不充分であっ
た環境で幼児期を過ごした高齢者ほど感染率が高い傾向にあり、出生年コ
ホートの影響が示唆されてきたが、近年は報告が限られている。

【目的】 HPの感染率に対する出生年の影響を検討する。

【方法】愛知県がんセンター中央病院の初診患者を対象に行なっている病院
疫学研究参加者に対し、 2010年 9月より血清ピロリ菌抗体検査 （ヘリコバ
クター・ピロリ抗体血中 lgG:Eプレート栄研）を実施している。2012年

4月までの研究参加者のうち 40歳以上 2,135人 （男性： 1,211人、女性

924人）を検討対象とした。HPの感染率を出生年代コホート別 (1930~
1970年の 5年区切り）に検討した。

【結果】出生年別の HPの感染率 (95%信頼区間）は、 1930-1934年
(n=82) 50 % (39-61)、1935-1939年 (n=234)43%(36-49)、1940-1944年

(n=357) 47%(41-52)、1945-1949年(n=414)46% (41-51)、1950-1954年
(n=338)38 % (32-43)、1955-1959年 (n=236)32%(26-39)、1960-1964年

(n=236)26 % (20-32)、1965-1969年 (n=184)23% (17-30)、1970-1974

(n=54) 19%(9-31)であった。

【考察】 HP感染において、出生年の影響が強いことが示された。出生年が
1930年~1949年では感染率がほとんど変わらず、出生年が 1950年から
出生年が若くなるにつれ、感染率が低くなっている。戦前の上下水道の整
備等の衛生状況が悪い時代から戦後の漸進的な状況改善が、出生年コホー
トとして HP感染に反映されたものと考えられる。

【結論】 HP感染に対する出生年の影響が明らかとなった。本研究の対象者
は 40歳以上であったが、今後若年世代における動向も確認する必要があ
る。

P2-052 

人間ドック受診データによる気流閉塞と喫煙歴についての検討

辻村尚子 1、鈴木貞夫 1、小嶋 雅代 1、西山毅 1、荒井健介 1、岡京子 1、藤田ひ
とみ 1、神谷真有美 1、近藤文 入 鈴木美奈 ＼ 今枝奈保美 ＼ 石川奈美 1、柴田
清 l、後藤千穂 ＼ 安藤 亮介 1、細野晃弘 ＼ 深津満 叉 山田珠樹 叉 徳留信寛 3

1名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野、2岡崎市医師会公衆衛生セン
ター、3 国立健康・栄養研究所

キーワード：慢性閉塞性肺疾患、喫煙歴、人間ドック

【背景と目的】厚生労働省の統計によると平成 22年慢性閉塞性肺疾患に
よる死亡者数は 16,275人（人口 10万対）で、増加傾向にある。喫煙率が

高い日本では、今後さらに患者数が増加することが懸念される。ここでは
人間ドックの受診データより気流閉塞と喫煙歴について検討した。
【方法】 2008年 4月から 2010年 3月までに岡崎市医師会公衆衛生セン

ターの人間ドックを受診した 35歳から 79歳までの岡崎市民で、研究参
加に同意したもののうち、スパイロメトリーの測定を行ったもの 4,734名

（男性 2,534名、女性 2,200名）を研究対象とした。このうち測定途中で中

止となり、測定値のないものは 926名 （男性 624名、女性 302名）であっ
た。スパイロメトリーの測定値のある 3,808名のうち、結核、気管支ぜん

そく、慢性気管支炎の既往歴ありと回答したもの、現在治療中のもの、各
疾患の既往の不明なものは解析から除外した。解析対象者は 3,361名 （男

性 1,681名、女性 1,680名）であった。解析は多変量線形回帰を男女別に
行い、年齢を補正した。有意水準は 5%とした。
【結果】平均年齢は男性 63.0土 10.7歳、女性 59.0土 10.4歳であった。

気流閉塞 (1秒率く 70%)は、男性 146名 （現在喫煙者 63名、禁煙者
62名、非喫煙者 21名）、女性 56名（現在喫煙者 5名、禁煙者 2名、非
喫煙者 49名）であった。年齢別にみると男性で 50歳未満 8名、 50歳代
17名、 60歳代 85名、 70歳以上 36名、女性では 5名、 14名、 22名、
15名であった。気流閉塞は男性で 8.7%、女性で 3.3%に認めた。現在
喫煙者では男性 13.8%、女性 4.7%、禁煙者の男性 8.0%、女性 2.2%、

非喫煙者では男性4.7%、女性 3.3%であった。男性 50歳未満のもので
は 2.4%、 50歳代 5.6%、 60歳代 11.2%、 70歳以上 12.2%、女性で

は 1.1%、 3.3%、 3.5%、8.6%であった。気流閉塞は年齢を補正しても、
男性では現在喫煙者群、禁煙者群で有意に高値を示した。女性では現在喫
煙者群で有意に高値を示した。
【結論】男女ともに気流閉塞は現在喫煙者群で高値を示した。喫煙率が高
く、高齢化の日本での対策が急がれる。
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ケニア西部の小学生における寄生虫感染率とリスク要因の解析

凪幸世 1、ChadekaEvans 1、MutungiFaith2、KalendaDan Justin Yombo1、伊藤
誠 3、金子聡 1、一瀬休生 1、嶋田雅暁 1、松本壮吉 4、NjengaSammy叉濱野
真二郎 1

1長崎大学 熱帯医学研究所、 2 ヶニア中央医学研究所、 3愛知医科大学 寄生虫学、
4 大阪市立大学細菌学

キーワード： Schistosoma mansoni、Populationdensity 

【背景】
住血吸虫症を始めとする寄生虫疾患はアフリカ諸国において、未だ大きな公衆衛
生上の問題である。さらに辺縁地域においては、寄生虫罹患率やその地域特異的
リスク要因の実態も不明である。
【目的】

ケニア西部ビタ地域の小学生における寄生虫感染率とリスク要因の解明。
【方法】

2011年 9-11月、ビタ地域の小学校 39校 (4年生、全 1,747名）から 8校を
無作為に抽出し、小学4年生 310人を対象に寄生虫感染率調査を実施した。調
査では小学校別に、学童の身長・体重測定、血液および尿・便中の虫卵検査を
行った。さらに、家庭訪問により、対象学童の年齢、両親の教育レベル、家屋の
構造、電気・トイレの有無、飲料水源の情報を得た。単変量解析により、寄生虫
感染とこれらのリスク要因を検定し、有意差の認められたリスク要因に対して、
ロジステック回帰分析によるリスク要因の把握を行った。
［結果】

土壌媒介嬬虫の虫卵陽性率は、回虫 2.3% (7人）、鉤虫 6.1% (19人）、 鞭虫
5.2 % (16人）であった。マンソン住血吸虫の陽性率は 76.8% (238人）で
あり、同地域におけるマンソン住血吸虫の浸淫が判明した。ビルハルツ住血吸
虫は 2.3% (7人/309人）の学童が虫卵陽性であり、バンクロフト糸状虫は 1
名のみが弱陽性を示した。また、熱帯熱マラリア感染率は 12.0% (37/308)で
あった。寄生虫感染とリスク要因の関連をカイニ乗検定したところ、マンソン
住血吸虫感染と年齢、小学校の位置、家屋の構造、 トイレの有無において有意
差が認められた （各 P= 0.03, P<0.001, P = 0.03, P = 0.01)。さらに、寄
生虫感染の地域間差を検定するため、小学校を地域別にルシンガ地域とゲンベ
地域に分けた結果、両地域間でマンソン住血吸虫感染率に有意差が認められた
(P<0.001)。年齢、性別、家屋の構造，トイレの有無を調整したロジステック回
帰分析では、ルシンガ地域はマンソン住血吸虫感染率と有意な関連を示した【P=
< 0.001,a0R:2.99,95%Cl:1.64-5.64】。

【考察】
寄生虫感染のリスク要因は、マンソン住血吸虫において地域間で有意差が認め
られ、その感染率は市街地に近いほど高く (98.3%)、遠いほど低い (31.7%)
ことが判明した。さらに、ルシンガ地域はゲンベ地域と比較すると人口密度が 2
倍以上大きいことをから、人口密度の違いが地域間の感染率に影響を及ぼしてい
るものと考えられた。
【結論】

同ー地域においても地域間によリリスク要因が異なることが明らかとなった。今
後はリスク要因を考慮した対策を含め、リスク原因の解明が必要である。

P2-055 

ストレス対処行動と BMIとの関連： J-MICC Study (佐賀地

区）

島ノ江千里 l、原めぐみ l、大塚康子 1、南里妃名子 1、西田裕一郎 1、桧垣靖樹
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研究室、 3聖マリア学院大学看護学部、 4福岡県保健環境研究所、 5佐賀大学医学部
地域・国際保健看護学講座国際保健看護学分野

キーワード ：ストレス対処行動、 BMI

【背景・目的】
心理的要因の疾患リスクという観点から、精神ストレスと肥満との関連は
検討されてきたが、その結果は明確ではない。一方、ストレス対処行動と
肥満との関連についての報告は少なく、その関連は明らかになっていない。
そこで本研究では、ストレス対処行動と BMIとの関連について社会経済因
子、生活習慣因子、自覚ストレスを補正して解析を行い、さらに肥満との
関連について検討した。
［方法】

日本多施設共同コホート研究 (J-MICC-Study)佐賀地区のベースライン調

査 (2005.11-2007.12)の参加者 12,069人 (40-69歳）のうち、 BMI、自
覚ストレスのデータがない者を除外した 12,049名 （男性 5,066名、女性
6,983名）を解析した。5つのストレス対処行動 （感情表出、サポート希
求、肯定的解釈、積極的問題解決、なりゆきまかせ）を使用する頻度 (Low,
Medium, High)と BMIとの関連をみるために、社会経済（教育歴、職業、

仕事時間）、生活習慣（飲酒、喫煙、身体活動量、睡眠時間、食物摂取量）、
自覚ストレスで調整し、共分散分析、重回帰分析を行った。さらに BMI>

25 kg/m2を結果変数としたストレス対処行動 (Lowvs. High)のオッズ丘

(95 %信頼区間）を算出した。
【結果】

すべての因子調整後、男性で BMIと「肯定的解釈」 (p= 0.04)、「積極的問

題解決」 (p= 0.007)に正の関連が、「なりゆきまかせ」 (p< 0.001)に負

の関連がみられ、女性では統計的に有意な関連はみられなかった。男性で
BMIとの関連が示された 3つのストレス対象行動 （肯定的解釈、積極的問
題解決、なりゆきまかせ）が高い群の BMI25.0以上となる補正オッズ比
(95 %信頼区間）は、それぞれ 1.11(1.01-1.21)、 1.11(1.01-1.29)、0.89

(0.81-0.98)であった。

【結論】
ストレス対処行動と BMIには独立した関連がみられ、男性で「肯定的解釈」
や 「積極的問題解決」が高いことや「なりゆきまかせ」が低いことは過体
重 (BMI~25.0) と関連していたが、女性では関連がみられなかった。 こ
れらの結果は、精神ストレスと肥満の関連において重要な意義を持つ可能
性があると考えられる。
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ラオス人民民主共和国の小児および母親における B型肝炎の
有病率調査

蜂矢正彦入駒田謙一入木多村知美 1、溝上雅史 叉脇田隆字 叉 押谷仁 4

1国立国際医療研究センター 国際医療協力局、 2 国立国際医療研究センター 肝炎・
免疫研究センター、3 国立感染症研究所 ウイルス第二部、 4 東北大学大学院医学系
研究科病理病態学講座微生物学分野

キーワード ：多段階層化収束抽出法、B型肝炎、有病率

【背景】東南アジアでは成人における B型肝炎の有病率は約 12%といわれ、各
国で全ての新生児・乳幼児を対象とした予防接種政策が展開されている。一方ラ
オスでは一般人口を対象とした有病率調査は過去に実施されておらず、予防接種
政策を立案 ・評価するための疫学調査が必要である。
【目的】全国の母子における慢性 B型肝炎の有病率を推定する。
【方法】多段階層化収束抽出法により、ラオス全国より 1,008組の母子 (5-9歳

の子供と 15-45歳の母親）を選択し、 B型肝炎ウイルス感染の有無を HBs抗原
検査により調査した。まず全 143県を定期予防接種率により 2層に分け、各層
から人口比例抽出によりそれぞれ 12県を無作為に選択した。次に選ばれた各県
から人口比例抽出により無作為に 2村を選択し、最後に各村において住民リス
トより 21組の母子ペアを無作為に抽出した。
選択された母子に対し調査の意義と不利益について説明後、同意が得られた参
加者に対し質問票調査と HBs抗原検査を実施した。質問票では社会文化的背景
や肝疾患の既往歴・家族歴を聴取し、指尖よリランセット針により血液を採取し
HBs抗原迅速診断キットにより感染の有無を調べた。
【結果】全 1,008ペアから質問票と血液を採取し、年齢が不適当な例を除いた

965例を対象に解析を行った。その結果、小児 17例、母親 28例が HBsAg陽性
であった。多段階層化収束抽出法と各例の重みづけを考慮した HBs抗原陽性率
は、 5-9歳の小児で 1.7%(95%信頼区間： 0.8-2.6%)、15-45歳の母親の HBsAg
陽性率は 2.9%(95%信頼区間： 1.7-4.2%)であった。
HBs抗原結果を従属変数として多重ロジスティ ック回帰分析を行ったところ、
小児の HBs抗原結果と母親の HBs抗原結果は有意に関連していた （オッズ比
22.1、95%信頼区間 6.7-73.0)が、民族 （オッズ比 2.3、95%信頼区間 0.8-6.8)、
ヘルスセンターまでの時間 （オッズ比 1.8、95%信頼区間 0.5-6.6)は関連してい
なかった。母親の HBs抗原結果は民族 （オッズ比 0.5、95%信頼区間 0.2-1.6)、
教育レベル （オッズ比 0.5、95%信頼区間 0.2-1.1)、手術歴 （オッズ比 1.4、95%信
頼区間 0.4-5.2)と関連していなかった。
【考察】ラオスでは母子ともに B型肝炎の有病率が他の東南アジア諸国の報告

と比較すると低く、東南アジア各国が全て B型肝炎高度浸淫国とは限らないこ
とが分かった。
【疇】ラオスにおける B型肝炎有病率は小児で約 1.7%、母親で約 2.9%と推

定された。約半数が水平感染によるものと推測され、出生後の定期予防接種の重
要性が再確認された。
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1年後の抑うつの発症と継続における要因の違い一日本公務員
研究一

立瀬剛志 1、関根道和 1、濱西島子 1

1富山大学医学薬学研究部保健医学

キーワード：抑うつ、職務ストレス、仕事満足

【背景】
かんに次ぐ DALY値低下の要因であるうつ病の増加は先進国の重要な課

題であり、重大な経済損失にも繋がっている。その対策の中心となる職場
対策の研究は、発症予防や長期休職者への対応が中心であり、抑うつ症状
を呈し、且つ継続的に勤務を続ける人に対する組織的なメンタルヘルスの
維持・向上のエビデンスはあまり提供されていない。
【目的】
今回、心理社会的な因子を中心に 1年後の抑うつ発症リスクと共に既存

の発症者の 1年後の回復阻害リスクを縦断研究にて検討した。
【方法】
2009年に行った健康調査における富山県某市地方公務員 2088人 （回

収率 80.6%)のうち年齢、性及び抑うつ関連因子及びアウトカムとして使
用した CES-D日本語版に回答した者を対象とし、 2010年の CES-Dデー
タとリンクが可能であった 992人を分析した。調査項目はホワイトホール
研究にて使用された調査票を用い、職務雙性として職位、労働時間、仕事
ストレス (Karasekらのコントロール・アマノド・サポート）及び全体の
仕事満足変数を使用した。CES-Dは日本人におけるカ ットオフ値の 19点
以上を抑うつ有りとし、追跡時の抑うつの有無をアウトカムとした。抑う
つ状態の関連因子を抽出した後、ベースライン時の抑うつの有無別に 1年
後の抑うつ状態への寄与因子を検討した。
【結果】
ベースライン時及び追跡時の抑うつ状態と関連していたのは、全体的な

仕事の不満足、中間管理職、 9時間以上の労働、中程度以下の裁量度、中程
度以上の要求度、低い支援度、 6時間未満の睡眠、慢性疾患の罹患であっ
た。ベースライン時に抑うつ状態がなかった群は、 1年後の抑うつの発症
リスクとして、全体的な仕事の不満足、未婚、六時間未満の睡眠が有意に
関連した。一方ベースライン時に抑うつ状態があった群は 1年後の抑うつ
継続のリスクとして中程度以下の裁量度、中程度以上の要求度、慢性疾患
の罹患が関連していた。すべての多変量モデルにおいて年齢や性による関
連の違いは認められなかった。

愕烹しのリスクとして知られる職務ストレスは 1年というスパンでは発
症リスクとして示されず、むしろ回復の阻害因子として関連が認められた。
一方、仕事不満足や短睡眠時間という因子は 1年後の発症を示唆する要因
として抽出された。これらの違いはメンタルヘルスの維持と回復という視
点から重要と思われる。
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仮設住宅居住者における心理的ストレスのリスク要因の検討

小山史穂子 1、相田潤 1、竹内研時 1、伊藤奏 1、増野華菜子 2、近藤克則 叉 小

坂 健 1

1東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野、 2 東京大学大学院医学系研究科、 3

日本福祉大学健康社会研究センター

キーワード ：東日本大震災、心理的ストレス

【背景】
東日本大震災により多くの人が物理的・社会的・経済的環境の変化を余儀
なくされ、被災者は高い心理的ストレスを抱えていると考えられる。災害
と健康の先行研究の多くは災害の直接的な被害による PTSDの発生に焦点
をあてており、中長期的な心理的ストレスのリスク要因について調べた研
究は少ない。
【目的】

東日本大震災で特に大きな被害を受けた仮設住宅居住者において、高い心
理的ストレスと関連する要因について調べた。
【方法】

2012年 2月 27日から 3月 3日にかけて、宮城県岩沼市の仮設住宅に住
む40歳以上の者を対象に、質問紙を用いて留め置き法および訪問による
インタビュー調査を行った。対象者 504人中 376人から回答を得た （回収
率 74.6%)。 目的変数に欠損を持たない 281人 （男性 127人、女性 149
人、不明 5人 平均年齢 63.9歳）のデータを解析に用いた。目的変数を高
い心理的ストレス状態の有無とし、 K6スコア 13点以上の者を高い心理的
ストレス状態とみなした。予測因子として、性、年齢、 AOL、通院の有無、
同居人数、婚姻状態、所得、就業状態、将来への経済的不安の強弱、ソー
シャルサポートとして愚痴を言う相手がいるかと、愚痴を聞く相手がいる
かを用いた。解析には SPSS(version19.0 for window)を用いた。
【結果】

全体の 35.9%が高い心理的ストレスを感じていた。多変量ロジスティッ
ク回帰分析の結果、高所得者に比べ低所得者では心理的ストレスが高い者
の割合が有意に大きかった (OR:5.5,95 % Cl: 1.9,16.4)。また同様に 80

歳以上と比較して 40歳代 (OR:15.8,95 % Cl:2.4, 103.4)、通院していな

い人と比べて通院中の人 (OR:2.7,95 % Cl:1.2,6.0)、将来への経済的不安

が弱い人と比べて強い人 (OR:5.6, 95 % Cl:2.7,11.7)でストレスが有意

に高かった。ソーシャルサポートはストレスを弱める方向に関連をしたが
有意ではなかった。
【考察】
日本の一般住人を対象とした先行研究では K6スコアが 13点以上の者は
2.3 %であったのに対して、仮設住宅居住者の 3人に 1人が極めて高い心
理的ストレスを有していた。その中でも、低所得であること、 40歳代であ
ること、通院中であること、将来への経済的不安が強いことがリスク要因
であった。
【結論】

東日本大震災で特に大きな被害を受けた仮設住宅居住者では、強い心理的
ストレスが被災 1年後でも認められた。ハイリスク者への対策や、ストレ

絃屈苺げるような環境作りが必要だと考えられる。

東アジアにおける絶望感と健康関連 QOL:日中韓のデータよ
り

竹上未紗 ＼ 上ノ原秀晃 叉 山本洋介 3、岩井紀子 2,4

1国立循環器病研究センター 予防医学・疫学情報部、 2 大阪商業大学 JGSSセン

ター、 3 京都大学大学院 医学研究科 医療疫学分野、 4 大阪商業大学総合経営学部

キーワード ：絶望感、健康関連 QOL、国際比較研究

【背景】絶望感は、死亡をはじめ、様々な疾患との関連が報告されている
が、アジアでは絶望感についての研究はほとんどない。

【目的】日中韓の 3カ国にて、絶望感の分布を記述し、関連する要因をす
ること、また、絶望感と健康関連 Qualityof life (HRQOL)の関連を検討

することとした。
【方法】 EastAsian Social Survey (EASS)は日中韓台の 4地域が参加

している社会調査で、各地域より層化多段無作為抽出法により抽出された
18歳以上の住民を対象に調査を実施している。本研究では、 EASS-2010
のデータのうち、日中韓に居住する 20-79歳の住民を対象とした。絶望感
は Hopelessnessscaleを用いて測定し、 6点以上を高度、 3点以上を中等

度の絶望感と定義した。HRQOLは、 MedicalOutcome Study Short-form 

12-ltem Health Survey (SF-12)により測定した。絶望感と関連する要因

について国別にロジスティック回帰モデルを用いて検討した。絶望感と
HRQOLの関連性の検討には、国をランダム効果とした線形混合モデルを
用いた。その際、年齢、性別、慢性疾患、世帯年収で調整した。

【結果】調査票の有効回収数は 7938名 (64.2%)であり、 Hopelessness

scaleに回答した 7482名（日 2323名，中 3680名，戟 1479名）を解析対象
者とした。絶望感が高い人の割合は、 9.2%(日 9.9%,中7.7%,韓 12.1%)
であった。中国、韓国では年齢が高くなるにつれて絶望感の高い人の割合
が多くなっていたが、日本では年齢による違いはなかった。日本は中韓に
比べて中等度の絶望感の割合が高かった。国別の解析において共通して絶
望感と関連がみられた項目は、慢性疾患と世帯年収であった。また、絶望
感が強くなるにつれて、 SF-12の全ての下位尺度得点が有意に低く (tes,!
for trend, p<0.001)、絶望感が高い人は絶望感がないまたは低い人と比ヘ

て、どの下位尺度得点も 10点以上の差がみられた。

【結論】日中韓において絶望感の割合は高く、慢性疾患や年収と関連が見
られた。絶望感は HRQOLと強く関連していた。本研究は横断的な研究で
あるため、その因果の方向性は不明であるが、絶望感が主観的健康度の社
会的決定要因の一つであることが示唆された。
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幼児期の社会的スキルの発達軌跡と広汎性発達障害との関係

篠原亮次 1、杉澤悠圭叉田中笑子 2,3、冨崎悦子叉山縣然太朗 1、安梅勅江 2

1山梨大学大学院医学工学総合研究部、 2筑波大学大学院人間総合科学研究科、 3 日

本学術振興会特別研究員

キーワード ：社会スキル、広汎性発達障害、縦断研究

【背景】幼児期における社会スキル獲得の失敗や発達の遅れは後の問題行動などの予

測要因となることが報告されている。特に社会性の障害をその特徴とする広汎性発達

障害がある子どもに対する早期発見や早期支援は喫緊の課題である。
［目的】幼児期の社会的スキル発達軌跡の形状及び分類と広汎性発達障害との関係を

明らかにすることを目的とする。
【方法】対象は 2000年から 2009年にかけて，全国夜間保育園連盟に加入している

21都道府県 58か所の認可保育園に在籍している 1歳から 6歳までの固児 4,800名

である。方法は，各保育園の担当保育士が年 1回，幼児用社会的スキル指標 （「協調」，

「自己制御」，「自己表現」の 3因子構造）を用いて各園児の社会的スキルを評価した。

また広汎性発達障害に関しては 2006年及び 2007年に医療機関の診断，所見で確定

もしくは疑いの診断を受けた園児 25名である。分析は潜在クラス付成長曲線モデル

にて年齢経過を時間軸とした社会的スキル発達軌跡の形状と分類、また広汎性発達障

害の診断を受けた児の発達軌跡パターンの関係を評価した。

【結果】 3因子別の社会的スキル発達軌跡パターン評価では、高推移または非線形に上

昇していく 3群とそれらより低い推移を示す群の 4グループに分類できた。また、 3
因子別の各発達パターンにおいて低推移を示した群に、広汎性発達障害の該当児が有

意に所属していた。障害該当児 25名中、低推移群に該当した割合は、協調因子で 68
％、 自己制御因子 56%、 自己表現因子 72%であった。
【考察]1~6歳におよぶ子どもの社会的スキル発達軌跡が低推移の場合、広汎性発達

障害のリスクが高くなる傾向が示唆された。広汎性発達障害に関する 3因子別社会的

スキル発達軌跡の特徴は、 「協調」「自己制御」「自己表現」とも 2歳時において他群よ

リ得点が低い傾向がみられ障害該当の予測可能性があること、また低推移群の軌跡は

各因子すべて負の係数をもった 2次の非線形を示したことから年齢経過とともに傾き

が減少し各因子得点の伸びが弱いと考えられる。

【結論】 1歳から 6歳までの社会的スキル発達の軌跡及び分類において、広汎性発達

障害該当児は社会的スキル指標全因子で低推移群の軌跡に所属する傾向が示唆された。

今後の子どもの発達基礎データとして、また子育ち、子育て支援に携わる保健医療福

祉専門職にとって支援への一助となることが期待できる。

P2-060 

自殺死亡の地域集積性： 2010年人口動態統計を用いた記述疫

学研究

坪井聡 尺 古城隆雄 八 小熊妙子 尺 上原里程 尺 中村好一 1

1 自治医科大学 公衆衛生学

キーワード ：自殺、記述疫学研究、地域集積性

【背景】日本における自殺死亡者数は， 1998年以降 3万人前後の高い水
準で推移しており，自殺予防は公衆衛生上の重要な課題の一つとして広く
認識されるようになった。この課題に対処するため， 2006年には自殺対策
基本法が制定され，国，地方公共団体，民間団体などの様々な関係者の協
力や自治体を単位とした自殺対策が全国的に求められることになった。こ
れまでの研究では，自殺死亡と精神疾患，身体疾患，家族歴，社会 ・経済
状況文化的背景などとの関連がよく検討されている。しかし，自殺死亡
の地域集積性を全国規模で検討した研究はあまり多くない。
【目的】本研究は，自殺死亡の地域集積性を全国規模で検討し，自殺予防

のための基礎的な知見を提示することを目的とした。
【方法】 2010年人口動態統計（都道府県・市区町村別）の選択死因分類'Se34
自殺＇を用いた記述疫学研究を行った 。また 2010年国勢調査の結果を用
いて，性月』，市区町村別に自殺死亡の SMRを算出した。更に，ポアソン ・
ガンマモァルによる経験ベイズ法により地区の規模を補正した SMRを算
出した。解析には補正前後の SMRをそれぞれ用いた。地域集積性の検定
には， Kulldorff-Nagarwallaの空間スキャン検定を用いた。

【結果】男において，補正前の段階で検出された自殺死亡の集積地は，東
北地方に 3箇所中部地方に 1箇所，近畿地方に 2箇所，中国地方に 1箇
所九州地方に 3箇所であった。補正後は，東北地方に 2箇所，近畿地方
に1箇所九州地方に 1箇所であった。女において，補正前の段階で検出
された集積地は東北地方に 1箇所関東地方に 1箇所中部地方に 1箇
所近畿地方に 1箇所であった。補正後は東北地方に 1箇所であった。
【考察および結論】既存の資料を用いることで自殺死亡の地域集積性を

市区町村の水準で検討することができる。男女とも補正の有無に関わら
ず、東北地方の北部に集積地が検出された。また男では東北地方の南部，
近畿地方，九州地方にも同様の集積地が検出されたことから，これらの地
域では自殺予防対策の必要性が特に高いと考えられる。今後は，補正する
ことにより検出されなくなった集積地の解釈も含め，継続して自殺死亡の
地域集積性を検討していく必要がある。
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P2-061 

インターネットパネル登録者における生活習慣と QOLの関連
について
神田浩路 1、毛利一平 2、益島茂 1,2

1三重大学医学部附属病院疫学センター、 2 三重大学大学院医学系研究科公衆衛生・産
業医学分野

キーワード ：QOL、生活習慣、睡眠

【背景・目的】
睡眠や運動などの生活習慣は健康関連 QOLに大きな影響を与えている。本
研究では、睡眠や運動、 QOLに関する既存の評価票を用いて、一般住民の
生活習慣が心身の QOLとどの様な関連があるかを分析した。
［方法】

本研究は、民間調査会社のパネル登録者で首都圏在住者を中心とする 20歳
から 59歳までの男女を対象とした。調査は 2011年 3月に実施し、調査
に参加する意思を示した登録者を性・年齢階級別に層別化して抽出し、イ
ンターネットを介して質問票を配布、回収した。調査では、回答の意思を
示した 3,395名中、 3,000名より回答を得た（回答率 88.4%)。QOLの
指標には SF-8を用いて精神的・身体的 QOLを数値化し、睡眠の指標は
ピッツバーグ睡眠質問票を用いて睡眠障害の有無を、運動の指標は IPAQ
(International Physical Activity Index) を用いて運動状況を判定した。ま
た、飲酒や喫煙、メンタルヘルスなどの生活習慣に関する指標や人口学的
指標も用いて、これらの変数が身体的および精神的 QOLとどの様な関連
があるか総合的に検討した。
【結果】

睡眠障害がない人は、睡眠障害がある人と比べて、身体的 QOLは有意に
高く (OR=2.606,95% Cl: 2.222-3.055)、同じ傾向が精神的 QOLでも認
められた (OR=4.144,95% Cl: 3.507-4.897)。一方、運動習慣と QOLと
の関連は睡眠ほど強くなかったが、運動習慣のある人は精神的 QOLが有
意に高かった (OR=1.233,95% Cl: 1.055-1.442)。身体的 QOLとの関連
はやや弱かった (OR=1.167,95% Cl: 0.998-1.364)。これらの傾向は、睡
眠に関してはその他の生活習慣関連変数や人口学的変数調整しても同様な
結果が見られたが、運動に関しては有意な差が認められず、むしろ婚姻状
況やメンタルヘルスの影響が大きかった。
【考察・結論】

睡眠やメンタルヘルス、婚姻状況が QOLに大きな影響を与えていたが、運
動習慣については大きな影響が認められなかった。したがって、睡眠時間
の短縮や質の低下、不規則な生活を送る個人への負担を軽減し、うつ病な
どの精神疾患を予防する取り組みを推奨することにより健康関連 QOLが
向上していくのではないかと考えられる。

P2-063 

大規模疫学研究に使用可能な拡張自閉症表現型質問紙の包括的
な比較

西山毅＼岸野洋久叉岡田謙介汽酒井佐枝子 文 神尾陽子 5、鈴木真佐子 史
足立勝宣 7、鷲見聡 8、小嶋雅代 ，、鈴木貞夫 ，

1名古屋市立大学病院臨床試験管理センター、 2東京大学大学院農学生命科学研究科、
3 専修大学人間科学部心理学科、 4 大阪大学連合小児発達学研究科小児発達学専
攻、 5 国立精神神経医療研究センター 児童・思春期精神保健研究部、 6名古屋市立
大学大学院 医学研究科精神・認知・行動医学分野、 7 名古屋市立大学 看護学部精
神保健看護学分野、 8名古屋市西部地域療育センター 小児科、 9 名古屋市立大学大
学院医学研究科公衆衛生学分野

キーワード ：拡張自閉症表現型 (BAP)、質問紙、比較

【背景】自閉症スペクトラム障害の症状と質的に等しいが量的に弱い形質
は拡張自閉症表現型 (BroaderAutism Phenotype, BAP) とよばれ，一般
集団に広く連続的に分布す く るこの自記式質問紙としては， Autism-
Spectrum Quotient (AQ), Social Reciprocity Scale - Adult Selfreport 
(SRS), Broad Autism Phenotype Questionnaire (BAPQ), Subthreshold 

Autism Trait Questionnaire (SATO)の4つがある他 AQとSRSにはそ
れぞれ 3種類 1種類の短縮版が存在するしかし，この中で日本語版
が開発されているのは AQのみであり，これらの尺度の包括的・系統的な
比較はまだ行われていない
【目的】日本語版が開発されていない BAP質問紙については，日本語版を
開発し，信頼性と妥当性の観点から BAP質問紙を比較する
【方法】日本語版の開発については，翻訳・逆翻訳を含む標準的な手順に

則った (WildD, 2005) . 被験者は健常対照 3151人（大学生 1001人，会
社員 2150人）および，広汎性発達障害の罹患者 53人である信頼性につ
いては， 2週間の間隔を開けて再試験を行い， Two-wayICCとその 95%信
頼区間 (95%CI) を推定し， Cronbach'saとその 95%CIによって内
的一貫性を調べた妥当性については，併存妥当性と構成概念妥当性，因
子妥当性の 3点から調べた
【結果】信頼性，内的一貫性はいずれの BAP質問紙も良好な結果を示し

た併存妥当性を ROC曲線下面積 (AUC)で調べたところ，概ね AQ与

SRS与 SATQ=0.86-0.87 > BAPQ = 0.83となったまたエコチル研
究で使われる AQ-J10の AUC= 0.82であり， AQフルスケールと比べ有
意に小さかった (P値=0.019). 構成概念妥当性はどの BAP尺度もおおよ
そ良好な結果を示したが特に SATOが弁別妥当性に優れていた
【結論】 BAP質問紙を包括的に比較したところ， 20項目程度の比較的短

い質問紙が十分に高い信頼性・妥当性を備えていることが明らかになった
これらは， BAP症状のプロファイリングには不十分かもしれないが，BAP
を量的に測定するには十分であった

P2-062 

健康フェスティバル参加者の就寝時刻と睡眠時間に関する一考
察

山田裕子 叉 吉岡美紀 1、福田由紀子 2

1 (樹トヨタプロダクションエンジニアリング、 2 日本赤十字豊田大学 看護学部

キーワード：就寝時刻、睡眠時間

【背景】近年、わが国では生活習慣の夜型化が進行している。生活習慣の
睡眠への影響について報告は多く、特に夜型化による夜間の行動量や光に
よる睡眠への影響が危惧されている。
【目的】本研究の目的は、健康フェスティバルにおいて、睡眠に関連する

生活習慣を明らかにし、今後の健康増進事業への示唆を得ることである。
【方法】企業内で 2012年 9月 18・19日に開催した健康フェスティバ

ルにおいて、睡眠．疲労に関する評価を行った。実施項目は、属性、睡眠
(PSQI -J)、疲労（新版自覚症しらべ）、生活習慣病関連項目である。分析
方法は、健康フェスティバル参加者 128名を、睡眠時間 (6時間未満.6時
間以上）、就床時刻 (0時未満.0時以降）の 2群に分類し比較検討を行っ
た。SPSSfor Windows 19を用い、基礎統計とマン・ホイットニーの U検
定、 x2検定を行った。
［結果】対象 128名のうち睡眠時間では、 6時間未満 39名 (30.5%)、6

時間以上 89名 (69.5%)、就寝時刻では、 0時未満 37名 (28.9%)、 0時
以降 91名 (71.1%)であった。就寝時刻の 2群別に平均睡眠時間をみる
と0時未満 6.36時間、 0時以降 5.89時間であり有意差 (p= 0.003)を認
めたが、 PSQI-Jは、 0時未満 9.49、0時以降 8.20であり有意差は認め
ず、 0時未満の方が悪い結果であった。新版自覚症しらべ、 BMI等では差は
認めなかった。睡眠時間を 2群で見ると、起床時刻では 6時間未満 6時 3
分で 6時間以上 6時 35分と比較し有意に早かった (p= 0.003)。新版自
覚症しらべ II群不安定感では、 6時間未満は 10.18で 6時間以上 9.00と
比べ有意な傾向を示した (p= 0.075)。他の 4群には有意差を認めなかっ
た。就寝時刻 0時以降の 91名のうち睡眠時間 6時間未満は 33名 (36.3

%)、 6時間以上 58名 (63.7%)有意な関係性を認めた (p= 0.025)。
【考察】本研究の対象は、就寝時刻 0時以降が 7割以上あり夜型化が進行
していたが、その 6割強が脳の休息に必要な 6時間睡眠をとっていた。就
寝時刻が遅いことで夜間の行動量は光による影響は避けられないが、その
6割以上で睡眠時間を確保しておリメンタルヘルスに対する影響を軽減で
き得る状況であった。また、睡眠時間 6時間未満の方が起床時刻は 30分
程度早く、単に睡眠障害による早朝覚醒ばかりではなくライフスタイルと
の関連性を検討する必要性を認めた。

P2-064 

在日コリアン高齢者と日本人高齢者における社会経済的地位と
健康との関連

文鐘贅 尺 三上洋 2

1太成学院大学 看護学部、 2 大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻

キーワード ：在日コリアン、SES

【背景】
所得や就学年数などの社会経済的地位は、その後の健康に影響を及ぽすも

のとして社会疫学分野における研究が日本においても活発化している。し
かしながら、在日コリアンを対象とした研究を行ったものはない。
【目的】
本研究は、在日コリアン高齢者および日本人高齢者において、 AOL、抑

うつ、 QOLと社会経済的要因に関する関係を民族別、性別の 4群に分け明
らかにすることを目的とした。
【方法】
2004年 11月,..._,2005年 1月に在日コリアンの集住地域である、大阪

市 A地区在住の 65歳以上の高齢者 494人を対象とした。回収率は 87.2
％、有効回答率は 98.8%であった。分析対象は回答のあった在日コリアン
男性は 74人 (73.8土 6.8歳）、在日コリアン女性は 125人 (75.3士7.2
歳）、日本人男性は 83人 (74.2士7.1歳）、日本人女性は 133人 (75.3土
6.7歳）の 415人とした。
調査項目は基本属性、就学年数、既往歴、 AOL、GDS15による抑うつ、

Visual Analogue Scaleによる主観的幸福感であり、 4群の比較を一元配

置分散分析、 X 2検定および共分散分析にて行った。
【結果】
年齢は4群間に有意な差は認められなかった。就学年数は在日コリアン

男性において6年未満が 21.7%、在日コリアン女性は 59.8%であったが、
日本人男性は 1.3%、日本人女性は 0.8%と民族差が見られた。

AOLは年齢と就学年数を調整変数とした場合、 4群の間の有意差は消失
した。また、在日コリアンの方が日本人よりも抑うつスコアの得点が高く、
主観的幸福感は低く、民族差を示しており、年齢および就学年数を調整因
子として解析してもこの結果は同様であった。
【考察】
在日コリアン高齢者は、朝鮮半島および渡日後において教育を受ける機

会が少なく、それは女性において顕著であった。高齢期の AOLについて
は、就学年数が規定要因の一つであることが明らかとなり、それは社会疫
学における先行研究の結果と一致した。また、欧米における先行研究から
も貧困や差別に起因する移民のストレスから抑うつが多いことが指摘され
ており、在日コリアン高齢者においても同様の関連の存在が示唆された。
【結論】
在日コリアンと日本人高齢者において、 ADLは就学年数が規定要因の一

つであることが明らかとなり、抑うつおよび主観的幸福感は諸因子で調整
後も民族差が確認された。
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P2-065 

睡眠時間と精神的身体的健康度の U字型関係ー仕事・家庭・行
動・睡眠の質の役割一

関根道和 尺 立瀬剛志 尺 濱西島子 1

1富山大学

キーワー ド： 睡眠、生活の質 (QOL)、日本公務員研究

【目的】睡眠時間と疾病や死亡との関係は一般に U字型であることが知ら
れている。すなわち、 8時間前後睡眠者において最も健康状態が良く、短
眠者と長眠者はともに疾病発生率や死亡率が高い。労働者は仕事や家庭生
活の関係で慢性的に睡眠不足になることは避けがたいため、短眠者のどの
ような特性が健康リスクとなるのか明らかにすることは予防医学上意義が
ある。また、長眠者においても同様である。しかしながら、睡眠時間と健
康との関係が、なぜ U字型になるのか明らかでない。そこで、今回の研究
では、 ①睡眠時間と、仕事、家庭、行動、睡眠の質の特性との関係を明ら
かにすること、また、 ②それらの特性が U字型の関係をどの程度説明する
のかを明らかにすることを目的とした。
【方法】 3510人 （男性 2371人、女性 1139人、平均年齢 42.7歳）の地

方公務員を対象に、質問票による調査を 2003年に行った。仕事のストレ
ス指標 （カラセックによる裁量度、要求度、支援度）、勤務時間、ワーク・
ライフ・バランス、飲酒・喫煙・運動習慣、慢性疾患、睡眠の質 （ピッツ
バーグ睡眠調査票）、精神的身体的健康度 (SF-36)に関する情報を得た。
【結果】短眠者には仕事の要求度が高い、長時間勤務、ワーク・ライフ・

バランスが悪いといった健康リスクが集積していた。長眠者は、仕事の支
援度が低く、毎日飲酒する傾向にあった。短眠者は、主観的睡眠感が悪く、
日中の機能障害による睡眠障害が多かった。長眠者は、入眠障害、睡眠妨
害、睡眠効率が低いことによる睡眠障害が多かった。男女の身体的健康度
および男性の精神的健康度は、 8時間前後睡眠者が最もよく、短眠者およ
び長眠者ともに精神的身体的健康度が低かった。女性の精神的健康度は短
眠者のみ低かった。この睡眠時間と精神的身体的健康度との関係は、睡眠
の質を調整したときに最も関係性が減弱し、次いで仕事と家庭のストレス
を調整したときであった。行動特性や慢性疾患を調整したときは、ほとん
ど睡眠時間と精神的身体的健康度の関連性に変化はなかった。
【考察】

短眠者及び長眠者の健康障害の発生予防には、短眠者と長眠者の睡眠障害
の改善および仕事と家庭のストレスの軽減が求められる。

P2-067 

ケニア共和国における一括同時診断技術による HIV感染者の
空間分布に関する解析

星友矩 1、金子聰 1,2、藤井仁人 1、谷川智洋 1、三浦雅史 1、後藤健介 l、Mwau
Matilu叉SamsonMuuo3、JamesKimotho汽Kichelbrahim4、ChangomaMwatasa叉
Karama Mohamed3 

1鵡大学熱帯医学研究ffi生態疫学分野、 2長崎大学大学院国際健康開発研究科、3Kenya
Medical Research Institute (KEMRI)、41CIPE-ThomasOdhiambo Mbita Campus、
5NUITM-KEMRI project 

キーワード ：アフリカ、熱帯医学、空間解析

【背景】
長崎大学熱帯医学研究所では、顧みられない熱帯病 (NTD)とその感染の拡がり
に影響が予想される HIVやマラリア、結核の大規模サーベイランスヘの応用を目
指して、複数の感染症の血清抗体価を同時、かつ一括に測定するための開発に取
り組んでいる。これまで9種類の感染症に対する一括測定が可能となっている。
【目的】

アフリカ・ケニア共和国の2地区において、一括測定技術を用いた抗体価調査を
行った。今回、HIV抗体価測定結果に焦点を当てた解析を行い、疫学的特徴を捉
えることを目的とした。
【方法】

研究地および期間：ケニア共和国の 2つの Healthand Demographic Surveillance 
System (HOSS) (東ケニア・クワレ地区の約 5万人と西ケニア・ビタ地区の約
5万人）地域において 2010年 7月から 8月の期間、調査を実施した。
対象者： HOSSの登録住民情報から、性並びに 0歳から 45歳以上までの 5歳
階級別 （計 10年齢階級）に、各階級から 100名ずつ無作為に抽出し、研究へ
の同意を得た上で、 3454名から採血を行った。採血に参加した住民の内、地理
情報が把握出来た 3410名の血液サンプルを用いて解析を行った。
解析手法：血清抗体価の測定は、 HIVの 3種類の抗原 (gag、gp41、gp120)に
対する抗体価を一括測定技術で行った。カットオフ値は、日本人血清抗体価の平
均値十 3SD値を用い、空間分布に関しては、カーネル密度推定および SaTScan
(version 9.1.1)を用いて疾病の集積性を検討した。
【結果】

地域別の HIV陽性率はビタ地区、クワレ地区にてそれぞれ 25.3%、 6.1%で
あった。ビタ地区での感染率は 30-49歳で 40%を超え、非常に高い感染率で
あった。一方、クワレ地区では、 45-49歳にて 11.0%と最も高かった。カー
ネル密度推定により両地域の陽性者のホットスポットは示せたが、SaTScanに
よる陽性者の集積性を検討したところ、統計学的に有意な集積性は見られなかっ

t[゚考察】

HIV陽性のホットスポットを示す地域においては、現地の文化的背景が影響を
及ぽしている可能性がある。特にビタ地域は漁場の近辺であり、魚の売買をめぐ
る地域特有の性交渉の影響により HIV感染リスクが高くなっている可能性があ
る。今後、更なる詳細な調査を行い、その原因を解明する必要がある。
【結論】
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喫煙習慣と帯状疱疹の発症との関連 Shouzu Herpes Zoster 
(SHEZ) Study 

伴淳子 1、鷹尾友紀子 1,2、奥野良信 叉 森康子 3、浅田秀夫 4、山西弘一 5、大
平哲也 1、磯博康 1

1大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学教室、2 財団法人阪大微生物病研究会観
音寺研究所、3 神戸大学大学院医学研究科 微生物感染症学講座、 4 奈良県立医科大
学医学部医学科 皮膚科学教室、5独立行政法人医薬基盤研究所

キーワード ：帯状疱疹、 喫煙習慣、SHEZStudy 

【背景】香川県小豆郡帯状疱疹プロジェクト (ShozuHerpes Zoster (SHEZ) 

study)は、 3年間 (2009年-2012年）の前向きコホート研究で、帯状疱

疹の発症要因についての疫学的解析を目的の 1つとしている。本研究の予
備的検討として、生活習慣、社会心理要因に関するベースライン情報を利
用した横断研究により、帯状疱疹既往のオッズ比 （多変量調整）は、非喫
煙者に比べて喫煙者は 0.64(95%信頼区間 0.57-0.76)であった。そこで、
喫煙習慣と帯状疱疹発症との関連を確認するため、 2.8年の追跡終了時点ま
での縦断データを用いて、解析を行った。

【方法】小豆郡に住む 50歳以上の男女のうち、研究調査に参加の意思を示
した 12,522人について、登録時に、帯状疱疹既往歴、運動・睡眠時間・食
生活及び喫煙習慣等を含む生活習慣、自覚的健康状態・睡眠満足度・スト
レスの有無•生きがい等の社会心理的要因に関する情報を自記式質問票に
より収集した。追跡期間中、 4週間に 1度の頻度で電話による聞き取り調
査を実施して、帯状疱疹発症あるいは可能性がある対象者に対しては、医
療機関で問診、症状の確認と血液検査を実施した。喫煙習慣と帯状疱疹発
症との関連について、 Coxハザードモデルを用いて、ハザード比 (HR)及
び 95%信頼区間を算出した。

【結果】年齢・性別・帯状疱疹既往の有無で調整した帯状疱疹の発症ハザー
ド比 (95%信頼区間）は、非喫煙者に対して、喫煙者は 0.55(0.33-0.93) 
であった。ベースライン時に帯状疱疹既往の有りの者 (1,992人）を除外し

たところ、ハザード比は、非喫煙者に対して、喫煙者は 0.46(0.26-0.83)で

あった。

【結論】縦断研究において喫煙習慣と帯状疱疹の発症との間に負の関連が
認められた。喫煙による細胞性免疫の活性化が、帯状疱疹の発症リスクを
低下させている可能性が考えられる。しかしながら、本結果から、帯状疱
疹の予防のために喫煙を推奨するものではない。
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J型の用量反応関係を検討した疫学研究のメタアナリシス

中尾裕之 1、高橋邦彦 叉 服部聡 3

1国立保健医療科学院 政策技術評価研究部、2 国立保健医療科学院 政策技術評価
研究部・健康危機管理研究部、3久留米大学 バイオ統計センター

キーワード ：メタアナリシス、用量反応関係

疫学研究では，アルコール摂取量と総死亡のリスク (1], アルコール摂取

量と冠動脈疾患のリスク (2],コーヒー摂取量と脳卒中のリスク [3]の関連

を調べた先行研究のように、ある因子の曝露量が増えるにつれて疾病リス
クがどの程度大きくなるかという用量反応関係の検討が主要な関心となる
ことがあるこれらの研究ではアルコールやコーヒー等の連続量の曝露は，
いくつかの区間にカテゴライズされた区間データとして表され，疾病リス
クは、その区間ごとに基準群に対する相対的な値が要約データとして表さ
れているそのような要約データに対して非線形回帰の手法を適用するこ
とで「非摂取群よりも，微量摂取群の方がリスクは低(, さらに摂取量が
増えるにつれてリスクは高くなっていく 」というようないわゆる J型の
用量反応曲線を示すことが報告されている． しかし，用量反応関係を検討
した複数の研究結果をメタアナリシスにより統合する場合研究ごとに区
間の区切りが異なっており、また基準群がゼロ用量 （アルコールは摂取
しない，コーヒーは飲まない等）でないものも含まれており，それらを単
純に統合することは不適切であると考えられる

我々は、区間データを適切に取り扱いながら， 3次スプラインの曲線当
てはめを用いて J型の用量反応関係を推定する手法を提案した本研究で
は，その手法をメタアナリシスに適用し，アルコール摂取量と総死亡リス
クのメタアナリシス (1lの再解析を行なってその違いと有効性を評価す

る解析結果と有効性の評価については当日報告する．

【参考文献】
[1] Di Castelnuovo A, Costanzo S, Bagnardi V, et al. Alcohol dosing and 
total mortality in men and women. Archives of Internal Medicine 2006; 
499(22): 2437-2445. 
(2] Corrao G, Rubbiati L, Bagnardi V,et al. Alcohol and coronary heart 
disease: meta-analysis. Addiction 2000; 95(10): 1505-1523. 
[3] Larsson S and Orsini N. Coffee consumption and risk of stroke: A 
dose-response meta-analysis of prospective studies. American Journal 
of Epidemiology 2011; 174(9): 993-1001 

今回、新たに開発された技術の測定結果を HIVに関して示したが、他の測定可
能な疾病抗体価においても同様の解析が見込める。既に得られた他の疾病でも解
析を進めると同時に、更に測定可能な疾病を増やすことや今後の疾病対策への積
極的な利用が期待される。 -139 -
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体脂肪分布パターンと糖尿病および心血管疾患のリスク要因と
の関連：二重エネルギー X線吸収法による検討

冬梅尺甲田勝康＼玉置淳子 1、伊木雅之尺鏡森定信叉香川芳子 3、米島秀
夫 4

1近畿大学医学部公衆衛生学教室、 2富山大学、 3女子栄養大学、 4秀和綜合病院

キーワード：体組成、 DXA、日本人成人女性

【目的】内臓脂肪型肥満や中心性肥満は糖尿病や心血管疾患リスクを上げる
ことが知られており、その評価にはウエスト・ヒップ比等が用いられてき
た。我々は二重エネルギーX線吸収法 (DXA)で測定した脂肪の分布パター
ンの指標である体幹• 四肢脂肪比 (Trunk-to-appendicularfat ratio)が、脂
肪量とは独立して血圧と正の相関を持つことを報告した (Koudaet al. Circ 
J 2012)。今回は、日本人成人女性を対象に、体幹・四肢脂肪比と糖尿病、
及び心血管疾患リスク要因との関連について検討した。
【方法】対象は、日本人女性の無作為抽出コホート研究 (JPOSStudy)の

参加者で、 15年次追跡時 50歳以上、 DXA(Hologic社 QDR4500A)にて
上肢、体幹、下肢の脂肪量、血圧、血清脂質、空腹時血糖、 HbA1c、脈波
伝播速度 (PWV、OmronColin社 BP-203RPEIII)の測定を完遂した 771
名。 体幹•四肢脂肪比は、体幹脂肪量を四肢脂肪量で除して求めた。 有意
水準は P<0.05とした。本研究は、近畿大学医学部倫理委員会の承認を得
て、本人の同意のもとに行われた。
【結果】対象の平均年齢は 68歳、 BMl22.6kg/m2、体幹•四肢脂肪比 1.0 で
あった。 年齢調整した体幹•四肢脂肪比と収縮期血圧の相関係数 (r=0 . 102)
は、 BMIと収縮期血圧 (r=0.096)のそれよりも有意に大きかった（相関
係数の差の検定） 。 また、体幹• 四肢脂肪比と HbA1cの相関 (r=0.26)は
腹囲と HbA1c (r=0.258) よりも有意に大きかった。 体脂肪量と体幹• 四
肢脂肪比を独立変数とした重回帰分析では、体幹・四肢脂肪比は、体脂肪
量とは独立して、中性脂肪 ({3=0.27)、HDLコレステロール ({3=-0.28)、
LDLコレステロール ({3=0.15)、拡張期血圧 ({3=0.08)、空腹時血糖 ((3
=0.23)、HbA1 c ({3 =0.21)、PWV({3=0.12)といずれも有意に関連して
いた。しかし、収縮期血圧とは有意な関連は見られなかった。
【結論】日本人成人女性を対象とした断面的検討で、体脂肪分布パターン

は、体脂肪量とは独立して、血圧、血清脂質、空腹時血糖、 HbA1c、PWV
と関連することが示された。
本研究の一部は JSPS科研費 23657176の助成を受けた。
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国民生活基礎調査匿名データによる単独世帯と内分泌代謝疾患
通院との関連—匿名データの学術活用（第二報） ー

月野木ルミ 1、村上義孝 2

1大阪医科大学看護学部公衆衛生看護学領域、 2滋賀医科大学医学部社会医学講座医
療統計学部門

キーワード：国民生活基礎調査匿名データ、単独世帯、内分泌代謝疾患通院

【背景】循環器疾患および代謝・内分泌代謝疾患患者では、長期間の治療
継続が必要となる。治療継続では本人とともに周囲の支援も重要である一
方、増加する単独世帯の増加にともない、幅広い視野の健康管理対策が求
められている。しかし、我が国では居住形態と循環器疾患および内分泌代
謝疾患の治療状況に着目した全国規模の報告や見解は少ない。
【目的】国民生活基礎調査の匿名データを用い、単独世帯者の循環器疾患

および内分泌代謝疾患に通院状況の特性を明らかにし、居住形態を考慮し
た生活習慣および治療管理対策の有用な資料とする。
【方法】平成 16年度国民生活基礎調査の匿名データ Bを用いた。通院は

往診．訪問診療を含んでおり、内分泌・代謝疾患（糖尿病、肥満症、高脂血
症、甲状腺の病気）、循環器疾患（高血圧症、脳卒中、狭心症、心筋梗塞、そ
の他循環器系の病気）を対象とした。20歳以上の人を対象者とし年齢不詳、
医療機関への入院・入所者は除外した。年齢カテゴリ（歳）は、 20~39、40
~49、50~59、60~69、70~79、80以上とした。ロジスティック回帰分
析を用いて、結果変数を循環器疾患もしくは内分泌代謝疾患の通院有無、要
因として単独世帯の有無、調整要因として年齢、生活支援有無、就業有無、
健康による日常生活障害有無、喫煙（喫煙、非喫煙、過去喫煙）を投入し、
男女別で解析した。
【結果】男女共に 40から 70歳代では単独世帯の内分泌・代謝疾患通院者

のオッズ比は、年齢上昇に伴い高くなったが、 80歳以上では単独世帯者の
オッズ比は低かった。年齢層を統合したオッズ比でみると、単独世帯者男
性は非単独世帯男性と比較して 1.54(95 % Cls: 1.00、2.36) とリスクが
高かったが、女性では有意な関連はなかった。循環器疾患通院と単独世帯
の関連では、男女共に明瞭な関連がなかった。
【考察・結論】国民生活基礎調査匿名データを用い、単独世帯男性におい

て内分泌代謝疾患の通院リスクの増加を明らかにした。単独世帯男性に着
目した生活習慣改善や治療管理に関する対策や支援を講じる必要があると
考えられた。80歳以上の単独世帯で、内分泌・代謝疾患通院者割合が少な
い理由として、健康状態が良好で自立可能な者しか単独世帯していないこ
とが挙げられる。また、通院者有無に関し、通院していない者には、未治
療の有病者も含まれており解釈には必要である。
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国民生活碁礎調査匿名データによる単独世帯と主観的健康観と
の関連一匿名データの学術活用（第一報）一

村上義孝尺月野木ルミ 2
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学領域

キーワード：国民生活基礎調査匿名データ、単独世帯、主観的健康観

［背景】青壮年期男性の一人暮らし、独居高齢者の問題など、独居が生活習
慣に及ぼす影響は大きくその健康影響が注目される。国民の生活と健康を
対象とした包括的な統計調査として国民生活基礎調査（以下調査）があり、
厚生労働省では統計法（平成 19年法律第 53号）に基づき、匿名データの
提供サービスを実施している。現在、平成 16年度が利用可能である。
【目的】同調査匿名データの提供サービスを用い、単独世帯と主観的健康

観との関連を性・年齢階級別に検討した。
【方法】平成 16年度同調査匿名データ Bは、本調査からランダム抽出した

対象者 16070人のデータである。今回、 20歳以上、当該項目に欠損がない
11484人（男性： 5488人、女性： 5996人）を解析対象とした。解析は性・
年齢階級別に、独居の有無と主観的な健康観・健康影響との関連について
検討し、年齢階級（歳）を 20以上 40未満、 40以上 50未満、 50以上 60
未満、 60以上 70未満、 70以上の 5カテゴリとした。調査項目「あなたの
現在の健康状態はいかがですか」で「あまりよくない、よくない」と答えた
人を（主観的）健康問題あり、「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に
何か影響があリますか」であると答えた人を日常生活に影響あり、とした。
【結果】独居と健康問題との関連の有無を示すオッズ比は、男性では 20・

30歳代： 1.55、40歳代： 2.20、50歳代： 0.93、60歳代 ：0.97、70歳以
上： 0.72、女性では 20・30歳代： 0.65、40歳代： 1.57、50歳代： 1.50、
60歳代： 0.85、70歳以上： 0.70と、独居の方が健康問題ありの人が多い
ものの、年齢層上昇にともない上記の関連が逆転する傾向がみられた。独
居と日常生活との関連の有無を示すオッズ比は男性では 20・30代： 1.24、
40代： 1.44、50代： 0.99、60代： 1.33、70以上： 0.67、女性では 20・
30代： 1.21、40代： 3.84、50代： 1.02、60代： 0.96、70以上： 1.01と
独居の方が健康問題ありの人が多いものの、年齢層上昇にともない関連が
弱まる傾向がみられた。
【考察】近年、健康の規定要因としての社会的要因が注目されており、こ

れら要因を多く含む同調査匿名データの活用は期待される。今回、独居と
主観的健康観との関連を匿名データにより検討できたのは大きいといえる。

P2-072 

システマティックレビューとメタアナリシスの動向と Minds
における EBM普及啓発の取り組み

畠山洋輔 1,2、森賓敏夫入吉田雅博 1,3、菊田健太郎 1、奥村晃子 1,4、高橋奈
津子 1、古島大資 叉清原康介 1,5、佐藤康仁 1,5、小島原典子 1,5、河合富士美
6、福岡敏雄 7、中山健夫 8、山口直人 1,5

1公益財団法人日本医療機能評価機構 EBM医療情報部 Minds、2 東京大学 大
学院総合文化研究科 国際社会科学専攻 相関社会科学コース、 3 国際医療福祉大学
化学療法研究所附属病院 人工透析センター・一般外科、 4 東京大学大学院 医学系
研究科社会医学専攻 医療コミュニケーション学分野、 5 東京女子医科大学 医学
部 衛生学公衆衛生学第二講座、 6聖路加国際病院教育・研究センター医学図書館、 7
倉敷中央病院総合診療科医師教育研脩部、 8京都大学 大学院医学研究科社会健
康医学系専攻健康情報学分野

キーワード： EBM、システマティ ック レビュー、メタアナリシス

【背景】公益財団法人日本医療機能評価機構は、インターネットを通して、診
療ガイドライン （以下 CPGs)の掲載や関連医療情報の提供を行う「Minds」
を運営している。Mindsの提供情報の中には、医学論文を独自の構造化抄
録フォームにまとめて日本語に翻訳した「Mindsアブストラクト」がある。
Mindsでは、系統的な文献検索、統計学的なデータの統合・解析を行うシス
テマティックレビュー（以下 SR)とメタアナリシス （以下 MA)を、科学
的に信頼性の高い方法であるして、 Mindsアブストラクトの作成対象にし
てきた。2011年、米国医学研究所は、 CPGsについて、エビデンスの SR
と、他の選択肢の利害の評価に基づいて作成される推奨からなる文書と定
義した。この新定義により、 CPGs作成過程や臨床現場において、今以上
にSR/MAの重要性が高まると想定される。【目的】本研究は、 SR/MAの動
向を明らかにし、 Mindsが医療の質向上に貢献する方法について検討する
ことを目的とする。【方法】 2001~11年の間に発表された全論文、 SR/MA
論文、特定の疾患別の SR/MA論文を PubMedで系統的に検索し、全論文
とSR/MA論文の数の比較、特定の疾患別の SR/MA論文の数の比較を行っ
た。【結果】 2001年は、全論文が 539,730件、 SR/MAが 932件 (0.17%)、
2011年は、全論文が 864,236件、 SR/MAが 4,722件 (0.55%)であっ
た。また、特定の疾患別の SR/MAでは、糖尿病・脳卒中・乳癌等は絶対数
も増加率も大きく、喘息・腰痛•前立腺癌等は絶対数も増加率も小さかっ
た。【考察】全論文に対する SR/MAの増加からは、 SR/MAの重要性の認
識や方法論の普及が伺える一方で、 SR/MA全体で質が玉石混交となって
いる可能性がある。また、疾患ごとの絶対数と増加率の違いは、疾患の特
性が SR/MAの普及に異なった影響を与えていることを示唆している。【結
論】したがって、 SR/MAを CPGs作成過程や臨床現場において用いる場
合、一律に信頼するのではなく、疾患ごとの特性を踏まえつつ、適切に質
を評価する必要がある。Mindsでは、 SR/MAの質の適切な評価方法の普及
のために、本年度、日本疫学会疫学サマーセミナーの協賛を行い、さらに
SR/MAの質評価のツール開発、ワークショップ開催を企画している。
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P2-073 

健康保険の種別にみた大阪府民の生活習慣および健康意識等の
相違

寺田実奈 ＼ 大西聖子 2、狭間礼子叉永井伸彦ス大平哲也 1、磯博康 1

1大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座公衆衛生学、 2大阪府健康医療部保
健医療室健康づくリ課

キーワード ：健康保険、生活習慣、健康意識

【背景】大阪府健康増進計画の終期を迎え、府では評価と次期計画準備を
している。健康保険種別の健康格差が懸念されるが、府内の現状と課題は
明らかでない。
【目的】府民の生活習慣および健康意識等について、保険種別に実態を把

握し、国民健康保険加入者の特徴を抽出する。
【方法］府内市町村の人口規模に応じ、無作為に抽出した 20歳以上の男

女 1万人に対して自記式質問票調査を実施した。調査項目は、生活習慣、
健康意識、知識、行動、健康状態に関する 18項目を評価した。保険種別
は、国民健康保険または国民健康保険組合（以下、国保群）、全国健康保険
協会 （けんぽ群）、健康保険組合または共済組合（共済群）の 3群に分類し
た。保険種別で、年齢構成が異なるため、労働力人口の 6割以上を占める
30~59歳を対象とし、 10歳階級毎にX 2 検定で解析した。
【結果】有効回答数は 4,051人 (40.5%)、うち 30~59歳は 1,823人、女
性比 59.2%だった。保険種別で、有意な相違 (P< 0.05)を認めた項目
は、 30~39歳で、喫煙習慣、喫煙の健康影響の知識、特定健診受診率、がん
検診受診率だった。40~59歳では、特定健診受診率、がん検診受診率だっ
た。30~39歳の喫煙率は、国保群 29%,オッズ比 1、けんぽ群 21%, 0.7 
(0.4-1.2)、共済群 18%, 0.5 (0.4-0.9)、能動喫煙の影響を理解する者は、
国保群 84%, オッズ比 1、けんぽ群 89%, 1.6 (0.8-3.1)、共済群 92%, 
2.3 (1.3-4.3)、受動喫煙の影響を理解する者は、国保群 85%, オッズ比
1、けんぽ群 93%, 2.2 (1.0-4.7)、共済群 93%, 2.4 (1.3-4.6)だった。
特定健診受診率は、国保群、けんぽ群、共済群の順に、 30~39歳で、 23
％、オッズ比 1、31%, 1.5 (0.9-2.6)、43%, 2.5 (1.7-3.9)、40~49歳
で、 39%,オッズ比 1、53%、 1.8(1.1-2.9)、72%, 4.0 (2.7-6.0)、50~
59歳で、 40%, オッズ比 1、55%,1.8 (1.1-3.0)、78%, 5.1 (3.4-7.8) 
だった。がん検診受診率は、同順に、 30~39歳で、 30%, オッズ比 1、33
%, 1.1 (0.7-1.9)、45%、 1.9(1.2-2.8)、40~49歳で、 34%, オッズ
比 1、40%, 1.3 (0.9-2.2)、47%, 1.8 (1.2-2.6)、50~59歳で、 29%, 
オッズ比 1、40%, 1.7 (1.0-2.8)、47%, 2.2 (1.4-3.2) だった。
【考察・結論】 30~39歳で、国保群は共済群に比して喫煙率が高く、その

健康影響を理解する者の割合が低かった。40~59歳で、国保群は、けんぽ
群、共済群に比して特定健診受診率が低く、共済群に比してがん検診受診
率が低く、国保群の課題である。

P2-075 

日本の診療ガイドライン作成動向に関する調査報告

奥村晃子 1,2、吉田雅博 1,3、畠山洋輔 1.4、河合富士美 5、NAYCHI Htun6、高
橋奈津子 1、菊田健太郎 1、小島原典子 1,7、佐藤康仁 1,7、清原康介 1.7、山口
直人 1,7 

1公益財団法人日本医療機能評価機構 EBM医療情報部 Minds、2東京大学大学院医
学系研究科社会医学専攻医療コミュニケーション学分野、 3 国際医療福祉大学化学
療法研究所附属病院人工透析センター・一般外科、 4 東京大学大学院総合文化研究科
国際社会科学専攻相関社会科学コース、 5聖路加国際病院教育・研究センター医学図
書館、 6東京医科歯科大学大学院環境社会医歯学系分子疫学分野、 7東京女子医科大
学医学部衛生学公衆衛生学第二講座

キーワード：診療ガイドライン

【背景】近年、日本では診療ガイドラインの作成・公開が活発に行われている
が、その内容は多様になっている。利用者にとっては、 EBM(Evidence-based

Medicine)の手法に基づく良質なガイドラインかどうかについて不明である
ことが多い。日本医療機能評価機構が運営する Minds(MedicalInformation 

Network Distribution Service)は、質の高い診療ガイドラインを広く一般国

民に普及し、活用を促進するために、日本のガイドライン作成動向を調査
し、中立的な視点によるガイドライン評価・選定を行った上で、診療ガイ
ドラインデータベースを構築している。【目的】本調査では、日本の診療ガ
イドライン作成動向を明らかにすることを目的とする。【方法】日本で作成
されたガイドラインを調査対象とした。主要データベース、各学会ホーム
ページを中心に網羅的な検索を行い、 2段階のスクリーニングにより文献の
絞込みを行った。スクリーニングを通過したガイドラインについて、ガイ
ドライン評価用チェックリストである AGREEII (Appraisal of Guidelines 

for Research & Evaluation 11)を用いた評価を行い、その評価結果を資料
として用い、専門部会にて診療ガイドラインの選定を行った。【結果】検索
結果は、 2007年以降 2012年 9月末日までに公開された文献が 1696件
であった。2011年の 1年間では 248件であり、これらのうち 2段階のス
クリーニングを通過したガイドラインは 71件 (28.6%)、選定された診療

ガイドラインは 43件 (17.3%)であった。【考察】ガイ ドラインとして作

成されている文献のうち、 EBMの手法に基づく診療ガイドラインは限られ
ている。Mindsが質の高い医療情報を継続して提供するためには、ガイド
ライン作成動向の把握とともに、適正なガイドライン評価・選定が重要で
あることが示唆された。今後、さらなる診療ガイドラインの質向上に向け、
ガイドライン作成支援についての取り組みを検討している。

P2-074 

「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」における追跡調査

久保充明 1、井上悠輔叉永井亜貴子 叉武藤香織 2

1理化学研究所 ゲノム医科学研究センター、 2 東京大学医科学研究所 公共政策研
究分野

キーワード：バイオバンク、追跡調査、オーダーメイド医療実現化プロジェクト

【背景・目的】文部科学省委託事業「オーダーメイド医療実現化プロジェク
ト」では、平成 15~19年度に 12医療機関 66病院の協力を得て、 47疾
患の罹患者から DNA・ 血清・臨床情報を収集し、バイオバンク・ジャパン
(BBJ)を構築した。今般、追跡対象疾患である 32疾患罹患者 (152,198
例）について、来院調査 ・住民票調査 ・死因調査の 3段階の追跡調査を完
了したので、その結果を報告する。
【方法】来院調査においては、撤退病院登録者、追跡拒否者を除く 186,946

例について協力医療機関のカルテ等により来院状況を確認した。調査時点
で過去 1年以上来院が確認されていない症例を非来院者と定義し、住民票
交付請求を行った。また、調査時点で死亡が確認されているものの死亡診
断書がなく死亡日が明らかでない症例についても同様に住民票交付請求を
実施した。死亡日が判明した症例については、平成 21年度までの人口動
態統計個票データとの照合を行い、原死因を確定した。
【結果】来院調査においては、追跡対象者となった 152,198例のうち、 92,758
例が来院者、 13,822例が死亡（うち、死亡診断書ありが 11,031例、死亡診
断書なしが 2,791例）、 45,618例が非来院者であった。非来院者または死
亡日が明らかでない死亡者 48,409例について住民票調査を実施した。住
所地として医療機関に登録されている 1,114自治体に対して、 2011年 7
月から 2012年 3月にかけて住民票交付請求を行った。248自治体からは、
研究参加同意書の複写添付が求められたため、 17,852名分を複写して申請
した。 住民票交付を申請した 1,114自治体のうち、 1,113自治体から住民
票の交付が認められた。非来院者のうち、 27,294例の生存が確認されたこ
とから、全追跡対象者のうち生存が確認されたのは 120,052例 (78.9%)と

なった。また、新たに 10,243例（調査対象者の 22.5%)の死亡が判明し、

全体では 24,065例が死亡 (15.8%)していることが明らかとなった。この
うち、人口動態統計データとの突合により、 20,647例の死因が確定した。
死因不明は 199例、平成 22年以降死亡は 3,219例であった。なお、転出
は 4,007例 (2.6%)、不明は 4,074例 (2.7%)であり、全体の平均追跡期間
は、 52.3士 25.2カ月、追跡率は 94.7%であった。
【考察】日本全体の約 6割に相当する自治体に住民票交付申請を行い、高

い協力が得られた。医療機関での来院調査のみでは全体の死亡例の約半数
のみしか捕捉できておらず、改めて住民票調査等の悉皆調査の重要性を再
認識させる結果であった。
【謝辞]BBJにこ登録頂いた患者さん、協力医療機関の方々、及び本プロ

ジェクトの全ての関係者に深謝致します。

P2-076 

携帯電話の通話に使用した耳側を尋ねる質問紙調査の妥当性

清原康介 1、和氣加奈子 2、渡邊聡ー 2、有馬卓司 3、古島大資 1、福島教照 1、
佐藤康仁 1、小島原典子 1、多氣昌生 4、山口直人 1

1東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学第二講座、 2 独立行政法人情報通信研究
機構電磁波計測研究所電磁環境研究室、 3東京農工大学工学研究院先端電気電子部門、
4 首都大学東京理工学研究科電気電子工学専攻

キーワード：携帯電話、質問紙調査、妥当性評価

【背景】
携帯電話の健康影響を評価する症例対照研究では、自己申告によって過去
の携帯電話の通話状況を評価している。そのため、自己申告の結果がどの
程度正確に実情を反映しているか、妥当性を検証する必要がある。特に、
携帯電話による電磁波曝露は通話に使用した耳の周辺に限局されるため、
通話時の耳側に関する情報は重要である。そこで我々は、通話中にどちら
の耳を使用しているかを 1秒ごとに記録できる SoftwareModifie Phone 
(SMP)を作成した。

【目的］
本研究の目的は、 SMPを用いて、携帯電話の通話に使用した耳側を尋ねる
質問紙調査がどの程度実際の通話耳側と一致するか明らかにすることであ
る。

【方法】
10~24歳の健常者 201人に SMPを貸与し、本人の携帯電話の代わりに
30日間使用してもらい、期間中の通話記録を収集した。SMP回収時に質
問紙調査を実施し、期間中の通話時間全体に対して主に通話で使用したの
はどちらの耳であったかを「右耳・左耳・両耳 （右耳と左耳の使用時間が
ちょうど 50%ずつの場合のみ）」 から選択してもらった。SMPで収集した
データから、通話時間全体のうち 50%より長く右耳で通話していた者の使
用耳側を「右耳」、 50%より長く左耳で通話していた者の使用耳側を「左耳」
と定義し、妥当性評価のゴールドスタンダードとした。SMPのデータと質
問紙調査の結果との一致度について、 K係数と 1000回のブートストラッ
プ抽出により推定した 95%信頼区間 (Confidenc Interval; Cl)により評
価した。なお、質問紙調査で使用耳側を「両耳」と回答した者は分析から除
外した。

【結果】
201人中 198人より SMPデータを回収した。質問紙調査に未回答であっ
た 1人と、主に通話に使用した耳を「両耳」と回答した 17人を除外し、
180人 （男性 88人、女性 92人、平均年齢 17.2歳）を分析対象とした。
SMPのデータと質問紙調査の結果が一致したのは、主に通話で使用した耳
を「右耳」と回答した者の 89.5% (119人/133人）で、「左耳」と回答し
た者の 74.5% (35人/47人）であった。全体の一致割合は 85.6% (154 
人/180人）で、 K係数は 0.63(95 % Cl : 0.50-0.76)であった。

【結論】
過去 1ヶ月間の携帯電話通話において主に使用した耳がどちらであったか
を尋ねる質問紙調査は、かなリ妥当性が高いといえる。
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P2-077 

東北メディカル・メガバンク事業：山元町における住民意識調
査

中谷直樹 1、菊谷昌浩 入 中谷純 1、清元秀泰 尺 菅原準一 1、富田博秋 1,2、長
神風二 1、大隅典子 1,3、栗山進一 1,2,3、辻一郎 1,3、賓澤 篤 1

1東北大学東北メディカル・メガバンク機構、2 東北大学災害科学国際研究所、3東
北大学大学院医学系研究科

キーワード：東日本大震災、メガバンク、意識調査

【背景と目的】東北メデイカル・メガバンク事業は東北大学と岩手医科大
学を中心に実施する被災地の医療支援、大規模健康調査、医療情報の統合
を目的とした事業である。本事業を通じて、 (1)都市部から遠い地域の病
院や診療所においても医師が診療できるようなシステムをつくりあげるこ
と、 (2)一人ひとりに合わせた疾病予防、治療方法を開発し、提供するこ
と、 (3)大災害によりカルテ等の医療情報が紛失しないよう、地域ごとに
病院等が連携するネットワークを整備し、どこの地域でも最先端医療が受
けられるようにすることを目指している。
今回、事業開始に向けた住民に対する東北メデイカル・メガバンク事業の
周知及び事業内容についての意識調査を目的に質問紙調査を実施した。
【方法】宮城県山元町は県南部の沿岸地域に位置し、大震災による人的被

害、住家被害が甚大であった地域である。山元町では平成 24年 9月末か
ら 10月初旬にかけて、特定健康診査を実施する。このうち、 9月 26日、
10月 3日、 10月 4日の 3日間、特定健康診査受診者に対して、本事業の
説明と簡単な質問票による無記名自記式のアンケート調査を実施した。ま
た、調査内容は、 ①東北メディカル・メガバンク事業を知っているか ②循
環型医師支援についてどう思うか、また、どのような支援を望むか、 ＠震災
影響に対する追跡調査に協力したいか、 ④体質、遺伝情報調査に協力した
いか、また、個別化予防・治療開発に関心があるか、 ⑤どのような健康調
査に参加・協力したいか、 ⑥医療情報の ICT化に関心はあるか、とした。
【結語】本調査により、平成 25年度に開始する東北メデイカル・メガバン
ク事業に対する住民の周知が可能になる。また、個別化予防・個別化医療
に関する地域一般住民の意識、未来型医療に関する住民の期待を把握する
ことができる。

P2-079 

東北メディカル・メガバンク事業：地域住民コホートの進捗に
ついて

賣澤 篤 ＼ 中谷なおき 1、菊谷昌浩 1、目時弘仁 尺 小原拓 尺 石黒真美 1、栗
山信進一 1,2,3、辻一郎 1,2

1東北大学 東北メデイカル・メガバンク機構、 2東北大学医学系研究科、 3 東北大
学災害科学国際研究所

キーワード ：コホート研究

【背景】一般に被災によって、うつ等の精神神経疾患が増加することが危
惧される。またストレスにより飲酒量が増える、心理的ストレス負荷がか
かる等の理由により高血圧とそれに付随する循環器疾患が増加していくこ
とも懸念される。彼らの健康被害を最小限にとどめるには早期の健康アセ
スメント及び介入が必須となる。
そこで、東北メデイカル・メガバンク機構では岩手医科大学との協力の

下、 ①被災者の健康状況、特にメンタルヘルス及び循環器疾患を中心にア
セスメントを行うこと、 ②年に 1回の商易なフォローアップ調査並びに数
年に 1回の精密検査を通して、住民の健康状態を評価し、病気の早期発見・
早期治療を実現すること、 ③初回健康調査時にゲノムについての情報収集
を併せて行ったうえで追跡を実施、その結果を分析し、得られた最先端の
成果を被災地の住民に還元すること、を目的に地域コホートを設立する。
【方法】 18歳以上の住民を対象とした調査を実施する。リクルート方法は
2通りを検討しており、市町村の主催する特定健康診査（特定健診）に相
乗りする形が 1つ目である。この方式では、市町村や住民に過度な負担を
かけることなく、調査が実施可能である。空腹で特定健診に来られる調査
対象者にも配慮し、健診現場では、遺伝子を含む研究に対する説明と同意
の取得、同意してもらった方に対する追加の採血を実施するにとどめ、時
間のかかる質問票への記入は帰宅後に実施してもらい郵送等で返却いただ
く予定である。一方、この方式では調査対象が 40-74歳の特定健診対象者
に限られてしまうため、 18歳以上の希望者が受診可能なメガバンク地域支
援センター型健診を併せて実施する。これが 2つ目のリクルート方式であ
る。メガバンク地域支援センターは、気仙沼・石巻・岩沼の 3か所につい
て設置済みであり、平成 25年度は岩沼センターから地域支援センター型
健診を開始する。地域支援センター型健診では、動脈硬化検査や心電図検
査等の検査機器を配置し、希望者には、これらの検査を提供することとす
る。もちろん、特定健診で研究に同意した対象者でも希望をすれば地域支
援センター型健診を受診可能である。これらの情報収集は平成 25年度の
開始を目指し、準備を進めている。目標人数は岩手医科大学と共同で8万
人であり、調査対象者に対する追跡を実施していく予定である。
【結語】本事業を通じて、被災後の健康状況の改善に資するとともに、遺

伝子や体質を考慮に入れた予防法 ・治療法を早期に還元していければと考
えている。

P2-078 

東日本大震災発生前の握カレベルは震災発生後の心的外傷後ス
トレス障害と関連する：仙台卸商研究

門間陽樹 1,2、牛凱軍 3、小林順敏 4、関器 4、黄聡 4、大友篤 4、今井雪輝 4、
永富良一 2,4

1東北大学大学院 工学研究科、 2東北大学大学院 医工学研究科、 3天津医科大学
公衆衛生学院、 4 東北大学大学院 医学系研究科

キーワード：身体機能、 PTSD、災害

【背景】地震や津波などの被災者において心的外傷後ストレス障害 (PTSD)
が大きな問題となり、 PTSDの早期発見および効果的なケアを行うために
は、危険因子の特定が重要である。これまで PTSDの危険因子として、災
害の発生に依存する人的および財産的被害などが明らかにされているが、災
害発生前から測定できる因子、例えば身体機能から災害発生前に PTSDハ
イリスク者を事前にスクリーニングすることができれば、 PTSDに対して
より迅速に対応できることが予想される。
【目的】災害発生前の身体機能レベルと災害発生後の PTSD症状との関連
を検討すること。
【方法】対象者は、東日本大震災前の 2010年に健康診断を受診した宮城県
在住の勤労者 1185名のうち、抑うつ傾向がある者 (Self-ratingDepression 

Scale~45 点） を除外し、 2011 年に再度健康診断を受診した 513 名 （男
性 423名、女性 90名、年齢中央値［四分位範囲]: 46.0 [39.0 - 57.0] 
歳）であった。2010年において、身体機能として握力を測定し、質問紙に
て人口動態学的特性 （年齢、性別、瞳種．、教育歴、婚姻状況、居住人数）、生
活習慣 （喫煙、飲酒、身体活動量、エネルギー摂取量、睡眠時間）、慢性疾
患既往歴（高血圧、脂質異常症、糖尿病）、抑うつ傾向をそれぞれ評価した。
PTSDは2011年度に改訂出来事インパクト尺度にて評価し、 25得点以上
を PTSD症状ありとした。2010年の握力の三分位を独立変数、 PTSD症
状の有無を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を行い、補正項目
は 2010年の人口動態学的特性、生活習慣、既往歴および 2011年の抑う
つ傾向とした。
【結果】震災発生後 PTSD症状ありの割合は 12.5%(64/513)であった。

補正前、握力三分位の高レベルに対して、中および低レベルの PTSD症状
ありのオッズ比 (95%信頼区間）は、それぞれ、 2.09(1.01 - 4.34)、2.53
(1.24 - 5.16)であった（傾向性 P値=0.04)。人口動態学的特性、生活
習慣、慢性疾患既往歴、震災の影響および 2011年の抑うつ傾向で補正後
も、握カレベルが低くなるにつれて PTSD症状ありのオッズ比は有意に高
かった （中レベル： 2.65日.20- 5.86〕、低レベル： 3.52 (1.59 - 7.78〕、
傾向性 P値 <0.01)。
【結論】災害発生前の低い握カレベルは災害発生後の PTSDの危険因子と
なる。

P2-080 

東北メディカル・メガバンク事業（宮城）：三世代コホートの
計画について

目時弘仁 1,2、菊谷昌浩 1,2、石黒 真美 1,2、小原拓 1,2、中谷 直樹 1,2、西郡秀

和 叉杉山隆 叉鈴木吉也 1,2、鈴木洋一 1,2、呉 繁夫 2、木村芳孝 叉 菅原準一
1,2、八重樫伸生 1,2、賓澤篤 1,2、辻一郎 1,2、栗山進一 1,2,3

1東北大学東北メデイカル・メガバンク機構、2東北大学大学院医学系研究科、3 東
北大学災害科学国際研究所

キーワード：出生コホート、三世代、震災

【背景】東日本大震災は、東北地方太平洋沿岸部を中心に壊滅的な被害をも
たらした。今回の大震災後の健康影響について長期にわたる調査が今後必
要である。発達期 （受精時から胎芽期、胎児期、乳幼児期）の環境が、生活
習慣病をはじめとする慢性疾患の発症素因形成に影響するという DOHaD
学説の見地から、児における循環器疾患や代謝疾患、注意欠陥・多動性障
害 (ADHD)、自閉症、アレルギー疾患やがん疾患などの長期的検討も必要
である。
【目的】東北メデイカル・メガバンク事業は、東日本大震災から立ち直り創
造的な復興を成し遂げるために提案され、東北大学にて実施する。三世代
コホートは、上記目的のため計画・立案された 3つのコホートの一つであ
る。収集後の生体試料や公表用の解析結果を幅広い研究機関へ提供し、既
存のコホートと連携し疾患関連遺伝子と環境要因との相互作用を解明して、
遺伝子情報と環境要因等を活用した次世代医療を実現することを目的とし
ている。
【方法】妊娠が判明し診療所・病院を受診した妊婦とその胎児を調査にリ

クルートする。妊娠期間中と産後 3ヶ月の間に、その夫・祖父母にも協力
を呼びかけ、個別にインフォームド ・コンセントをとり、児 ・父母 ・祖父
母の計三世代にわたるコホートを築く 。目標人数は、妊婦・児それぞれ 2
万人、夫 1万人、祖父母それぞれ 5千人とし、 2万家系 7万人とする。妊
婦については、妊娠期間中の採血検体を保管するとともに、生化学的検査・
生理学的検査所見・質問票記録内容等をデータベース化する。胎児 ・出生
時においては、妊娠期間中の診療記録や分娩記録をデータベース化し、膝
帯血 ・濾紙血等を保管する。母体アウトカムとしては、妊娠高血圧症候群 ・
妊娠糖尿病・早産等、児のエンドポイントとしては、身体の成長、先天奇
形、精神神経発達障害、免疫系の異常、代謝 ・内分泌系の異常等を想定す
る。また、三世代にわたる循環器疾患や代謝疾患、がん疾患などの生活習
慣病の遺伝・環境・子宮内環境要因の連関も検討を行う。三世代コホート
の父母・児に半年毎に協力者に発達の状況や疾患罹患を聞くための質問票
を送付するとともに、 1歳6ヶ月児健診 .3歳児健診、学校保健健診時等
に詳細な健診を追加実施する。
【結論】本事業を通じて、次世代に及ぼす健康影響に与える遺伝、環境、胎
生期・乳幼児環境要因を明らかにし、その成果に基づき介入・改善方法を
確立し、社会に還元したいと考えている。
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P2-081 

喘息による救急受診と気象・大気汚染との関連性

山崎新 1、島正之 2、山本信玄 3、岡勝巳 汽 黒坂文武 3、清水滋太 3、高橋宏暢
3、中谷裕司 3、西川実徳 3、藤原克彦 叉 水守康之 3、最上朗 叉 山田琢 3

1京都大学医学研究科医療疫学、 2兵庫医科大学公衆衛生学、3姫路市医師会

キーワー ド： 大気汚染、喘息、救急受診

【目的】喘息による救急受診と気象・大気汚染との関連性を検討した。
【方法】本研究はケース・クロスオーバーデザインにより実施した。対象

は、姫路市休日・夜間急病センターに、 2010年 4月 1日-2012年 3月 31
日の平日夜間 (21 時—翌日 6 時 ： 0-6時の受診は前日診療日付にカウント）
に喘息により受診した 0-15歳未満の者とした。解析対象とする要因は気
圧、湿度、気温、風速、日照時間、浮遊粒子状物質 (SPM)、二酸化窒素
(N02)、オゾン (Ox)、粒子状物質 (PM10及び PM2.5)、ディーゼル排ガ
ス由来ブラックカーボン (OBC)の日平均値とし、気象データは姫路気象観

測所で、大気汚染濃度データは姫路市内 9か所の一般環境大気測定局で測
定されたデータを用いた。粒子状物質及び OBCは市中心部において連続
測定を行った。レファレンスは受診日と同月内同曜日の要因曝露水準とし
た。月平均気温から 4-6月、 7-8月、 9-11月、 12-3月の季節に分け、気
象・大気汚染要因と喘息受診との関連性を検討した。
【結果］適格対象者数は 956名 （うち男子 667名）、受診月別では 4-6月

226名、 7-8月 217名、 9-11月 339名、12-3月 174名だった。季節別
解析結果の一部として、受診数が最も多かった 9-11月について、喘息に
より受診するオッズ比 [95%信頼区間］ （全ての気象・大気汚染要因を同時

にモデルに含めたとき）は、気圧 (1hPa):1.004(0.972-1.037]、湿度 (10

%) : 0.980(0.938-1.023)、気温 (1℃)： 0. 787(0.608-1.018)、風速 (1ml

秒）：0.878(0.713-1.082)、日照時間 (1時間）： 0.939(0.895-986]、N02

(1 Oppb) : 1.27 4[0. 718-2.263)、Ox(10ppb) : 1.043(0.807-1.346]、SPM

(10μglm3): 0.948(0.782-1.151)等であった。市中心部で測定された粒

子状物質及び OBCと喘息による受診との関連性は認められなかった。
【考察】本研究の結果については、薬剤の予防的服用の影響、曝露評価期

間や屋内生活時間等の影響、未調整の交絡要因が存在する可能性、気象条
件と大気汚染物質との物理化学的な関連性の影響等が考えられた。
【結論】喘息による救急受診は、気象条件・大気汚染濃度データのうち一部

の要因について関連の可能性があることが示されたが、明確な関連性を結
論づけられるデータは得られず、両者の関連はさらに検討する必要がある。

P2-083 

今後の災害に備えた家庭での防災対策実施に対する東日本大震
災前後の比較

原岡智子 1,2、早坂 信哉 叉 村田千代栄 4、尾島 俊之 2

1浜松医科大学地域医療学、2浜松医科大学健康社会医学、 3大東文化大学スポーツ
健康科学部健康科学科、 4 国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部

キーワード ：防災対策、東日本大震災、災害

【背景】東日本大震災後、国や自治体等は今後発生するであろう災害に対する防
災対策の充実を図るなど、大震災の影響は大きい。しかし、家庭での防災対策に
ついての影響は明らかにされていない。
【目的】家庭での防災対策の実施状況について大震災前後で比較し検討する。
【方法］静岡県 2市の住民基本台帳から無作為抽出した 20歳~69歳の男女を

対象に、 2回自記式郵送調査を行った。1回目は男女 3,500人の中より転出者
等を除いた 3,446人を対象に、平成 22年 7月~8月に実施し、 2回目は男女
3,600人の中より転出者等を除いた 3,582人を対象に、東日本大震災後の平成
23年 11月～平成 24年 1月に実施した。有効回答数 （回答率）は 1回目 1729
人 (50.2%)、2回目 2,093人 (58.4%)であった。2回の調査で共通する防災
対策の 15項目についてのデータを結合し分析した。分析方法は、目的変数を各
防災対策の項目とし、説明変数を大震災前後として、性・年齢・世帯構成・居住
期間を調整したロジスティッ ク回帰分析を行った。
【結果】各防災対策の中で、大地震後の実施状況の大地震前の実施状況に対する

オッズ比が有意に大きかった項目は、順に、家族の落ち合う場所の決定 （オッズ
比 1.47:95%信頼区間 1.28-1.69、大震災前実施割合 34.5%、大震災後実施割
合 44.6%)、子供の取引り方法の決定 (1.43:1.21-1.69、29.4%、41.5%)、飲料
水の備蓄 (1.39:1.21-1.58、47.9%、55.8%)、家族との連絡方法の決定 (1.34
1.16-1.55、29.9%、37.0%)、食料の備蓄 (1.28:1.12-1.47、35.4%、40.7%)、
携帯ラジオ等の準備 (1.28:1.08-1.52、78.5%、81.6%)、家具等の固定 (1.18
1.03-1.35、37.1%、41.7%)であった。一方、震災後の実施が有意に減少してい
たのは、医薬品等の備蓄、消火器等の用意、避難所の確認であった。
【考察】震災発生直後において重要な子供の避難や家族の安否確認に関する項
目、また食料、飲料水、携帯ラジオ等の準備が大震災後に増えていた。この結果
は、住民が、テレビ、新聞など様々な方法から大震災の被災地の悲惨で混乱した
状況を知ったり、大震災後の防災教育や訓練等で学んだりしたことから、今後の
震災に備えて実施したと考えられる。

P2-082 

東日本大震災が子どものメンタルヘルスに与える長期的影響に
関する研究：パイロット調査

水木理恵 1、藤原武男 ス 本間博彰 叉 八木淳子 4、増子博文 叉 長尾圭造 6、奥
山員紀子 1

1 (独）国立成育医療研究センター こころの診療部、 2 (独）国立成育医療研究セン
ター研究所 成育社会医学研究部、3 宮城県こども総合センター、 4 岩手医科大学医
学部 神経精神科学講座、5福島県立医科大学医学部精神神経医学講座、 6 長尾ここ
ろのクリニック

キーワード ：被災地、コホート調査

【背景】東日本大震災等の激甚災害が子どものメンタルヘルスに大きな影響を与
えることは容易に想像できるが、その影響がどの程度であり、何歳まで続くか、
或いは精神発達にどのように影響するか、について明らかにする必要がある。イ
ンドネシア沖地震による津波の影響に関する研究、及びニューヨークにおける世
界貿易センター自爆テロの目撃の影響に関する研究から PTSD及びうつ病、問
題行動に関連することが予測されるが、前向きに長期間追跡した研究はほとんど
ない。

【目的】東日本大震災という激甚災害の体験が幼児期の子ども達のメンタルヘル
スおよび精神発達に及ぼす影響を前向きコホート調査により明らかにする。この
コホート調査に先駆けて、被災地における研究調査の実行可能性を見極めること
を目的としたパイロ ット調査を行った。

【方法】岩手県、宮城県の協力の得られた保育園において 2011年 3月 11日時
点で 3・4・5歳児クラスに在籍していた子どもとその親 （保護者）を対象とし
た。対照群は、三重県の協力の得られた保育園において、同じく同学齢に在籍し
ていた子どもとその親 （保護者）とする。
曝露因子は東日本大震災での被災体験で、 PsySTARTRapid Triage Systemを元

に 30~60分の児童精神科医又は心理士による面接で子どもと親から聞き取りを
予定した。また、被災当時の担当保育士による PsySTARTRapid Triage System 
への回答によっても子どもの被災体験を測る。
アウトカムは子どものメンタルヘルスと問題行動で、 ParentReport of the Child' 
s Reaction To Stressを元に作成した質問紙、 Strengthand Difficult Question-

naire、ChildBehavior Checklistによって測る。
Index of Exposure to High-Intensity WTC Eventsを元にした質問紙で子どもの
被災以外のトラウマ体験を、 Impactof Event Scale-Revisedで親の PTSD症
状、 K6で親のうつ・不安症状を測り交絡因子とする。
子どもと親のメンタルヘルスに関しては面接調査でも重ねてアセスメントを行う
ことを予定した。
【結果】親 36人、子ども 54人、計 44世帯が岩手県、宮城県、三重県でのパ

イロ ット調査に参加した。面接は子ども、親各々 30~60分行うことができた。
日常生活での PTSD症状等の報告はあったが、調査参加中のフラ ッシュバック
等深刻な精神症状により調査の中止、その場でのケアを要したケースはみられな
かった。面接調査を専門家との子どもに関する相談の場ととらえて参加した方が
複数見られ、その場合は面接後に専門機関の紹介といったケアを行った。

【結論】激甚災害を経験した人を調査対象にしたが、その実行可能性が示された。
又、調査が心のケアの支援に繋がることも示唆された。

P2-084 

3段階階層モデルで解析をする大気汚染コホート研究の例数設
計と検出力計算

竹内文乃 1、武林享 2、朝倉敬子 ス 上田佳代 1、新田裕史 尺 塚原照臣 3、西脇
祐司 叉 吉村建清 4

1国立環境研究所環境健康研究センター、 2慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学、 3

信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座、 4福岡女子大学国際文理学部食健康学科、 5東
邦大学社会医学l衛生学

キーワード： 大気汚染、慢性影響、例数・検出力

【背景・目的】近年、大気汚染の原因物質である粒子状物質の中でも粒径が
2.5μm以下のものは，気道を越え肺胞領域にも沈着することなどから特
に微小粒子状物質 (PM2.s)と呼ばれ，世界的に短期・長期の健康影響の評

価が進められている本研究では， PM2.sへの長期曝露が呼吸機能発達に
与える慢性影響を評価するための児童対象のコホート研究を実施すること
を目的とし，その計画段階における例数設計と検出力計算の結果を示すも
のである
PM2.sは局所的な濃度勾配が少ないため，学区の限定された同一小学校に
通う児童は，同一レベルの PM2.sに曝露しているとみなすことができる
そのため複数地域の複数小学校を対象としてコホート研究を実施する必要
があるが，その場合には地域差が無視できない交絡因子となるまた呼
吸機能は体格に大きく影響されるため個体差の調整も欠かせないそこで，
本研究のようなコホート研究では，探索的にリスク因子を模索する場面に
限らず，検証的にリスクを定量する場合でも呼吸機能成長発達の地域差・
個体差を階層モデルを用いて調整することが適するさらに PM2.si農度は
他の大気汚染物質や気温・湿度等の気象条件とも関連するため，これら共
変量による調整も必要となるただこのような複雑なモデルを利用する
場合，リスク検証の妥当性を保証する研究計画段階の例数設計・検出力計
算が明示的に実施できない
本研究ではシミュレーションに基づく例数設計・検出力計算の結果を複数
実施し，当該コホート研究の結果の妥当性を保証する対象者数を提示する

【方法・結果】本研究では，小学生を対象に 3年間にわたって年 1回呼吸
機能を測定し、主解析では 3段階階層モデル （個人差，地域差， PM2.sの
リスクを階層的にモデル化）を利用する地域あたりの児童数を一定とし
て地域数を増やした場合や地域数を一定として地域あたりの児童数を増や
した場合の検出力向上の程度総対象者数を固定して地域数と地域あたり
の児童数をともに変動させた場合の検出力のバランス，さらに相関のある
共変量複数をモデルに含めた場合の症例数設計を実施した呼吸機能の発
達やリスクの大きさ等，シミュレーションに必要な情報は米国南カリフォ
ルニアで実施された類似するコホート研究を参照した結果 10地域 100
人程度ずつ，約 1,000人を対象とすることで， PM2.s10μg!m3上昇あた

りのリスク比の検出に際して期待的に 70%以上程度の検出力が担保され
ることが示された
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P2-085 

広島原瀑被瀑者の固形癌死亡危険度における被爆線量依存性と

被瀑距離依存性について

大瀧 慈 1、冨田哲治ス大谷敬子 2、佐藤裕哉 1、原憲行 1、丸山博文 1、川上

秀史 1、田代聡 1、星正治 1、佐藤健一 1

1広島大学原爆放射線医科学研究所、 2 県立広島大学 経営情報学部

キーワード：原爆被爆者、コホート研究、癌死亡危険度

［背景】
発癌は原爆被爆者の後障害の代表的なものである。従来、放射線影響研究所

による研究論文が数多く出ている。広島大学原爆放射線医科学研究所 （以

下、原医研）は、放影研とは別に独立した被爆者コホート研究を行ってい

る。今回、最新のコホートデータに基づいて、広島原爆被爆者における固

形癌死亡の危険度と被爆線量（初期線量）や被爆距離依存性に関する統計

的評価を行った。

【目的】
広島原爆被爆者 （直爆者）における固形癌死亡危険度の経年変化や被曝線

量依存性、被爆距離依存性、被曝時年齢依存性に関する実態の解明を行う

ことを目的とする。

【方法】原医研が所有している広島原爆被爆者コホートデータに基づき、

1970年 1月 1日に生存が確認された広島原爆の直爆者 (27643人）を対象

に、事象を （白血病を除く ）全固形癌による死亡とした生存時間解析 (Cox

の時間依存型部分尤度法を適用して）行った。

【結果】固形癌死亡危険度に対して、説明 （リスク）要因として初期被爆

線量 (0S86準拠）を用いた場合よりも、 （爆心からの）被爆距離 （の階段

関数）を用いた場合方が逢かに良く適合した。対照群を被爆距離が 2km以

遠の爆心から東側で被爆した者の集団とするとき、被爆距離が 2km以内

の場合の超過相対危険度 (ERR)はほぽ 0.5を超えていたが、被爆距離が

1.2km~2.0kmでの範囲では距離依存性が検出できなかった。被爆距離と

同時に初期爆線量を説明変数として用いた場合、その影響を表す係数はほ

ぽ 0となった。被曝時年齢依存性に関しては、初期被爆線量を用いた場合

は被曝時年齢が若いほど死亡危険度が高い傾向が検出されたが、被爆距離

をリスクの説明変数として用いた場合には、その傾向は認められなかった。

【考察】広島原爆被爆者の固形癌死亡危険度に、初期被爆線量では説明で

きない大きな被爆距離依存性の存在を明らかにすることができた。これは、

原爆投下直後に生成された誘導放射能を含む粉塵やいわゆる黒い雨による

間接被爆による影響がこれまで想定されていたものよりもかなり大きいこ

とを示しているものと思われる。放射線被曝による発癌危険度への影響に

ついて、再評価の必要性をせまる結果であると思われる。

【結論】広島原爆被爆者の固形癌死亡危険度に、初期被爆線量では説明で

きない大きな被爆距離依存性の存在が明らかとなった。

P2-087 

宮城県石巻市津波被災地域における環境リスクおよび仮設住宅

居住者の現状

蒔田浩平 1、伊下一人 1、渡辺洋子 1、茅野大志 1、萩原克郎 1、浅川満彦 1、小川

健太久能田淳 1、佐々木均 叉 中谷暢丈 叉 樋口豪紀＼岩野英知 1、田村豊 1

1酪農学園大学獣医学群、 2酪農学園大学農食環境学群

キーワード：東日本大震災、環境、社会学

【背景】
2011年 3月 11日、三陸沖でマグニチュード 9.0の巨大地震が発生し、東

北、北関東沖を津波が襲った。宮城県石巻市における津波による被害は特

に甚大で、犠牲者数は日本全体の 20%を占めた。

【目的】
本研究は、石巻の津波被災地域の環境リスクを、仮設住宅に暮らす被災者

の将来の居住地の意向を調査した上で総合的に評価する目的で実施された。

【方法】
石巻市沿岸部約 11kmに渡り、津波により著しく被害を受けた海岸から内

陸に向かって 2kmの範囲に属する町内会単位の行政区域計 82区域から、

旧北上川の東西 2地域を層として層化無作為抽出により 20区域（抽出割

合 24.4%)を調査区域として選択し、 2011年 7月と 8月にヘドロ、ハエ、

カ、野鼠を採取し、微生物学的検査および生化学的検査を実施した。2012

年には再度ハエの調査を実施するとともに、市街地および石巻市北上町の

仮設住宅計 3か所にて社会学的調査および不安と抑うつの指標である K6

および K10の計測を実施した。

【結果】
津波により被害を受ける前は、旧北上川より西側の沿岸部には家畜飼料工

場が、東側には魚の冷凍倉庫や水産加工場がそれぞれ設置されていたが、こ

れらが津波により破壊され、調査区域に飼料と魚が散乱し強い異臭が起き

た。2011年 7月の調査では、西側区域には澱粉質を嗜好するイエバ工科、

東側区域には蛋白質を嗜好するクロバ工科を優先種とする昆虫の大量発生

が見られた。8月には、調査地域の瓦礫の撤去や放置魚介類の海中投棄等

によりハエの数と異臭は低減された。ヘドロと水のサンプルからは腸内細

菌と高病原性ではないビブリオ菌が分離された。重金属は問題となる量は

含まれていなかった。西側の運河がある地域以外の調査区域の広い範囲で

津波により野鼠が死滅した可能性が示唆された。

2012年にはハエの大量発生や異臭は確認されなかった。被災地域では野鼠

の生存が確認された。仮設住宅では、特に子供を頼ることが出来ない高年

齢層に住居、将来の不安が強い。現在さらに詳細を分析中である。

【考察】
結果から、調査地域の健康リスクは現在それほど高くないが、草地化が進

む被災地域の適正な管理が望まれる。仮設住宅避難者は現在も多くの問題

を抱えている。

【結論】
仮設住宅に暮らす人々の復興支援については、被災者の抱える問題を社会

学的に整理、理解した上で、復興計画が検討されることが望ましい。

P2-086 

東日本大震災後における非常食対応マニュアルと給食提供の早

期再開との関連：仙台市保育所の悉皆調査

小暮真奈 1、遠又靖丈 1、周婉図 尺 佐々木公子 叉 佐藤佳子 2、青柳友美 2、伊

藤貴恵 2、阿部鮎美 2、大瀧仁美 2、山中美佳 叉 柿崎真沙子 1、辻一郎 1

1東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野、 2仙台市保育所連合会給食会研究委

員会

キーワード ：東日本大震災、非常食対応マニュアル、給食

【目的】東日本大震災後における非常食対応マニュアルの実行状況と給食

提供の早期再開との関連を明らかにすること。

【方法】仙台市内の全ての認可保育所 123施設を調査対象とした。対象施

設の管理栄養士・栄養士に質問票を配布し、全施設から回答を得た。「非常

食対応マニュアルの実行状況」については、以下のように定義した。質問

票の 2つの項目から、「非常食対応マニュアルを作成した」且つ 「マニュア

ルを概ね実行できた」と回答した施設を非常食対応マニュアルが 「実行で

きた」と定義し、「マニュアルを一部実行できた」・「マニュアルを実行でき

なかった」・「マニュアルを作成していなかった」のいずれかと回答した施

設を非常食対応マニュアルが「実行できなかった」と定義した。アウトカ

ム指標は給食提供の再開日とした。全 123施設のうち、震災発生（金曜日）

後の週末が明けた 3月 14日（震災発生後 3日）までに給食提供を再開し

た 94施設 (76%)を 「給食早期再開」と定義した。解析は、非常食対応マ

ニュアルを実行できなかった施設を基準とし、実行できた施設の「給食早

期再開」のオッズ比を多重ロジスティック回帰分析で推定した。調整項目

にはライフライン（電気・水道・ガス）の復旧日数、震災時の栄養士の出勤

人数、震災時の調理員の出勤人数を用いた。

【結果】全 123施設のうち、 「非常食対応マニュアルを作成した」施設は 77

施設 (63%)で、それらの施設のうち「マニュアルを概ね実行できた」施設

は 29施設 (38%)であった。「給食早期再開」の施設は 94施設 (76%)で

あった。非常食対応マニュアルを実行できなかった施設に比べ、実行でき

た施設の給食早期再開の粗オッズ比 (95%信頼区間）は 5.44(1.21-24.48) 

であった。多変量調整後も 6.12(1.18-31.73)と、有意な給食早期再開の増

加を認めたままであった。なお、「震災時による建物の被害状況」と「入所

児童数」を調整項目に追加しても、オッズ比は 6.99(1.28-38.29)であり、

結果は変わらなかった。

【結論】仙台市内の保育所において、非常食対応マニュアルを実行できた

施設では、震災後に給食提供を早期に再開できた施設が多かった。

P2-088 

長期残効型殺虫剤浸漬蚊帳の地域効果に関する検討

駒澤大佐 1、金子聰 1,2,4、K'OpiyoJames4、Kichelbrahim4・5、WanyuaSheru4、

嶋田雅暁 1,4、KaramaMohamed2・3・4 

1長崎大学熱帯医学研究所 生態疫学分野、 2長崎大学国際健康開発研究科、 3 ヶ二

ア中央医学研究所 公衆衛生学研究センター、 4長崎大学ケニア拠点、 5国際昆虫生

理学生態学研究所 トーマス — オディアンボ拠点

キーワード：蚊帳、地域効果、コ ックス比例ハザード回帰

【背景】
殺虫剤浸漬蚊帳 (Insecticide-treatednets: ITN)は、蚊帳使用者に対する直接的

なマラリア予防効果に加え、地域全体のマラリア伝播を間接的に抑制する地域効

果 (communityeffect)も存在すると考えられている。ITNの配布が各国際機関

によって推進されてきた結果、 ITNはサハラ以南各地に行き渡りつつあり、 ITN

配布の効果を継続的かつ系統的に追跡することが重要になっている。然るに、 ITN

の集団化効果について、地域全体の死亡率によって評価した研究は数少ない。

【目的】
本研究では、 ITNの中でも特に長期残効型蚊帳 (Long-lastinginsecticide-treated 

nets: LLIN)の地域効果に焦点を当てた。就寝時に蚊帳を使用しない 5歳未満の

乳幼児に、周囲の LLINが及ぽす効果を検討するのが本研究の目的である。

【方法】
マラリア感染地域であるケニア共和国ヴィクトリア湖畔の HealthDemographic 

Surveillance System: HOSSデータを用いて解析を行った。蚊帳の種類及び使

用状況については、 2008年 10月から 2010年 12月にかけて本 HOSSの下で

行われた 4回の蚊帳使用状況調査データを用いた。解析は、蚊帳不使用の有無

に関して、全死因死亡 (Allcause child mortality: ACCM)を従属変数として、

コックス比例ハザード回帰モデルによりハザード比を計算した。調整変数とし

て、月齢、周囲の蚊帳密度、周囲の 5歳以上 20歳以下の若年齢層人口密度、世

帯の社会経済状態を用いた。
【結果】

研究対象期間中、 14,554名の 5歳未満児を追跡 （総人年 19,908年）、250名

の死亡を確認した。LLINの使用率は調査を重ねるごとに上昇した。蚊帳不使用

に対する LLIN使用、殺虫剤非浸漬蚊帳使用、分類不能蚊帳使用の調整ハザー

ド比は、それぞれ 0.92(95%CI 0.69-1.24)、 1.05 (95%CI 0.64-1.73)、 0.72 

(95%CI 0.38-1.34)であり有意な結果を認めなかった。一方で、蚊帳不使用児周

囲の LLIN密度が高いほど死亡ハザード比が上昇する傾向を認めた。

【考察】
LLIN使用児に対する蚊帳不使用児のハザード比が、有意な危険度上昇を示さな

かったことから、本研究の調査地域内において、 LLIN配布の地域効果が生じて

いると示唆される。LLIN密度が高いほど蚊帳不使用児の死亡率が高いのは、蚊

の逃避行動が原因となっている可能性がある。
【結論】

本研究調査地域の蚊帳配布率はおよそ 35%であるが、 LLINの地域効果を示唆

する結果が得られた。マラリア対策に充てられる予算が限られている中で、適切

な配布率を検討することが重要である。
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非正規雇用者と正規雇用者のライフスタイル（特に結婚との関
連） についての検討

西山慶子 l、野田 韻也＼ 中村 美詠子 尺 尾島俊之 1

1浜松医科大学健康社会医学教室

キーワー ド： 非正規雇用

【目的】近年、就労形態として非正規雇用者の割合が年々増加している。こ
の就労形態の違いがライフスタイル （特に結婚）に与える影響についての
検討を行う。
【方法】平成 18年度社会生活基本調査 （総務省）に回答した 136746人

のうち、20~65オで仕事をしている被雇用者 (57665人）を対象とした。
対象者を正規雇用の労働者 (38679人，男性 68.9%で、以下正規）と非
正規雇用の労働者 （パート、アルバイト、派遣社員の合計 18986人，男性
24.7 %で、以下非正規）の2群に分類し、更に年齢により①若年層 ；20~ 
34オ②中年層； 35~49オ③熟年層 ；50~64オの 3つの年代に分け、男
女ごとに既婚者の割合について比較した。また、 「長い就労時間 （週 60時
間以上）」 、 「高い年収 （世帯年収~ 400 万円）」 、 「高学歴 （大学卒以上）」 、
といった要因と 「既婚」との関連について年齢を調整してロジスティッ ク
回帰分析を行った。
【結果】既婚者の割合は、男性では全ての年代において正規が非正規を有

意に上回っていた。特に、男性の若年層 (20~34オ）では既婚者の割合が
正規で 42.7%であるのに対し非正規では 5.7%と非常に少なかった。し
かし逆に女性では、既婚者の割合は全ての年代で非正規が正規を上回って
おり、若年層でも正規の 23.1%に対し非正規は 32.1%だった。
また 「既雙」を従属変数としたロジスティッ ク回帰分析の結果でオッズ比
(OR)か局かったのは、男性では 「長い就労時間」の ORが非正規で 2.19
(95 %信頼区間 ：1.32 -3.63)、正規では 1.59(1.45 -1.74)であリ、
「ボランティア活動経験あり」の ORが非正規で 1.97、正規で 1.9、また
「高収入」の ORは非正規で 1.44、正規では 1.75だった。
女性で ORが高かったのは、「ボランティア活動経験あり」の ORが非正規
で 2.11、正規では 1.75、又 「高収入」の ORは非正規で 1.65、正規では
2.61だった。さらに男性と逆に 「長い就労時間」の ORが非正規で 0.27、
正規では 0.53と低かった。又、正規か非正規かの 「就労形態」の ORは
男性で 5.35、女性では 0.38だった。
【考察】非正規雇用者と正規雇用者の間には婚姻状況にも格差が見られた

が、特に若年男性における差が大きかった。この原因としては収入の格差
の他に、結婚意欲の違いも影響している可能性がある （非正規男性では結
婚意欲が正規よりも低い傾向を示す報告がある）。また男女間で異なる傾向
を示した項目がある事には、女性特有のライフスタイル （出産や育児など）
と仕事とのワークライフバランスに関する問題の影響があると思われた。

P2-091 

企業における睡眠．疲労状況の実態 一健康フェスティバル開
催を活用して一

福田由紀子 叉 吉岡美紀 1、山田裕子 2

1 (樹 トヨタ プロダク シ ョ ンエンジ—ァ リ ‘ノグ、 2 日本赤十字豊田看護大学 看護学部

キーワード ：睡眠、自覚症状

【背景】近年、職域では、保健師のもとに睡眠に関する相談を持ち込むも
のが増加している。睡眠とメンタルヘルスとの関連について多くの報告が
あることから、睡眠状況を把握し、改善することは睡眠状況の改善にとど
まらず、メンタルヘルス全般の改善になり、精神的健康づくりとしての意
義がある。
【目的】産学協同による健康フェスティバルの開催を活用することにより、

睡眠・疲労に関する実態を明らかにすることである。
【方法】 2012年 9月 18・19日に企業内で開催した健康フェスティバルに
おいて、睡眠．疲労に関する質問紙を用い睡眠と疲労の評価を行った。実
施項目は、属性、睡眠と疲労の質問紙調査（日本語版 PSQI、新版自覚症し
らべ）、身長、体重、体組成である。分析方法は、 SPSSfor Windows 19を
用い基礎統計とマン・ホイ ットニーの U検定を行った。
【結果】健康フェスティバルの参加者は、128人で、男性 91人、女性 37

人で、平均年齢は、 33.8歳であった。PSQIは、平均 8.58、最大値は 20で
あり、カットオフ値6を大きく上回った。6未満は 40人 (31.6%)であっ
た。睡眠時間は、平均 6時間、最小値 4時間、最大値 8時間であった。6
時間以上睡眠をとる者は 89人 (69.5%)、 6時間未満の者は 39人 (30.5

％）であった。就寝時刻は 0時未満 37人 (28.9%)、 0時以降 91人 (71.1
％）で夜型化が進行していた。新版自覚症しらべは、 5項目すべて最小値は
5であった。平均値は、 1群眠気感 10.81、II群不安定感 9.39、Ill群不快
感 7.98、IV群だるさ感 10.08、V群ぼやけ感 9.64であリ、 1群眠気感が
最も高値を示した。
【考察】健康フェスティバルは、開催事業所の在籍職員 604人のうち、 21.5
％に当たる
128人が参加し、健康への関心を示すものが多かった。PSQIは、カ ット
オフ値が 6であるが、 6未満は 3割程度であり、睡眠に何らかの問題を抱
えている者が多かった。脳の休息に必要な 6時間睡眠がとれている者は 7
割いたが、就寝時刻が 0時以降の者も 7割存在し、休息に必要な時間を確
保しているものの、夜翌化している現状がわかった。社員の多くは端末に
向かい、モデリングやァータ解析することが主な業務であり、日中の身体
活動量が少ないこと、長時間高度の光を浴びる業務についていることが関
係していると考えられる。
産学協同で実施することで、通常測定できない項目を評価することができ、
業務の質や睡眠時間、睡眠時間帯と自覚症状との関係を考察することが可
能となった。

P2-090 

日本語版 Demand-Control-SupportQuestionnaire(DCSQ) 
の再現性、整合性と妥当性の検討

間瀬純治 1、太田充彦 1、井上顕 尺 飯田忠行 1、堤明純 2、八谷 寛 1、小野雄一
郎 1

1藤田保健衛生大学医学部公衆衛生学、2 北里大学医学部公衆衛生学

キーワー ド：心理社会的要因、尺度、再現性

【目的】
近年、職場でうつ病やストレスが関連する健康障害が増加しており、心理社
会的なストレス要因を適切に評価した疫学研究が必要とされている。質問
紙のうち Demand-Control-SupportQuestionnaire (DCSQ)は少項目、判
定容易、利用申請不要だが日本語版がなかった。そこで作成者に了解を得
て翻訳・開発した日本語版 DCSQについて現業系の一職域 （保育園）で再
現性、整合性と妥当性を検討した。
【方法】

名古屋市内の 19保育園に勤務する職員 356名に研究内容を説明し同意を
得た。2008年 11月に自記式質問紙調査を行い、回答に欠損のない 238名
(67%)から男性を除いた 212名 (60%)を対象とした。
調査は DCSQとJCQを実施、 1週間後に DCSQのみ再度実施した。DCSQ
は3下位尺度 (Demand:D、Control:C、Support:S)についての計 17項
目 (4件法）の設問からなる。各項目の再現性は二次重み付き k係数、下位尺
度内の合計点の再現性は級内相関係数、下位尺度内の項目間の内的整合性は
Cronbach a係数で評価した。妥当性は JCQとの一致妥当性 (Spearman
相関係数）、探索的因子分析 （主因子法・直交回転）による構成概念 （因子）
妥当性で評価した。
【結果】

各項目の信頼性はK : 0.58~0.75、D、C、Sの各下位尺度の級内相関係数
は 0.81、0.82、0.80、a係数は 0.64、0.63、0.87、妥当性の Spearman

係数は 0.74、0.60、0.59であった。因子分析では 3因子が導出され、第 1
因子（寄与率 23.3%)はSの項目のみで構成されたが、第 2因子は Dの
4項目と Cの 3項目、第 3因子は Cの 2項目で構成された。第 2、第 3
因子に分かれて導出された Cの項目はそれぞれ Cの下位尺度である Skill
discretion (Sd) とDecisionauthority (Da)を構成するものであった。
【考察】

探索的因子分析で Cを構成する項目が SdとDaの 2因子へ導出された結
果は Sanneらの既報 (1995)と類似しており、 8割以上を保育士が占める
均質な対象者であることと職種の特性による影響が考えられた。
【結論】
日本語版 DCSQは女性保育園職員での検討で再現性、整合性と一致妥当性
を有すると判断された。今後、特性の異なる職種や男性でも検討した上で
本尺度を公開する予定である。

P2-092 

同一企業における業務内容の差異と睡眠状況に関する考察

吉岡美紀 1、福田由紀子 叉 山田裕子 2
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キーワード ：業務内容、睡眠状況

【背景】近年、わが国では生活習慣の夜型化が進行し、睡眠関連への影響
が危惧されている。日中の活動量が少ないと良い睡眠が得られにくいとい
われ、特に、成人期は就労していることが多いことから、業務内容や量と
の関連を検討する必要がある。
【目的】本研究の目的は、 VDT作業を主たる業務としている企業において、
業務内容の差異と睡眠．疲労の関連を考察することである。
【方法】企業内で 2012年 9月 18・19日に開催した健康フェスティバルに
おいて、睡眠・疲労に関する評価を行った。実施項目は属性、睡眠 (PSQI-

J)、疲労（新版自覚症しらべ）、生活習慣病関連項目である。分析方法は、健
康フェスティバル参加者 128名を業務内容により 3群に分類し比較検討を
行った。3群は、 「デスクワーク」「デスクワークとフィールドワーク」「派
遣業務」とし、 SPSSfor Windows 19を用い、基礎統計と一元配置の分散
分析を行った。
【結果】健康フェスティバルの参加者 128名を 3群に分けた結果、 「デス

クワーク ：A」49名 (38.3%)、 「デスクワークと現場：フィールドワーク」
12名 (9.4%)、「派遣業務： C」67名 (52.3%)であった。平均年齢は、 A:
36.6歳、 B:32.0歳、 C:31.9歳であった。PSQI- Jは、 A群 8.73、B
群 9.08、C群 8.36と3群ともに、カットオフ値 6を上回り有意差を認め
なかった。PSQI-Jは、 Max21であるが、 A群と C群では 20を示すも
のが存在した。生活習慣病関連項目では、 BMIは、 A群 23.1、B群 24.2、
c群 22.4であり有意差は認めなかった。内臓脂肪は、体組成計のスケール
でみると A群 7.43、B群 8.67、C群 5.73であり、 C群は A・B群と比
ベ有意に低かった (p= 0.048)。体脂肪率では差異を認めなかった。
【考察】 3群ともに業務内容は、データ解析やモデリングを中心とした VDT
作業であり、所属では A・B群は社員、 C群は関連企業からの派遣、活動量
では A・C群はデスクワークのみ、 B群はデスクワークとフィールドワー
クを行い、業務等に多少の差異があったが、 PSQI-Jは、現場での業務を
両立させている B群の平均値が最も高かった。しかし、有意差は認めず睡
眠に影響を及ぼすほどの身体活動量の差異ではなかったと考えられる。肥
満による睡眠障害への影響は、 BMI平均値に差がなかったこと、内臓脂肪
による有意差を認めても PSQI-Jでは差がなかったことから、本対象で
は 3群とも業務内容はデスクワークが主であり、業務による身体活動量の
差や肥満が睡眠の質に影響を与えるほどではなかったと考える。
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高血圧と糖尿病の家族歴は小児肥満のハイリスクとなる

斗成陽子 1、大澤正樹 2、丹野 高三 久 小野田敏行 久 坂田 清美 2、栗林徹 叉

小山富子 1

1公益財団法人 岩手県予防医学協会、2岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座、

3岩手大学教育学部

キーワード ：小児肥満、家族病歴

【背景と目的】小児期の肥満は成人期以降も継続して生活習慣病発症に関

わることが知られており、小児期の肥満を予防することは将来の生活習慣

病発症予防に繋がる可能性が高い。小児肥満には遺伝的要素と同居する家
族の生活習慣が関わっているとされ、家族が生活習慣病を保有している小

児は肥満のハイリスク者である可能性がある。我々は、小児の保護者に対

する問診によって家族の病歴を聞きだし、家族に生活習慣病有病者がいる

小児では、肥満のリスクが高いかを横断研究によって検討した。

【対象と方法】平成 23年度生活習慣病予防健診を受診した小学生 4,531人

（男子 2,249人、女子 2,282人）、中学生 5,496人 （男子 2,809人、女子

2,687人）、高校生 459人 （男子 141人、女子 318人）を対象にした。家

族 （両親、祖父母、兄弟姉妹）の生活習慣病有病状況 （高血圧、糖尿病、狭心

症、心筋梗塞、脳卒中、肥満、脂質異常症）を自記式問診票によって保護者

に記入してもらった。有病者が多く観察された高血圧と糖尿病に着目して、
対象者 10,486人を家族歴有病状況で 4群 (G1: 家族に高血圧なし、糖尿
病なし (n=8,114) ; G2 : 高血圧あり、糖尿病なし (n=1,524) ; G3 : 高血

圧なし、糖尿病あり (n=440); G4 : 高血圧あり、糖尿病あり (n=408))に

分類した。小児肥満度は文部科学省方式から導きだされた身長別標準体重

を使用した （実測体重一身長別標準体重|身長別標準体重X 100)。肥満度
20 %以上を肥満有りと定義した。ロジスティ ック回帰分析を用いて、 G1

を基準として、G2、G3、G4それぞれの肥満無しに対する肥満有のオッズ

比と 95%信頼区間を性年齢調整して求めた。

【結果】各群の肥満者割合は G1:11.3%、G2:14.6 %、G3:16.4 %、

G4: 19.6 %であった。性年齢調整オッズ比 (95%信頼区間）は、家族に糖

尿病や高血圧症がない群と比較して、家族に高血圧症がいる小児では 1.35

(1.15-1.58)、家族に糖尿病がいる小児では 1.52(1.17-1.98)、家族に高血

圧症と糖尿病の両方が存在している小児では 1.91 (1.48-2.46)肥満が多
かった。

【考察】高血圧、糖尿病の家族歴のある小児では有意に肥満者が多かった。

小児肥満対策として、家族歴を有する小児へのアプローチが有効である可
能性がある。

P2-095 

3歳児の睡眠に関連する、母親の妊娠時および児の要因の検討

溝呂木園子 1、鈴木孝太 ＼ 佐藤美理 叉 山縣 然太朗 1.2 

1山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座、2 山梨大学大学院医学工学総合

研究部付属出生コホート研究センター

キーワード：睡眠、幼児、生活習慣

【背景】以前われわれは、 3歳児の睡眠時間がその後の肥満と関連している
ことを明らかにした。3歳児の睡眠は、親の生活習慣などの影響を受ける

ことが大きいが、母親の生活習慣や意識との関連についての検討は少ない。

【目的l3歳児の睡眠 （起床時刻、就寝時刻、睡眠時間）と関連する妊娠中

および児の因子を明らかにすること。

【方法】山梨県甲州市において、 1993年 4月から 2004年 3月に生まれ

た子どもおよびその母親を対象とした。調査票により母親の妊娠届出時の

生活習慣や、妊娠に対する意識などの情報を得ている。出産回数、児の性

別などについては母子管理カードから情報を得た。歳児健診時の問診票よ

り、 9時以降に起床、 23時以降に就寝、睡眠時間 9時間未満となることと、
母親の妊娠時および児の情報との関連を多変量解析により検討した。

【結果】期間内に出生し、妊娠届出時から追跡可能であった 2047人のうち、
3歳児健診を受診し、睡眠に関して欠損データのない 1495人 (73.0%)を

解析対象とした。そのうち、 9時以降に起床、 23時以降に就寝、睡眠時間が
9時間未満であったのはそれぞれ 92人 (6.2%)、176人 (11.8%)、76人
(5.1 %)であった。多変量解析の結果、 9時以降の起床とは女児 （オッズ比
(OR) 1.6、95%信頼区間 (Cl):1.01 -2.4)、第 1子 (OR2.4、95%Cl:1.5-

3.8)が関連していた。また 23時以降の就寝と関連していたのは、第 1子
(OR:2.2、95%Cl:1.5-3.2)、9時間未満の睡眠時間と関連していたのは妊
娠中の喫煙 (OR2.5、95%Cl1.2-5.2)、主婦 (OR:0.5、95%Cl:0.3-0.9)で

あった。

【考察】妊娠中の喫煙や主婦でないことは児の短い睡眠時間と関連してい

た。しかしながら、遅い起床・就寝時刻とは関連が認められず、やや遅め

の就寝時刻とほぼ通常の起床時刻により睡眠時間が短くなっていることが

示唆された。一方で、第 1子は起床、就寝共に遅い傾向が認められ、きょ
うだいの存在が幼少期の生活習慣を規定する大きな因子である可能性が示
された。
【結論】

子どもの睡眠には、きょうだいの有無や性別、そして妊娠中の喫煙などの

生活習慣が関連していることが示唆され、それぞれの家庭に応じた生活・
睡眠リズムの改善についての指導を検討していく必要がある。

P2-094 

小学校入学時の体格が、その後の身長の変化に与える影響の検
討：マルチレベル解析

Zheng Wei1、鈴木孝太 1、佐藤美理 2、山縣然太朗 1,2

1 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座、2 山梨大学大学院医学工学総合

研究部附属出生コホート研究センター

キーワード ：body mass index、heightgain、puberty

【背景】
近年、小児の性早熟が進んでいるとの報告がある。このことが将来の健康

状態に影響を与える可能性が指摘されており、小児期の身体組成が思春期
の成長•発達と関連するという、いくつかの報告がある。 しかし、小児期の
体格と思春期前後の身長の変化についての、縦断的な検討はほとんどない。

【目的】
小学校入学時の過体重児・肥満児と非肥満児における、思春期前後の身長
の変化 （トラジェクトリ）の違いを検討すること。

【方法】
山梨県甲州市 （旧塩山市）で 1991年 4月から 1999年 3月に生まれた児

のうち、市内の小学校で 1年生時の身体測定を受けた児を本研究の対象者
とした。対象者を、小学校 1年生における BodyMass Index (BMI)によ

り、過体重・肥満児群と非肥満児群に分け、中学校 3年生時まで毎年 4月
に行われる身体測定データにおける身長の変化をマルチレベル解析で検討
した。
【結果】

本研究の対象者は、男児 762人、女児 737人であった。そのうち、男児で

92人 (12.1%)、女児で 84人 (11.4%)が小学校 1年生の時点で過体重・

肥満だと判定された。過体重・肥満児と非肥満児における、学年ごとの追
跡率には有意差を認めなかった。各学年における身長の変化は、男児で、小

学校 1年生から身長の伸びのピーク直前 （小学校 6年生時）まで過体重・
肥満児において大きく、ピーク時点以降は、非肥満児より有意に下回って

いた。女児では、過体重児・肥満児において小学校 1年生時から身長の伸

びが大きく、またピークに達する時点も早く （非肥満児で小学校 5-6年
生時に対し、過体重児・肥満児で 4-5年生時）、ピークからの伸びの減
少も著しかった。

【考察】
本研究では、経年的な繰り返しデータの特性を考慮し、マルチレベル解析
を用いて、小児の身長の変化に関する小学校入学時の体格ごとのモデルを
構築した。今回の結果は、これまでの研究の結果と一致しており、体脂肪
に関連する IGF-1、レプチンと性ホルモンなどの分泌増加が、身長の変化
と関連していることが推測される。

【結論】
本研究では、マルチレベル解析を用いて、過体重・肥満児と非肥満児の思
春期前後の身長の変化の違いを明らかにした。男女とも、小児期の肥満が、

思春期前から身長の伸びのピークまで身長の伸びの加速と、ピークから伸
びの急激な低下と関連していることが示唆された。

P2-096 

生活習慣の青少年 (1518 歳）の肥満度の変化への関連—全国
5 高等学校における検討 —

山本駿 1、高橋 秀人 叉 篠宮正樹 汽 宮崎 あゆみ 4、吉永正夫 5

1筑波大学医学群医学類、 2筑波大学医療医学系、3西船内科 ・千葉県医師会、4社会

保険高岡病院小児科、5 国立病院機構鹿児島医療センター小児科

キーワー ド： 肥満度、生活習慣、 回帰分析

【背景】現在小児肥満は多くが成人期の肥満に移行し，将来生活習慣病の発

症に関連するため，世界的に問題になっているこれに関し，運動部への参

加の有無、運動時間 TV視聴時間朝食摂取の有無食物繊維摂取量が生活

習慣病に関わるパラメータ (HOMA-IR等）に有意に関連することが報告さ

れているが，これらが外見的な変化まで関連するかは興味ある問題である

【目的】青少年の肥満度の変化に生活習慣が関連するかを明らかにするこ
とを目的とする
【方法】研究対象は，平成 18~20年度に実施された 「幼児期・思春期にお

ける生活習慣病の概念自然史，診断基準の確立及び効果的介入方法に関す

るコホート研究」に参加した千葉県 (3校），富山県 (1校），鹿児島県 (1校）

の計 5校におけるデータ欠損のない高等学校の生徒 706人（男子 311人，

女子 395人）である (15~18歳）．これらに実施した健診記録または自記式

質問票より，体重変化として小児肥満症の判定に用いる肥満度（＝（個人の体

重一標準体重）／標準体重）の差（最新測定時ー 15歳時）を算出し，運動部へ

の所属の有無 (1:所属 0:未所属），朝食摂取状況 (1:ほぽ毎日食べる， 2:時々

食べる， 3:ほとんど食べない），平均運動時間平均 TV視聴時間睡眠時間、

夕食時刻の計 6項目の生活習慣との関連を男女別に単回帰分析で，有意な

項目にはトリグリセリド値との関連も検討したまた従属変数を BMIの差

として同様の解析を行った
【結果】男子では平均 TV視聴時間が 1時間長いと肥満度が 0.775増加

(p=0.002)し，トリグリセリド値との関連は認めなかった (p=0.130).他項

目では関連を認めなかった（運動部所属p=0.379,朝食摂取：p=0.187, 平均

運動時間0.588,睡眠時間p=0.346,夕食時刻：p=0.717). 女子では運動部所

属で肥満度が 1.75増加 (p=0.001)し，平均運動時間が 1時間長いと肥満度

が 0.411増加 (p=0.049)し，睡眠時間が 1時間長いと肥満度が 0.644増加

(p=0.021)したまた運動部に所属し，平均運動時間が 1時間長いとトリグ

リセリド値はそれぞれ 8.45(p=0.011),3.38(p=0.006)減少したが，睡眠時

間との関連は認めなかった (p=0.835).他項目では関連を認めなかった（朝

食摂取：p=0.227, 平均 TV視聴時間p=0.243,夕食時刻：p=0.947). BMIで

もほぽ同じ結果を認めた
【考察】青少年期の肥満度増加には，脂肪の増加と筋骨格系の発達の二つが

考えられ，男子の長い TV視聴時間と女子の長い睡眠時間は前者に，女子の

運動部所属，長い運動時間は後者の肥満度変化と考えられた
【結論】青少年の男子では平均 TV視聴時間が，女子では運動部への所属の

有無平均運動時間睡眠時間が肥満度変化に関連した
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P2-097 

妊婦およびパートナーの学歴が妊娠予後に及ぽす影響

野田 北斗＼鈴木 孝太 1、山縣然太朗 1

1山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座

キーワード ：socioeconomic status、学歴、妊娠予後

【背景】現在、先進国では、社会経済的格差による健康格差が大きな問題と
なってきている。これまでの研究により、収入や社会階級で表した社会経
済的地位 (SES;socioeconomic status)が、早産、死産、低出生体重児、
新生児死亡と関連していることが示唆されている。一方、SESの指標とし
て、世帯収入などと並んで学歴が用いられているが、妊娠予後に関して妊
婦とパートナーの学歴を同時に検討したものは少ない。

【目的】妊婦とパートナーの学歴と低出生体重児、早産、 Smallfor Gestational 
Age (SGA)との関連を明らかにすること。

【方法】 1993年 4月 1日から 2006年 3月 31日の間に、山梨県甲州市
（旧塩山市）において出産した妊婦のうち、妊娠届出時から追跡可能だった
妊婦およびそのパートナーを研究対象とした。妊娠届出時に妊婦が回答し
た質問票から学歴などの情報を得た。それらと出生体重、在胎週数などの
出生時の情報を統合し解析に用いた。学歴を低学歴 （中学・高校卒業）と
高学歴 （専門・短大・大学・大学院卒業）に分け、多重ロジスティ ックモデ
ルを用いて、低出生体重児、早産、SGAに対する学歴の影響を検討した。
次に SESとの関連がより強いと考えられるパートナーの学歴で 2群に分
け、同様の検討を行った。

【結果】今回の研究では、期間内に出産した 2230人の妊婦のうち、学歴
について回答した 2009人 (90.1%)を解析対象者とした。妊婦のうち低
学歴は 906人、高学歴は 1103人であった。高学歴での妊婦の喫煙率およ
び BMIは低値であった。解析の結果、妊婦とパートナーの学歴と、いずれ
の妊娠予後の間にも、有意な関連は見られなかった。さらに、妊婦とパー
トナーの学歴の交互作用も認められなかった。

【考察】今回の研究では、妊婦とパートナーの学歴と、妊娠予後の間に有
意な関連は見られなかった。一方で、高学歴ほど喫煙率が低かった。わが
国では、学歴により健康行動にやや差があることが示唆されたが、周産期
医療の水準が高く、妊婦の支援体制も整えられていることから、妊娠予後
に関しての格差が少ない可能性が示唆された。

【結論】 SESを表すと考えられる妊婦やパートナーの学歴と妊娠予後との
間に有意な関連を認めず、わが国の SESの格差は、妊娠予後に大きな影響
を与えない可能性が示唆された。

P2-099 

児童• 生徒の社会経済状態および朝食摂取と平日の学習時間の
関連

野田 龍也＼ 中村美詠子尺尾島俊之 1

1浜松医科大学医学部健康社会医学

キーワー ド： 朝食欠食、学習時間、社会経済状態

【背景】児童•生徒の朝食摂食と学習時間および学力に関連があるとの報
告は多いが、交絡として想定される各家庭の社会経済状態については調査
および調整が困難である
【目的】児童•生徒の朝食摂取の有無と学習時間との関連について、世帯

所得で調整してもなお強い関連性が認められるか、 全国代表性のある大規
模データにより検証した。
【方法】平成 18年 10月に全国で実施された総務省社会生活基本調査より

抽出されたミクロデータを用いた。小学生、中学生および高校生を対象に、
平日 1日で学業に費やした時間 （総学習時間）の世帯所得階級間の傾向性
を、学校種別ごとに比較した （ヨンクヒール・タプストラ検定）。また、朝
食摂取群と欠食群について、総学習時間の差を学校種別、世帯所得階級別に
比較した （ウェルチの t検定）。有意水準は 5%とした。総学習時間は、在
校時間帯の学習 （学校内学習）とそれ以外 （学校外学習）に分けた上での比
較も行った。世帯所得 （万円）は平成 18年国民生活基礎調査における「児
童のいる世帯」 の所得分布を参考に 5 階級 (~900、 700-899、 500-699、
300-499、300未満）に分け、対象日は特別なイベントのない平日とし、朝
4~11時に食事を行った場合を朝食摂食と定義した。
【結果】対象者は 6201名 (10歳以上の小学生 1760名、中学生 2212名、
高校生 2229名）であった。朝食欠食者の割合は、小学、中学、高校でそ
れぞれ、 2.5%、5.8%、11.0%であり、世帯所得の第 1階級 (900万円以
上）から第 5階級 (300万円未満）の総学習時間 （分）はそれぞれ、小学校
で406.3、392.1、390.1、398.3、406.2、中学校で 462.4、451.7、439.9、
443.3、442.4、高校で 463.9、426.6、422.9、410.4、420.4であり、小学
校を除き、有意な傾向性を認めた。学校内学習時間では高校のみ、学校外
学習時間では中学・高校で有意な傾向性を認めた。各所得階級内の朝食摂
食群と欠食群との総学習時間の比較では、中学・高校の第 3、第 4所得階
級において、朝食摂食群は欠食群に対し比較的大きくかつ有意な学習時間
の長さを認めた。
【考察】小学校では世帯所得と朝食欠食のいずれも学習時間と大きく関連
しない。中学と高校では朝食欠食と学習時間の関連に世帯所得が交絡とし
て大きく関わることが推測された。
【結論】児童•生徒の朝食欠食と学習時間の関連を論じる際は、社会経済

状態を考慮すべきである。

P2-098 

中学生における起立性調節障害の発症に関連する要因の検討

佐藤美理 1、鈴木孝太 2、溝呂木園子 久 山縣然太朗 1,2

1山梨大学大学院医学工学総合研究部 附属出生コホート研究センター、 2 山梨大学
大学院医学工学総合研究部 社会医学講座

キーワー ド： 起立性調節障害、思春期、学校保健

【背景】起立性調節障害 (OD: Orthostatic Dysregulation)は、思春期に発
症する自律神経機能不全であり、立ちくらみや午前中の不調などが主訴で
ある。近年、中学生の 20%前後が、 ODの症状を持っていると示唆されて
いる。OD発症と不規則な生活習慣等との関連が指摘されているが一般集
団において、縦断的な検討はされていない。ODは、深刻化すると不登校
の原因となるため、学校保健において、重要な課題となっている。
【目的】 ODの発症に関連する発症前の生活習慣などの要因を明らかにす

ること。
【方法】 2010年 7月に、山梨県甲州市の中学 1, 2年生 685人を対象と
して、生活習慣と ODの症状に関する質問紙調査を行った。ODについて
は、 診断時の問診項目を用いており、診断基準により、症状ありなしを判
断した。また、身長、体重データの抽出も行った。更に、 2011年 7月に
も対象者に同様の調査を実施した。ベースライン時に、 OD症状のある生
徒を除外して解析対象とし、 1年後に ODを発症するか否かを目的変数と
した。説明変数は、ベースライン時の就寝時刻、朝食欠食、運動習慣、 BMI
により判定された体型とした。また、 OD問診 11項目についても、どの項
目が 1年後の OD発症に関連しているのかを検討した。
【結果】解析対象者 532人中、追跡可能な児は 503人 （追跡率 94.5%) 

であった。解析対象者の中で、翌年 OD症状を有した生徒は 73人 (14.5
％）であった。多重ロジスティック回帰分析を用いて、学年と性別で調整
後、 12時以降に就寝する群が、それ以前に就寝する群に対して OD発症の
リスクとなっていた （オッズ比：2.3 信頼区間 1.1-4.5)。また、問診項目
の中では、 「立ちくらみあるいはめまいを起こす」、「乗り物に酔う」の 2項
目が、有意に発症のリスクとなっていた。
【考察】生活習慣の中でも、就寝時刻が特に遅いことが、 OD発症のリスク
となっていた。また、 OD問診項目では、症状があると答える生徒が 5割
を超える項目が 5つあるが、今回の検討により、 ODの発症を予測する項
目特性が明らかとなった。
【結論】中学生で、就寝時刻が 12時以降といった生活習慣があり、今回挙
げられた項目の特性を持つ生徒は、 OD発症予備群として特に注意が必要
である。

P2-100 
The effect of equine assisted therapy as an alternative 
treatment for children with cerebral palsy: A systematic 
review and meta-analysis 

王国琴＼佐藤敏彦＼ 星佳芳叉熊谷雄治 1、坂本泰理 1,3、逸見治 ＼ 相澤好
~ 3 
I口

1 Kitsato Clinical Research Center, Kitsato University School of Medicine、
2 Department of Preventive Medicine, Kitasato University School of Medicine、
3Kitasato Institute 

キーワード： Hippotherapy、cerebralpalsy、meta-analysis

【Backgroundandobjectives】 Thereis a substantial body of evidence 
assessing the effects of equine assisted therapy on physiological and 
psychological aspects of individuals with disabilities. This study aimed 
to evaluated benefit of this alternative therapy on children with cerebral 

palsy(CP) by means of a systematic review and meta-analysis. 【Meth-
ods】 Thissystematic review included all randomized controlled trials 
(RCT) and non randomized clinical studies of hippotherapy, or hippother-
apy simulator for the treatment of CP by a systematic search for Med-
line, EMBASE, cochrane library and other databases up to Sep, 2012. 
Articles were assessed for inclusion eligibility and quality assessment 
was performed by 2 independent reviewers. Any discordant case was 
re-reviewed _and consensus was obtained after sufficien discussion. A 
meta-analysis was performed to provide summary statistics on gross mo-

tor and other outcomes with Stata. 【Results】 SixRCTs including 3 of 
hippotherapy simulators , and 8 non-randomized studies were eligible. 
The major of the studies involved small sample size. The quality ranged 
from low to high. Outcomes included one study on heart rate, and oth-
ers on gross motor outcomes represented by muscle tone, gain, posture 
control, and gross motor function measures (GMFM). Hippotherapy sig-
nificantl increased heart rate, reduced asymmetrical activity of the hip 
adductor muscles, and improved sitting balance in children with spas-
tic CP. The results, however, did not extend to a statistically significan 

effect on GMFM. 【Conclusions】 Hippotherapyproduced significan im-
provement in the postural control of children with CP, however it is lack of 
evidence to conclude that it has a significan benefi on GMFM with this 
systematic review. Further large scale RCT is needed to elucidate the 
benefit of hippotherapy on children with CP. 
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中学生における情報機器使用と長期欠席者

藤田委由 1、三浦美樹子 1、天野宏紀 入 田邊剛 1、嘉村正徳 2

1 島根大学医学部 公衆衛生学、2 出雲市ー中校区地域学校運営理事会ブロ ック協議
会すこやか部会

キーワード ：情報機器利用、長期欠席者、中学生

【目的】
島根県 1市の中学生における情報機器使用時間と長期欠席者の関連を自己
記入式質問票調査により検討する。
【方法】
1 . 平成 20年 10月に島根県 1市の中学校 652名を対象に、自己記入式
質問票による調査を実施した。
2. 質問項目は対象者の性、学年、起床気分、起床時刻、就寝時刻、睡眠時
間、テレビ視聴時間、ゲーム使用時間、携帯電話使用時間、パソコン使用
時間である。長期欠席者は 2008年度に 30日以上欠席した中学生である。
3. 長期欠席者と情報機器使用時間の関連を、性・学年を調整したロジス
ティック回帰分析により検討した。
【結果】
1 . 中学生 632名 （男 316名、女 316名）が回答した。回収率は 96.9
％であった。
2. 1年間に 30日以上欠席した長期欠席者は 17名 (2.7%=17/632*100)
であった。性別には男 6名 (1.9%)、女 11名 (3.5%)である。
3. 起床時刻が 6時 30分以降の者は 464名 (73.4%)であった。長期欠
席者であるオッズ比 (95%信頼限界）は、起床時刻が 6時 30分以前の者
と比べると、 6時 30分以降の者が 14.43(3.88,53.70)であった。これを
性別にみると、起床時刻が 6時 30分以降の女は、長期欠席者であるオッ
ズ比 (95%信頼限界）が 61.05(8.57,435.14)であった。男ではこのよう
な傾向が認められなかった。
4. ゲーム時間が 1日30分以上の者は 221名 (35.0%)であった。長期
欠席者であるオッズ比 (95%信頼限界）は、ゲーム時間が 1日30分未満
の者と比べると、 30分以上の者が 4.03(1.31, 12.39)であった。これを性
別にみると、ゲーム時間が 30分以上の女は、長期欠席者であるオッズ比
(95 %信頼限界）が 10.40(2.77,39.02)であった。男ではこのような傾向
が認められなかった。
5. 長期欠席者と起床気分、就寝時刻、睡眠時間、テレビ視聴時間、携帯
電話使用時間、パソコン使用時間は著しい関係は認められなかった。
【結論】

島根県 l市の中学生においてゲーム時間が長い程、長期欠席者が多い傾向
が認められた。

P2-103 

幼児期のテレビ視聴時間と行動的問題の関連

和田恵子入中村こず枝 1、辻美智子 ＼玉井裕也 入渡辺香織叉大土早紀子
2、山本景子 2、安藤京子 2、永田知里 1

1 岐阜大学大学院医学研究科 疫学・予防医学、 2 愛知文教女子短期大学 生活文化
学科

キーワード：生活習慣、軽度発達障害、小児

【背景】軽度発達障害は小児期によくみられる重要な行動的問題であるが、
それに関与する生活環境要因はよくわかっていない。近年、テレビなどの
メディアの普及による小児期の生活スタイルの変化は急速であり、児の心
身への影響が危惧されている。
【目的】幼児において、テレビ視聴時間が児の行動特徴とどのように関連
しているかについて検討する。
【方法】 2006年秋、愛知県内の 2つの幼稚園に通う 3-6歳の児を対象

にアンケート調査を行い、体格、病歴、出生時情報、生活習慣、兄弟や母
親の情報等について尋ねた。その中で「テレビをみたりテレビゲームをす
る時間」、「本（絵本など）を読む時間」についても回答してもらった。行
動問題は、 Strengthand Difficultie Questionnaire (SDQ)を用いて評価し
た。対象園児 533名のうち、 459名 (86.1%)の保護者より研究の同意を
得た。年齢、体格、 SDQの回答が揃った 441名（男児 234名、女児 207
名）を解析対象とした。テレビ視聴時間については 1時間未満、 1~2時
間、 2時間以上の 3群に、読書時間（絵本など）については 30分以下、 30
~60分、 60分超の 3群に分け、 SDQスコアとの関連をそれぞれ共分散
分析にて評価した。調整変数には、性、年齢、 bodymass index、兄弟での
出生順、出生時の母の年齢、母の教育年数、運動スコアを用いた。
【結果】テレビの視聴時間が長い児では、 SDQ総スコアが有意に高く、 Peer
problems、hyperactivity、conductproblems、emotionalsymptomsの各
スコアも高かった。読書時間と SDQスコアとの間に有意な関連は見られ
なかった。
【考察】テレビの視聴時間が長い児で、行動的問題が多くみられた。
【結論】幼児期では、テレビを視聴することが、児の行動的特徴に影響を

及ぽす可能性がある。

P2-102 

中学生における深夜外出と生活行動要因との関連
菊地慶子 1,2、野田龍也叉安田孝子 2,3、村田千代栄 4、早坂信哉 又 巽あさみ
3、中村美詠子 2、尾島俊之 2

1神戸市看護大学健康生活支援学領域地域・在宅看護学分野、 2 浜松医科大学医学
部医学科 健康社会医学講座、 3 浜松医科大学医学部看護学科 、4 国立長寿医療研
究センター 老年社会科学研究部社会参加・社会支援研究室、 5 大東文化大学スポー
ツ健康科学部健康科学科

キーワード ：深夜外出、中学生、生活行動

【目的】
中学生は正課時間後の生活行動が多様化し、帰宅時間が夜間帯になる場合
がある。本研究では、中学生の深夜外出とその他の生活行動との関連につ
いて明らかにすることを目的とした。
【方法】
H市内の全 48中学校から学年を第一次抽出単位、学級を最終抽出単位と
した層化二段集落抽出法を用い、選ばれた学級の全生徒 1,566人を対象と
して 2009年 11~12月に自記式質問紙調査を実施した（有効回答率 ：94.1 
％）。そのうち 『午後 11時以降に自宅以外の場所にいることがありますか』
という問いに「はい」と回答した者を「深夜外出」（外出群）とし、それ以外
を対照群とした。深夜外出の有無と、生活行動（朝食摂取、睡眠時間、学校
外での学習時間、異性との交際経験）との関連を、 X 2 検定を用いて性・
学年別に検討した。p<0.05を統計学的有意とした。
【結果】

深夜外出していた中学生は 173人 (11.8%)であり、学年別では、中学 1年
生で 9.6%、中学 2年生 12.4%、中学 3年生 13.3%、性別では男 11.9%、
女 11.8%であった。男子中学生における各生活行動割合は、 『朝食摂取毎日
あり』が、外出群： 78.9%、対照群： 93.0% (p<0.001)、『睡眠時間 7時間
以上』が外出群： 63.1%、対照群： 76.8% (p=0.010)、『学外学習時間 2時
間以上』が外出群： 63.1%、対照群： 56.1 % (p=0.243)、『異性とデート経
験あり』が外出群：35.4%、対照群： 17.4% (p<0.001)であった。女子中
学生における各生活行動割合は、 『朝食摂取毎日あり』が、外出群：90.4%、
対照群： 92.5% (p=0.510)、『睡眠時間 7時間以上』が外出群： 55.6%、対
照群： 69.6% (p=0.016)、『学外学習時間 2時間以上』が外出群： 53.0%、
対照群： 59.1 % (p=0.288)、『異性とデート経験あり』が外出群 ：38.2%、
対照群： 21.4% (p=0.003)であった。

【結論】
睡眠時間が短いことおよび異性とのデート経験が深夜外出と関連していた。
男子においては、毎日朝食摂取していないことについても深夜外出と関連
していた。今後、中学生の深夜外出について、異性交際を始めとしてこれ
らの要因との関連をより詳細に検討する必要があると考えられた。

P2-104 

幼児における尿中イソフラボン代謝物とアレルギー性鼻炎との
関連

中村こず枝 入 和田恵子 尺玉井裕也 1、辻美智子尺渡辺香織 ス大土早紀子
2、山本景子 2、上野友美 叉内山成人 叉 安藤京子 2、永田知里 1

1岐阜大学大学院医学系研究科 疫学・予防医学分野、 2 愛知文教女子短期大学 生
活文化学科、 3 大塚製薬株式会社 佐賀栄養製品研究所

キーワード ：小児アレルギー性鼻炎、尿中イソフラボン代謝物、エクオール

【背景】大豆イソフラボンの生理作用として、免疫やアレルギーとの関連が
動物実験などで報告されているが、疫学研究における報告はほとんどない。
【目的】幼児において尿中イソフラボン代謝物とアレルギー性鼻炎との関

連について検討する。
【方法】愛知県内の二つの幼稚園に通う 3-6歳の幼児を対象とした。2006

年秋にアレルギー関連要因を含む生活習慣に関するアンケート調査と同時
に早朝尿の採取を行った。尿中イソフラボン代謝物（ダイゼイン、ゲニス
テイン、エクオール）は HPLC法で測定、尿中クレアチニン値にて補正し
た。Internationalstudy of asthma and allergies in childhood (ISAAC)質
問票にてアレルギー性鼻炎を定義した。対象者 533名中 459名 (86.9%) 
の保護者が参加に同意し、測定値の欠損がない 426名（男児 229名、女児
197名）を対象とした。尿中ダイゼイン、ゲニステインは三分位に分け、最
小群を対照とし、ロジスティック回帰モデルにてアレルギー性鼻炎のオッ
ズ比を算出した。尿中エクオールについては測定限界以上を陽性、以下を
陰性とし、陰性群に対する陽性群のアレルギー性鼻炎のオッズ比を計算し
た。児の性別、年齢、 BMI、食物アレルギーの既往、乳児期の栄養、アレル
ギーの家族歴、受動喫煙、母の教育年数を調整変数とした。
【結果】アレルギー性鼻炎と尿中ゲニステイン、ダイゼインとの間には、

有意な関連は見られなかった。解析対象者中、エクオール陽性は 6.8%で
あった。エクオール陰性群 404名中 55名が、陰性群 29名中 1名がアレ
ルギー性鼻炎と定義された。エクオール陽性群は、陰性群に比べ、有意では
ないが、アレルギー性鼻炎のオッズ比が低下する傾向を示した (OR0.15, 
95% Cl 0.02-1.13)。
【考察および結論】幼児期においてエクオールがアレルギー疾患に関与し

ている可能性が示されたが、今後さらなる研究が必要である。
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胎児期ダイオキシン類曝露が 3歳半の発達に及ぼす影響ー「環
境と子どもの健康に関する北海道スタディ」

池野多美子 1、小西香苗 2、中島そのみ 叉 喜多歳子 1、小林澄貴 4、馬場俊明
4、岸玲子 1

1北海道大学 環境健康科学研究教育センター、2 松本大学 人間健康学部健康栄
養学科、3 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科、4 北海道大学大学院 医学
研究科 公衆衛生学分野

キーワード：ダイオキシン類、胎児期曝露、発達

【背景】低濃度のダイオキシン類による認知能への曝露評価を対面調査に
より評価した報告は少ない。我々は、札幌市内 1産科病院での前向き出生
コーホートを 2002年より立ち上げ、 514名の妊婦に同意を得、生後 42か
月児の母体血中ダイオキシン類と認知能の関連を検討した。
【目的】北海道スタディにおける 3歳半時点の認知能を K-ABCを用いて

測定し、妊娠中の環境として母の喫煙や飲酒、魚摂取頻度、養育環境など
を調整し、ダイオキシン類の胎児期曝露影響を評価する。
【方法】対象者は 2002年 7月から 2005年 9月に市内 1産科を受診し、

同意を得られた 514名である。母体血中のダイオキシン類は 426名を、妊
娠初期母体血中コチニンと児の K-ABCは 260名を測定した。母の認知能
は WAIS-R商略版を用い 161名に実施した。調査票データに欠損がない
136名で解析を行った。
【結果】 3歳半 K-ABCの認知処理得点は平均 101.0(S015.1)、習得度得

点は平均 98.3(S015.8)であった。各得点を従属変数として、母年齢、児
性別、出産順位、出生体重、母の認知能得点で調整後、妊娠中環境として飲
酒、コチニン値、 Total Dioxins TEQ、近海魚と遠海魚の摂取頻度、社会
的環境として養育環境得点、年収、父教育歴を投入し重回帰分析を行った。
認知処理得点は、母の認知能と年収が有意に関連し ((3=.289,p<0.001; (3 
=.215,p<0.05)、ダイオキシン類濃度の影響は認められなかった。習得度

得点は TotalDioxins TEQが最も強く関連し ((3=.271,p<0.01)、年収 ((3
=.193,p<0.05)も有意であった。

【考察】ダイオキシン類の胎児期曝露は神経行動発達への次世代影響が報
告されているが、謄帯血中の PCBs曝露と 2歳、 4歳児の認知機能は関連
しない (Forns(2012))、PCBs低濃度曝露では 2歳児の精神運動発達への

影響はない (Lynch(2012))との報告もあった。本研究では、認知能の習得

度得点と Total Dioxins TEQ、年収が正の関連を示した。これは、高年
収群は近海・遠海魚を問わず摂取頻度が多く、魚の摂取頻度とダイオキシ
ン類は正相関していることから、結果としてダイオキシン類が認知能に正
方向に影響したと考えられる。異性体ごとに影響が異なる可能性もあるの
で検討する予定である。
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Inverse association between milk intake frequency and all-cause mortality in 
the JACC study 
Chaochen Wang1, Hiroshi Yatsuya1 ,2, Koji Tamakoshi3, Akiko Tamakoshi4 
1. Department of Public Health and Health System, Nagoya University Grad-
uate School of Medicine 
2. Department of Public Health, Fujita Health University 
3. Department of Nursing, Nagoya University Graduate School of Medicine 
4. Department of Public Health, Hokkaido University Graduate School of 
Medicine 
Abstract 
Background/Aim: Reported association between milk intake and all-cause 
mortality has been inconsistent. A few studies observed an inverse relation-
ship while others reported a null association. Therefore, we examined the 
association of milk intake with the risk of all-cause and cause-specifi mortal-
ity in a large-scale prospective study, the Japan Collaborative Cohort Study 
for Evaluation of Cancer Risk (JACC Study). 

Method: A total of 90,200 Japanese men and women aged 40-79 years were 
followed from 1988 through 2009 (median follow-up: 18.8 years). Hazard ra-
tios (HRs) and 95% confidenc intervals (95% Cls) of all-cause and total can-
cer, and total circulatory diseases mortality by milk intake frequency taking the 
lowest intake frequency (never drank) as the reference were calculated from 
Cox proportional hazard regression model adjusted for 5-year age categories, 
body mass index, smoking status, drinking status, exercise habit, sleeping 
duration and disease history of hypertension, diabetes, cancer, myocardial in-
farction, and stroke, in men and women, separately. 

Results: A total of 21,485 deaths (34.4% were from cancer and 29.9% 
were from circulatory diseases) were documented during the follow-up period. 
Multivariate-adjusted all-cause mortality HRs of each milk intake frequency 
categories were significantl lower than 1 in both men and women compared 
to those who never drank milk. The linear trend of the HRs for all-cause mor-
tality according to the increase in milk intake frequency was significan only 
in women. Furthermore, men who drank milk intake 1-2 times/month had a 
significant! lower risk of cancer mortality compared to those who never drank 
(HR: 0.83, 95% Cl: 0.73 - 0.94). Women who drank milk 3-4 times/week had 
a significantl lower risk of circulatory disease mortality compare to those who 
never drank (HR, 0.87; 95% Cl, 0.76 - 0.99) 

Conclusion: Milk intake was associated with lower risk of all-cause mortality 1n 
both men and women. These observed associations were due to lower cancer 
mortality in men and lower circulatory diseases mortality in women associated 

P2-106 

野菜の摂取頻度およびカロテン類摂取と前立腺癌罹患の関連—
JACC Study-

梅澤光政 1、三神一哉 叉 磯博康 3、玉腰暁子 4

1茨城県立医療大学医科学センター、 2京都府立医科大学泌尿器科、 3大阪大学大学院
医学系研究科公衆衛生学、4 北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野

キーワード ：予防医学、前立腺癌、栄養

【背景・目的】これまでの疫学的研究から、野菜や果物の摂取やカロテノ
イドの摂取ががんの防御因子として働く可能性が指摘されている。前立腺
癌についても国内外でコホート研究の結果が報告されているが、その結果
は一定ではない。そこで、日本人一般集団において野菜類の摂取頻度やカ
ロテノイドの摂取量と前立腺癌罹患との関連を検討した。
【方法】大規模コホート研究 (JACCStudy)のベースライン調査に参加し

た一般男性 53,934人のうち、ベースライン時に栄養の調査を行っており、
かつ、がん、循環器疾患の既往がなく、がんの発症について追跡調査を行っ
た 15,735人を対象とした。対象者を全野菜、緑黄色野菜、その他の野菜
のそれぞれについてその摂取頻度の 5分位で分け、それぞれの摂取が最も
少ない群に対する他の群の前立腺癌罹患のハザード比を Cox比例ハザード
モデルを用いて求めた。 同様に、かカロテン、 B—カロテンの摂取量につい
てもその摂取量で対象者を 5群に分け、それぞれの摂取の最少群に対する
各群の前立腺癌罹患のハザード比を求めた。
【結果】追跡期間の中央値は 17.5年であった。追跡期間中に 147人の前

立腺癌発症が認められた。野菜の摂取頻度では、全野菜の摂取頻度が最も
少ない群に対する 2番目に多い群の多変量調整ハザード比が 0.53(95%信
頼区間 0.30-0.95)と有意に低かった。最も多い群の多変量調整ハザード
比は 0.60(0.34-1.05) であった。緑黄色野菜およびその他の野菜につい
ては有意な関連は認めなかった。カロテン類の摂取量については、かカ
ロテンの摂取が最も少ない群に対する、 2番目に少ない群の多変量調整ハ
ザード比が 0.49(0.25-0.94)、最も多い群の多変量調整ハザード比が 0.44
(0 . 21-0 . 92) といずれも有意に低かった。 B—カロテンについては有意な関
連は認めなかった。
【考察】全野菜の摂取頻度およびa—カロテンの摂取が前立腺癌罹患と負の

関連を示した。これらの関連は比較的 Linearではあるものの、全野菜の摂
取頻度が毎日食べないに相当する群やかカロテンの摂取量が低い群のリス
クが高く、野菜を毎日 1回以上摂取する群ではリスクが抑えられる傾向が
あった。
【結論】日本人一般男性において、野菜を毎日摂取することが前立腺癌の
リスク低下につながる可能性が示された。

P2-108 

中学校・地域連携食育プログラム開発のための食と健康の調査
結果報告

渡邊純子入渡辺満利子 2、古賀みのリ 1、横塚昌子 3、山岡和枝 4、丹後俊郎 2,5

1熊本県立大学環境共生学部食健康科学科、 2 昭和女子大学大学院生活機構学専攻、
3 昭和女子大学管理栄養学科、 4 帝京大学大学院公衆衛生学研究科、 5 医学統計学研
究センター

キーワード ：地域連携食育プログラム、中学生、 EBN食事調査

【背景】青少年の肥満・痩せの増加（厚労省 2010)等の課題に対し公立大学

における中学校・地域連携による 5年間の食育活動が内閣府から評価された
（渡邊 2011)。我々は EBNの観点から食物摂取頻度調査票 FFQW82(安
達・渡辺・山岡・丹後）及び、 FFQW82(青少年版 (Watanabe,Yamaoka, 
et.al, 2010) を開発し、クラスター無作為化比較試験に基づく思春期女子
の家庭連携型新食育効果の評価 (Yamaoka,Watanabe, et.al, 2010)、行動
療法プログラム（田中，渡邊ら，2008)、若年女性減量の心理的アプローチ
（田中，足立，渡邊ら，2007) を報告してきた。
【目的】中学生を対象に食と健康の調査を行い、中学校・地域連携食育プ

ログラム開発のための情報を得ることを目的とした。
【方法】研究対象：同意を得た県立中 2校・私立中 6校の生徒 1,005名（男

子 417名、女子 588名、年齢いずれも 12~13歳）。
調査方法：年齢・体格調査；養護教員による。生活習慣・自覚的健康状況調
査、食事調査 FFQW82 (青少年版）：管理栄養士が記入方法を説明し、記
入後回収時に聞き取り補完した。
【結果】肥満傾向児は男子 1年 6.9% (全国 11.0%)、2年 11.0% (同

9.4%)、女子 4.9% (同 8.9%)、3.8% (同 8.0%)を示し、痩身傾向児は男

子 1年 4.6%(全国 2.3%)、2年 1.9% (同 1.5%)女子 3.0% (3.9%)、4.1

% (3.8%)を示し、肥満傾向児は全国と比べ 2年男子を除き低率を示し、痩

身傾向児は同率であった。食事調査の結果、 3食の E摂取量 (X士SD)kcal

は朝食：男 419士 94、女 357土 59、昼食：男 680土 236、女 515土
148、夕食：男 825土 84、女 673士62を示し、朝食の摂取不足が認め
られた。朝食摂取状況は、ほとんど食べない 6.9%と、全国調査（文科省、
2007) 5.1%に比べやや多かった。朝食を食べる者は食べない者に比し、‘‘夜
9時以降に夕食をとる"、“身体がだるい＂者の割合が有意に低値だった（い
ずれも、 p<0.001)。

【まとめ】 EBNの観点から中学生の朝食エネルギー摂取量不足を明らかに
し、中学生のための食育プログラム開発の要点として、朝食エネルギー量
の適正化を第一と考え、食事リズムの適正化、自覚的健康度の向上を目指
すものとする。

with milk intake. - 149 -



P2-109 
2日間の食事調査に基づく習慣的摂取量の年齢階級別推定法に
関する検討

小林 真琴 1,2、横山徹爾 3

1国立保健医療科学院 研究課程、 2長野県立総合リハビリ テーションセンター、 3国
立保健医療科学院 生涯健康研究部

キーワード： 食事調査、習慣的摂取量、 Best-Power法

【背景】日本人の食事摂取基準を用いて集団における栄養素等摂取状況を評価
するためには、 2日間以上の調査を行って習慣的摂取量の分布を推定する必
要がある。そのための統計学的方法としては Nusserらの Semi-parametric
法、またはその蘭便法である Best-Power法がある。しかし、都道府県健
康・栄養調査等で性年齢階級別に習慣的摂取量の分布を推定すると、標本
数が小さくなるため推定誤差が大きくなりやすい。
【目的】本研究では、 Best-Power法を用いる際に全年齢で推定した個人内・
個人間分散を年齢階級別の分析に用いることで推定精度が向上するか確認
することを目的とする。
【方法】 1: 年齢階級別に独立に分析、 2:全年齢で推定した個人内分散を
年齢階級別の分析に使用、 3:全年齢で推定した個人内1個人間分散比を年
齢階級別の分析に使用、の 3種類について、 1000回のモンテカルロシミュ
レーションにより、推定値と真の値との差を、バイアス、標準誤差、 RMSE
(root mean square error)、推定不能の出現頻度で比較する。年齢階級別人
数は、 18-29歳 40名、 30-49歳 150名、 50-69歳 170名、 70-89歳 120
名とし、個人内分散／個人間分散比を 1.5~4.0の範囲で4通り、平均摂取
量と年齢との関係を無相関～中等度の相関で 5通り設定して、一人2日間
分の正規乱数を発生させ、習慣的摂取量の分布を推定した。また、実際の
分析例として、平成 22年度長野県県民健康・栄養調査のデータを用いて、
上記 1~3の方法で各栄養素の習慣的摂取量の分布を推定し比較した。
【結果】どの条件でも 3の方法が標準誤差、 RMSE、推定不能の出現頻度
ともに最小だったが、年齢と摂取量との相関が強い場合には正のバイアス
が生じやすかった。 1と2は大差なかった。県民健康・栄養調査の解析で
は、 3の方法で最も年齢階級別の違いが小さく、 1と2では誤差が大きい
ことが示唆された。
【考察】全年齢で推定した個人内／個人間分散比を用いた方法は標準誤差、

RMSE、推定不能の出現頻度が最少になるという点で最も適していると思
われるが、年齢と摂取量との相関が強い場合には正のバイアスが生じやす
い。バイアスは最大でも 4%程度であり結果に大きくは影響しないものと
思われるが、今後さらに検討が必要と考える。
【結論】 Best-Power法を用いて年齢階級別分析を行う場合には、全年齢で

推定した個人内分散1個人間分散比を年齢階級別の計算に用いることが望ま
しい。ただし、年齢とともに分散比が変化する場合については今後さらに
検討を要する。

P2-111 
骨密度と食生活の関係について

鈴木美奈 尺 鈴木貞夫 1、小嶋 雅代 1、西山毅 1、荒井健介 尺 辻村尚子 ＼ 岡 京
子 1、藤田ひとみ 1、神谷 真有美 1、近藤文 1、今枝奈保美 1、石川 奈美尺 柴田
清 l、後藤千穂 1、安藤亮介 1、細野晃弘 ＼ 深津満 2、山田珠樹 久徳留信寛 3

1名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野、 2 岡崎市医師会公衆衛生セン
ター、3 国立健康・栄養研究所

キーワー ド：骨密度、食生活、カルシウム

【背景】
骨密度は 20歳前後でピークに達し、 50歳前後から急速に低下すると言わ
れており、今後も高齢化が進む日本においては、高齢者の増加に伴い、骨
密度の低下による骨折、それに伴う寝たきりの増加が懸念されている。
【目的】

骨密度に関係すると言われている食生活、特にカルシウムを多く含む食品
と骨密度の関連を調査した。
【方法】

岡崎市医師会公衆衛生センターにて平成 19年から平成 21年に人間ドック
を受診した 35歳から 79歳までの岡崎市民のうち、研究参加に同意が得ら
れ、骨密度を測定した女性 2,106人を解析対象とし、骨密度と食生活につ
いて解析を行った。骨密度の測定結果は、同年代の骨密度の値に対する割
合 （％） を使用し、食生活については、最近 1年間の主観的な評価 （不足し
ていると思うもの）と、名古屋市立大学大学院医学研究科健康増進・予防医
学分野が開発した食事調査の蘭易版に基づいて作成された食事調査の中か
らカルシウムを多く含む食品 （牛乳、ヨーグルト、冷や奴・湯豆腐、納豆・
大豆、骨ごと食べる小魚）の摂取頻度と骨密度についての関連を検討した。
【結果】
「不足していると思うもの」のカルシウム （乳製品・小魚）に「はい」と答
えた者は、不足していると思っていない者に比べ、骨密度が低い傾向がみ
られたが、年代別にみると 40歳代以降においてはその傾向がみられたが、
30歳代においてはみられなかった。現在の食品の摂取頻度と骨密度には関
係がみられなかった。また、カルシウムが不足しているとした者は、カル
シウムを多く含む食品摂取頻度が少ない傾向がみられた。
【考察】

カルシウムの不足感と骨密度については、過去に骨密度検診の受診歴のあ
る可能性の高い 40歳上の集団では、既に自分の骨密度を知っていること
で、 「骨密度が低い→カルシウムが不足している」と感じている可能性があ
る。カルシウムを多く含む食品は、調理を必要とせずに単独で摂取できる
食品、単品で調理することができる食品が多く、摂取量を把握しやすいと
思われる。
【結論l

骨密度については、 「カルシウム」との関連が一般に広く言われており、 年
齢が高くなるにつれて過去の骨密度検診の結果が食品摂取に影響を与えて
いる可能性も高く 、現在の食習慣との関連を明らかにすることは容易では
ない。

P2-110 
飲酒関連問題を発生させないような、節度ある適度な飲酒量の
検討

尾崎 米厚 l、近藤陽子 1、松下幸生 叉 樋口進 2

1鳥取大学医学部 環境予防医学分野、2 久里浜医療センター

キーワー ド：飲酒行動、飲酒関連問題、飲酒量

【背景】
健康日本 21 (第 2次）計画 （国民の健康の増進の総合的な推進を図るた

めの基本的な方針）において生活習慣の目標の中で、飲酒分野では 「生活習
慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を減らす」という目標を
掲げ、その量を1日当たりの純アルコール摂取量男性 40g以上、女性 20g

以上としている。わが国のデータを用いた飲酒関連問題を発生しないよう
な、節度ある適度な飲酒量のエビデンスが求められている。
【目的】
2008年に実施した飲酒と生活習慣に関する調査 （厚生労働科研 わが

国における飲酒の実態ならびに飲酒に関連する生活習慣病、公衆衛生上の
諸問題とその対策に関する総合的研究班）のデータを用いて、飲酒関連問
題を発生させないような節度ある適度な飲酒量について検討した。
【方法】
2008年に実施された全国調査は、わが国に住む 20歳以上の成人を対

象に、全国から対象者を無作為に抽出して、調査員が訪問面接調査を行っ
たものである。調査項目には、飲酒行動 （飲酒経験、 1日飲酒量、1日最大
飲酒量、寝酒、飲酒開始年齢等）、ICD-10によるアルコール依存症および
アルコールによる有害な作用の診断基準、アルコール使用障害同定テスト
(AUDIT)、飲酒運転の経験を含んでいた。有効回答数は 4,123人 （回答率
69 %)であり、この 1年間の飲酒率は、男性 83.1%、女性 60.9%であっ
た。従属変数として、いくつかの飲酒関連問題の状況を設定し、年齢と飲
酒量をカテゴリー分けし、解析に用いた。調査項目を用いて、この 1年間
の未飲酒者を未飲酒者と過去問題飲酒者に分けて解析に用いた。解析は多
重ロジスティ ック回帰分析であった。
【結果】
AUDIT20点以上 （アルコール依存症の疑い）を従属変数にすると男性

のみの解析で 1日60g以上、全体の解析で 40g以上が有意にリスクが増
加し始める飲酒量であった。健康問題または社会問題 （飲酒運転、警察沙
汰、仕事等への影響）の発生を従属変数にすると 14g以上で優位にリスク
が増大し始めた。AUDITS点以上 （何らかの問題を起こす可能性のある飲
酒）を従属変数にすると 8g以上となった。アルコールによる問題をどう
とらえるかにより、節度ある適切な飲酒の量は変わってくる。いずれにせ
よ、適度な飲酒量は現在信じられているよりも低い値になると考えられる。

P2-112 
本邦における小児の注意欠陥l多動性障害および広汎性発達障
害に対する医薬品処方

小原拓 1,2,3、大場延浩 4、森川和彦 5、石黒 真美 1,2、目時弘仁 1,2、菊谷昌浩
1,2、西郡秀和 叉 員野成康 叉 栗山進一 1,2,6

1東北大学東北メデイカル・メガバンク機構、2東北大学大学院医学系研究科、 3東北
大学病院、4 東京大学大学院医学系研究科、 5東京都立小児総合医療センター、6東
北大学災害科学国際研究所

キーワード ：注意欠陥多動性障害、 広汎性発達障害、レセプト

【背景】本邦の小児の注意欠陥／多動性障害 (ADHD)に適応のある医薬品
はメチルフェニデートとアトモキセチンの 2剤であり、米国においてはア
ンフェタミン （本邦では未販売）など他の中枢剌激薬の使用も承認されて
いる。また、本邦の小児の広汎性発達障害に適応のある医薬品はピモジド
の 1剤のみであり、米国においてはリスペリドンとアリピプラゾールの使
用も承認されている。本邦の小児の ADHDおよび広汎性発達障害に対して
は、使用可能な薬剤が限られており、海外で使用可能な薬剤が適応外使用
されている可能性が考えられる。本研究の目的は、本邦の ADHD小児患者
および広汎性発達障害小児患者に対する医薬品処方の現状を明らかにする
ことである。
【方法】日本医療情報センターの有する 2005年から 2010年までのレセ

プトデータに基づいて、 2005年から 2008年の間に ADHD(IC10 code: 
F900)または広汎性発達障害 (IC10code: F840 - F849)の診断名を新
規に有した小児 (2-18歳）を抽出し、各患者の新規診断日以降の処方薬を
集計した。
【結果】 ADHDの診断名を有する小児に対するメチルフェニデート (2005-

2006年： 22.4%、2007-2008年:33.7%、2009-2010年： 37.5%)およ
びアトモキセチン (0%、6.0%、12.9%)の処方は年々増加していた。広汎
性発達障害の診断名を有する小児に対するピモジドの処方 (0.2%、1.5%、
0.6%)には一貫した年次推移は認められなかったが、リスペリドン (6.4%、
8.8%、9.1%)およびアリピプラゾール (0.2%、1.5%、1.7%)の処方は
年々増加傾向を示した。
【考察・結論】本邦の小児の ADHDおよび広汎性発達障害に対する医薬品

処方は年々変化しており、本邦で使用可能な医薬品の他に、海外において
使用可能な医薬品が適応外で使用されている可能性が考えられた。
【謝辞】本研究は、厚生労働省科学研究費補助金医薬品・医療機器レギュ

ラトリーサイエンス総合研究事業 （小児における精神疾患治療薬の使用実
態の把握と安全性評価に関する薬剤疫学研究に基づく適応外使用是正のた
めの研究 (H24-医薬ー若手ー011))の一環として実施された。本研究の実施
にあたり、貴重な助言等を下さいました保健医療情報分析活用研究会の皆
様に感謝申し上げます。
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P2-113 

小学生および中学生への食育介入研究

山中珠美尺磯博康 1

1大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学

キーワード：食育、介入研究、小・中学生

【背景】
近年、全国的に 24時間営業の店舗が増え、身近に食品の購入が可能な食環境と
なった。この環境は、高齢者にとって食の利便性が高いという利点があるが、若
年者においては、生活の乱れ、偏った栄養摂取といった問題につながる可能性を
秘めている。
【目的】

小学生や中学生を対象にして実践によって、調理の基本的な知識や技能を身につ
けるとともに、食事への関心を持ち、「食品の組み合わせを自分で考える」など、
学んだことを日常生活で活用できるようにすることを目的として、小学生および
中学生へ食育介入を行った。そして介入の改善のために参加者の意識を調査し
た。
【方法】

大阪中学生サマーセミナー推進協議会は、学習への興味が高く、資質や能力を積
極的に高めようとする中学生を対象に、大学や高等教育機関等と連携し、夏季休
暇を利用して「大阪中学生サマーセミナー」を開催している。また、藤井寺市も
同様の趣旨で「夢セミナー」を開催している。そこで、両講座にて調理実習を行
い、参加した生徒 46名 （大阪中学生サマーセミナー 17名、夢セミナー 29名）
を対象に講座に期待すること、家での手伝いなどについてのアンケートを実施し
た。
【結果】

食事作りに関心を持って参加した生徒であるので、サマーセミナーでは 100%、
夢セミナーでは 97%の生徒が次回への参加の意欲を示した。次回はどのような
メニューで学習したいかという問いに対し、自分一人でも家で作ることができる
簡単な料理と答えた者がサマーセミナーでは 84.2%、夢セミナー 72.4%いた。
食事作りについてはサマーセミナーでは 95%、夢セミナーでは 100%、買い
物や後片付けについてはサマーセミナー、夢セミナー共に 100%の生徒がやっ
ていると答えた。
【考察】
ご飯が楽しいと感じるときはいつかという質問に「一人で食べるとき」と答えた
子がいたことには、問題と捉えており、今後はどのような視点から介入するかを
検討する必要がある。一方、苦手な食べものがあると答えた生徒はサマーセミ
ナーでは 26%、夢セミナーでは 34%いたが、自分の作ったものは食べられた
という子がほとんどであったことから、今後も様々な食材をいろいろな調理法で
継続して実習する必要があることを再確認した。レシピが欲しいという要望が多
かった。

【結論】
「洗う」、「切る」、「焼く」、「煮る」、「盛り付ける」、「片づける」などの実践的、

体験的な学習の中で、食べ物のにおい、弾力、つや、味に触れ、子ども達の関心
や意欲を高める。そして、家庭での実践の機会が少ない子どもが増えつつあるこ
とから、経験を家庭に持ち帰ることで、家でも実践できるようになり、家族との
かかわりを深めていくような活動につなげたい。

P2-115 

名古屋市、浜松市と静岡県西部・中部の茶産地を比較した緑茶
摂取量の検討

福田奈菜 1、内藤真理子 1、岡田理恵子 1、川合紗世 1、森田えみ 1、銀光 1、東
端孝博 1、田村高志＼中川弘子＼須磨紫乃尺杉本裕香尺若井建志入浜島
信之 1

1名古屋大学大学院医学系研究科 予防医学

キーワード ：緑茶摂取量、静岡県、茶産地

【背景】
緑茶の摂取は、カテキンによる心血管疾患やがんのリスク低下作用がある。静岡
県では全国の約 4割もの荒茶が生産され、また 2人以上の世帯では、全国の主
要都市で静岡市、浜松市の年間緑茶購入量が最も多い。しかし緑茶摂取量を地域
間で比較した報告はない。
【目的】

名古屋市、浜松市と静岡県西部・中部の茶産地とで緑茶摂取量を比較する。
【方法】

対象は日本多施設共同コーホート研究の大幸研究、及び静岡地区の参加者 (35
~69歳）とした。大幸研究では名古屋市民を対象に、ポスティングチラシ等で
2008年 6月~2009年 5月に募集した。緑茶摂取の回答がない者等を除き、分
析対象は 5,122名 （男性 1,454名、女性 3,668名：平均 52.6歳）とした。静
岡地区では静岡県西部・中部在住の者のうち、 2006年 1月~2007年 12月に
浜松市の聖隷予防検診センターで人間ドックを受診し、調査に同意した者を対象
とした。研究参加者 5,018名中、緑茶摂取の回答がない者を除き、分析対象は
静岡県西部・中部の茶産地 1,774名（以下「静岡茶産地」とする。男性 1,200
名、女性 574名：平均 52.9歳）、茶産地以外 3,201名（男性 2,184名、女性
1,017名：平均 51.9歳）とした。茶産地以外の地域は浜松南部（浜松市の天竜
区以外と湖西市）とした。1日の緑茶摂取量を 5項目 （ほとんど飲まない、 1~
3杯、 4~6杯、7~9杯、 10杯以上 ：1杯約 170ml)で尋ねた。緑茶摂取が 7
杯以上となるオッズ比を、名古屋市、浜松南部を基準として男女別に年齢調整し
て求めた。有意水準は 5%とした。
［結果】

緑茶摂取が 7杯以上の者は、男性で名古屋市 7.6%、浜松南部 12.7%、静岡茶
産地 20.2%、女性で名古屋市 11.0%、浜松南部 19.3%、静岡茶産地 24.7%で
あった。名古屋市に対するオッズ比は、男性で浜松南部 1.95(95 %信頼区間
1.54 -2.46)、静岡茶産地 3.30(2.58 -4.21)、女性で浜松南部 2.25(1.85 -
2.73)、静岡茶産地 2.98(2.39 -3.72)となった。浜松南部に対する静岡茶産
地のオッズ比は、男性 1.69(1.40 -2.05)、女性 1.32(1.03 -1.70) となっ
た。喫煙、飲酒、その他飲料の摂取量で調整しても結果は同様であった。
【考察】

緑茶摂取量は名古屋市より浜松南部と静岡茶産地で多く、緑茶生産量、購入数量
を反映している可能性がある。また浜松南部より静岡茶産地で緑茶摂取量が有意
に多かった。都市、郊外で一般的な差異であるか、茶産地のない地域での比較が
必要である。
【結論］

名古屋市と比較し、浜松南部と静岡茶産地で緑茶摂取量が多かった。また浜松南
部より静岡茶産地で摂取量が多かった。

P2-114 
日本人女性におけるエクオール排泄状況と食事性因子との関連

辻美智子 1、玉井裕也 1、和田恵子 1、中村こず枝 1、上野友美叉内山成人叉
永田知里 1

1岐阜大学大学院 医学系研究科疫学・予防医学分野、 2大塚型薬株式会社佐賀
栄養型品研究所

キーワード ：エクオール、食事性因子

【背景】エクオールは，大豆イソフラボンのひとつであるダイゼインの代謝産物
である。エクオールの産生はできる人とできない人がおり，それに関連する食事
性因子の報告は少ない。
【目的】日本人女性を対象にエクオール排泄状況に関わる食事性因子について検

討した。
（方法】岐阜県内総合病院の人間 ドッ クを 2003年 10月から 2006年 3月ま

でに受診した女性を対象とした。空腹時の尿中ダイゼイン，エクオールを HPLC
法で測定し、クレアチニン値 (Cr)で補正した。エクオール排泄状況の判定は，
尿中ダイゼイン値 10nmol/mg Cr以上の 286名の中でエクオール値が測定限
界以上のものをエクオール排泄者とした。食品群別摂取量栄養素摂取量は食物
摂取頻度調査票にて推定した。アンケート調査では，喫煙歴，教育歴，婚姻状況，
月経・出産状況についての情報を得た。エクオール排泄状況と食品および栄養素
摂取量との関連を共分散分析にて解析した。共変量には年齢， BMI,喫煙歴，飲
酒量総エネルギー摂取量初経年齢第一子出産年齢，閉経状況を用いた。
【結果】エクオール排泄者は 286名中 97名 (33.9%)であった。野菜，ビタ
ミン B群，鉄，カリウム，マグネシウム，銅，食物繊維の摂取量は，エクオー
ル排泄者の方が非排泄者に比べ有意に高かった。
【結論】野菜および野菜に多く含まれる栄養素の摂取がエクオールの排泄状況に
関連していた。
本研究は，林慎先生、安田圭吾先生 （松波総合病院）、武田則之先生（朝日大）と
の共同研究である。

P2-116 

ビタミン B群（ナイアシン、 B6、B12、 葉酸）と大腸がん発

症との関連 (JACC Study) 

丸山皆子 1、磯博康 1、梅沢光政叉橋本修二 3、若井建志 4、鈴木貞夫叉鈴木
康司史渡邊能行 7、玉腰暁子 8

1大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学、 2茨城県立医療大学、 3藤田保健衛生大
学医学部衛生学、 4 名古屋大学大学院医学系研究科予防医学、 5 名古屋市立大学医学
部公衆衛生学、 6 藤田保健衛生大学医療科学部臨床検査学科、 7 京都府立医科大学大
学院医学系研究科地域保健医療疫学、 8 北海道大学大学院医学系研究科予防医学講座
公衆衛生学分野

キーワード：大腸がん、ビタミン B群

［背景】
主に欧米の先行研究ではビタミン B群（ナイアシン、ビタミン B6、B12、
葉酸）による大腸がん発症の予防効果が確認されているが、日本人におい
てまだそのエビデンスはみられない。
【目的】そこで、本研究は、日本人におけるナイアシン、ビタミン B6、B12、
葉酸｀と大腸がん発症との関連を明らかにする。
【方法】文部科学省大規模コホート研究 (JACCStudy)において、 1998,.._,

1990年のベースライン時にがん、脳卒中、心筋梗塞の既往歴がなく、食物
摂取頻度調査票に記入した 40,.._,79歳の男性 23,119人、女性 35,611人を

対象とした。1日当たりのビタミン B群 （ナイアシン、 B6、B12、葉酸）、
の摂取量については、 40項目の FFQにより五訂増補版食品成分表に基づ
き算出し、男女別に残差法によリエネルギー調整した。対象者を男女別に
ビタミン B群それぞれの摂取量は 5分付に分類し、ビタミン B群それぞ
れの摂取量の最低値群を基準とし、大腸ふん発症の相対危険度を、 Cox比
例ハザードモデルを用いて算出した。その際、年齢、大腸がんの危険因子
（飲酒、喫煙）、および総エネルギー摂取量を調整した。
【結果】 2008年末までの追跡期間中 （平均 17.3年）、大腸がん 600名 （男

性 334名、女性 266名）の発症が確認された。男性において、摂取量の最
低値群に対する最高値群の大腸がん発症の多変量調整ハザード比 (95%信
頼区間）は、ナイアシンに関して 0.68(0.44-1.03、pfor trend=0.05) で

あった。ビタミン B6に関して 0.74(0.51-1.09、pfor trend = 0.07)、ビ

タミン B12に関して 0.73(0.51-1.03、pfor trend = 0.11)、葉酸に関して

1.25 (0.85-1.85、pfor trend= 0.519)であった。女性では、それぞれ 0.73
(0.50-1.08、pfor trend = 0.07)、0.90(0.61-1.33、pfor trend = 0.69)、

0.80 (0.54-1.19、pfor trend = 0.29)、0.95(0.65-1.37、pfor trend = 

0.78)であった。
【考察】本研究では、男性において、ナイアシン、ビタミン B6の摂取量が

多いほど大腸がん発症リスクが低い傾向がみられた。一方、ビタミン B12
や葉酸において関連は見られなかった。また女性では、ナイアシンの摂取
量が多いほど大腸がん発症リ スクが低い傾向が見られたが、ビタミン B6、
B12、葉酸では関連は見られなかった。本研究の結果は、これまでに報告さ
れている国内外の研究結果、特にビタミン B6と大腸がん発症との関連に
ついては、摂取量が多いほど大腸がん発症リスクが低い傾向である点で一
致した。
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P2-117 
痛風病因遺伝子 ABCG2の変異が血清尿酸値におよぽす影響

中山昌喜 1、松尾洋孝 1、高田雄三 叉 中島宏 3、佐藤弘樹 3、中村好宏 4、森厚
嘉 5、内藤 真理子 見 菱田朝陽 6、若井達志 史 清水聖子 1、及川雄二 7,8、丹羽
和紀叉櫻井裕 3、市田公美 ，、浜島信之 見 四ノ宮成祥 1

1防衛医科大学校分子生体制御学、2防衛医科大学校共同利用研究施設、 3 防衛医科
大学校衛生学公衆衛生学、 4 防衛医科大学校数学研究室、 5聖隷予防検診センター 、
6名古屋大学大学院医学系研究科予防医学、 7東邦大学理学部生物学科血液生物学 、
8 東邦大学医療センター大橋病院臨床検査部、 9 東京薬科大学病態生理学

キーワー ド： 尿酸トランスポーター、 ABCG2/BCRP、個人差医療

【背景・目的】我々はこれまでに、遺伝子ABCG2は尿酸排泄輸送体をコード

し、その機能低下型変異である Q141K(rs2231142)は、血清尿酸値を上昇

させることを報告した。また、機能消失型変異である Q126X(rs72552713) 

との組み合わせにより ABCG2の排泄機能が推定でき、機能の低下により

痛風発症のリスクを最大で 25.8倍上昇させることも報告した。我々は今

回、 2変異の組み合わせにより推定される ABCG2機能の低下と血清尿酸

値との関係を調べさらに ABCG2遺伝子が血清尿酸値に与える影響力と、

他の主要な高尿酸血症の発症要因とを比較した。

【方法】日本多施設共同コーホート研究静岡地区のベースラインデータを

用いた。35~69歳の健康診断受検者 5005名 （男性 3401名、女性 1604

名）を対象とした。この 2変異の組み合わせから ABCG2の排泄機能を推
定した。次に、血清尿酸値と ABCG2機能を年齢、 BMI、性別、アルコー

ル摂取頻度 （回／週）とともに重回帰分析で比較した。

【結果】推定された ABCG2の排泄機能では、対象者の約半数 (2667人、

53.3%)に何らかの機能低下を認めた。その内訳は、機能 3/4のタイプが

39.4%、機能 1/2のタイプが 12.4%人、機能 1/4以下のタイプが 1.5%で
あった。ABCG2機能を年齢、 BMI、性別、アルコール摂取頻度はすべて血

清尿酸値に対して有意な関連があり、偏回帰係数は BMIに対して 0.099、ま

たアルコール摂取頻度で 0.026あったのに対し、「ABCG2機能の 25%低

下」は 0.193であった。

【考察】 ABCG2の機能低下は、日本人の健診受検者の半数以上に認めら

れ、また血清尿酸値を有意に上昇させることが示されたとともに、高尿酸血

症の主要な要因としてこれまで知られてきた因子と同様、大きな影響力を

血清尿酸値に対して持っていることが示唆された。ABCG2の変異解析は、

痛風や高尿酸血症のリスクを推測するのに重要な役割を担うと考えられる。

P2-119 

透析患者増加率マップと慢性腎臓疾患 (CKD) との関連

柴田清 1、安田宜成 叉 鈴木貞夫 叉 井関邦敏 4、守山敏樹 4、山縣邦弘 4、鶴屋
和彦 4、吉田英昭 4、藤元昭一 4、旭浩一 4、渡辺毅 4

1愛知学泉大学家政学部管理栄養士専攻、 2名古屋大学医学部 CKD地域連携システ
ム寄付講座、 3名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野、 4厚生労働科研費
「今後の特定健康診査・保健指導における慢性腎臓病 (CKD)の位置付けに関する検討」
研究班

キーワード ：慢性腎臓疾患、生活習慣病診療、地域別

【目的】特定健診受診者における地域別の慢性腎臓疾患 (CKD)の有病率

と生活習慣病診療の実態を比較検討したので報告する。

【対象と方法】対象は 2008年度に全国 13都道府県で特定健診を受診し

た受診者 58万人のうち，血清クレアチニンおよび尿蛋白検査結果のある

386,517名 （男性 163,454名，女性 223,063名）。CKDの定義は蛋白尿

陽性もしくは推算糸球体濾過量 (eGFR: ml/min/1.73m2, 以下単位略）60 

未満とした。透析患者増加率マップ別の 4地域別（高率地域①，低率地域

②，中間地域③ （関東），中間地域④ （東海他））に CKD,メタボリックシ

ンドローム (Mets),高血圧 (HT),糖尿病 (OM),脂質代謝異常 (DL)の

有病率を求めた。HT,DM, DLにおける患者の未治療率と治療中の患者に

おける管理目標達成率を 4地域別ごとに算出し比較した。さらに， 4地域

における Mets,HT, DM ,DLおよび肥満 (obese)の CKDに対するオッス

比 (OR)を算出した。

【結果】透析患者増加率マップ別の①、②、③、④地域の CKDの有病率は，

男性 21.4%, 18.5 %, 20.9 %, 25.5 %, 女性 18.6%, 11.4 %, 16.4 

%, 15.7 %と，男女とも②が有意に低かった。HTの有病率は②が男性 53.7

%, 女性 45.9%と有意に高かったが、治療率ならびに管理目標達成率は男

女とも②が有意に高率であった。①は HT, OM, DLのすべてで未治療率

が高かった。また， CKDに対する ORは， 4地域とも HT,DM,obeseが有

意に高く，このうち HTが最も高かった。

【まとめ】本研究において，透析患者増加率マップの低率地域②が CKDの

有病率も有意に低く， CKD有病率と透析患者増加率が関連していることが

示唆された。HT、DM, obese有病率は全ての地域で CKDとの関連を認

めたが，治療率や管理目標達成率が地域差に影響する可能性が示唆された。

P2-118 

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」における個

人情報管理者の必要性

浜島信之 1

1名古屋大学大学院医学系研究科予防医学

キーワード：ゲノム倫理指針、個人情報管理者、匿名化

【背景】 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（以下 「指針」）

は平成 13年 3月 29日に作成され、現 「指針」は平成 20年 12月 1日に

改訂され、現在次の改訂作業が行われている。本 「指針」には、研究を行

う機関の長が設置した 「個人情報管理者」が規定されており、個人情報管

理者は 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究実施前に試料等又は遺伝情報を匿名

化しなければならない」と説明されている。また、「匿名化作業に当たって

作成した対応表等の管理」も責務として規定されている。個人情報管理者

は 「研究責任者又は研究担当者を兼ねることはできない」となっているこ

とから、研究グループに属さない（従って論文の共著者になれない）人で

なければならないと解釈されている。ただし、実際の作業を行う補助者を

置くことができ、その補助者についての規定はない。
【問題点】個人情報管理の役割は遺伝情報（具体的には研究参加者の塩基

配列情報）の匿名化と連結である。遺伝情報以外のデータ（これを持つ研

究者をAとする）と遺伝情報 （これを持つ研究者をBとする）を別々に管

理しているとしても、連結という行為により遺伝情報以外のデータに遺伝

情報が追加されることから、研究者Aは遺伝情報を結果として持つことに

なる。そうであれば、連結を個人情報管理者に依頼する意味はなく、研究

者Aが研究者Bより連結番号を用いて遺伝情報をもらい受ければすむこと

になる。また、研究者Aが補助者となることを禁じてはいないので、研究

者Aは研究者Bから遺伝情報をもらい受けることが規定上可能である。

【考察】匿名化では連結不可能匿名化よりも連結可能匿名化が多く行われ

ている。個人情報管理者を置くことによリ、匿名化が十分行われているよ

うな印象を社会にあたえることができるが、実際は研究者Aに匿名化する

ことはできない。匿名化の対象となりえる者は、塩基配列決定の作業を行

う研究者B、連結番号の情報の関与しない同グループ内の研究者 （集計解

析を専ら担当する者など）、 研究グループ以外の者である。また、遺伝情報

以外にもより個人情報として重要な情報もあることから、遺伝情報のみを

対象とすることも妥当ではない。
【提案】個人情報管理者の設置を規定するよりも、研究で収集された情報

か、研究グループ外に漏出しないようなしくみを担保する一般的な規定と

することが望まれる。
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障害者歯科受診患者の骨密度と抜歯原因

森貴幸 1

1岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター

キーワード：障害者、骨密度、抜歯原因

【背景】
障害者の骨密度は身体的要因および環境要因により ，健常者とは異なる結

果が予測される
【目的】

障害者の QOLを維持するためには，歯の喪失を防止することが重要であ

るそのために障害者における歯の喪失に影響する要因を明らかにし，歯

の喪失防止を図ることを目的として，障害者における全身の骨量と歯の喪

失との関連に関する研究を行った
【方法】

1骨量の実態当科を受診した 20歳以上 50歳未満の歯科治療受診患者と

した（障害者群）．対照として大学職員家族などを健常者群とした

超音波骨量測定装置 Benusa • (日本光電社）を使用し，踵骨の骨梁面積

率を測定し，骨量の指標とした
2. 歯の喪失要因と骨量との関連
1. における障害者より女性を抽出し，対象者とした
対象者を骨粗縣症検診・保健指導マニュアルによるスクリーニングの基準

に基づき正常骨量群と低骨量群に分類した正常骨量群と低骨量群の歯

の喪失原因について比較したまた対象者が初診時に有していた各歯が，

歯周病原因で喪失したか他の原因で喪失かを目的変数，年齢， BMI, 骨量，

初診時における欠損歯数，経過月数および抗てんかん薬常用の各要因を説

明変数としてロジスティック回帰分析を行った

なお本研究は岡山大学医歯薬学倫理委員会の承認 (No.579)を得て行われ

tc結果】

1男女ともに健常者群と障害者群の年齢構成に有意差はなかった骨梁面

積率は，男性，女性、男女総合いずれも障害者群の方が，健常者群よりも
有意に低い値を示した
2. 常骨量群 16人、低骨量群は 11人であった．低骨量群において歯周病

原因での歯の喪失割合が正常骨量群よりも有意に多かったまた，初診時

合計歯数 704歯のうち，骨量測定までに 20歯 (2.8%)が歯周病により抜

歯されていた多項ロジスティック回帰分析の結果有意なオッズ比を示

した項目は初診時における欠損歯数および骨量であり，初診時における欠

損歯数が多いこと（オッズ比 1.73)と低骨量（オッズ比 51.4)の影響が強
い結果となった
【考察】

本研究では，障害者歯科受診管患者における歯の喪失に全身の骨量が強く

影響していることが示された したがって，障害者歯科受診患者の初診時

スクリーニングとして骨量の測定は有用であると思われた
【謝辞】

本研究は JSPS科研費 24593152の助成を受けたものです
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P2-121 
地域在住者の血漿中メタボロームプロファイルの検討一鶴岡
メタポロームコホートー

原田成 口 、武林亨 1,2、栗原綾子 1,2、岡村智教 1、杉山大典 1、秋山美紀 2,3、
田中太一郎 4、西脇祐司 4、平山明由 2、杉本昌弘 2、池田和貴 叉 鈴木麻子叉
畑山陽子 2、新潟可南子 叉 曽我朋義 2,3、冨田勝 2,3

1慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室、 2 慶應義塾大学 先端生命科学研究
所、3 慶應義塾大学環境情報学部、 4 東邦大学医学部 社会医学講座衛生学、 5 京都
大学大学院 医学研究科

キーワード ：メタボローム解析、コホート、分枝鎖アミノ酸

【背景と目的】メタボローム解析は、生体内の低分子化合物や代謝産物の網
羅的分析手法であり、血液・尿中のメタボローム測定は、疾患機序の理解
や、発症や予防の指標となる代謝産物を明らかにすると期待される。我々
は本年 4月より、山形県鶴岡市在住の 35-74歳を対象としたコホート研究
を開始し、血液・尿中メタボローム測定を全数に行っている。本報告では
ベースライン調査のうち、キャピラリ ー電気泳動質量分析法によるメタボ
ローム解析の完了した 639名によって、地域在住者の血漿中メタボローム
プロファイルの検討を行った。
【方法】対象は、初年度ベースライン調査に参加しメタボローム解析が完了
した鶴岡市国保人間ドック健診受診者の男性 305名 （平均年齢 63.4歳）、
女性 334名 （同 63.7歳）である。メタボロームは、検出感度が十分であっ
た血漿中の 115物質を測定した。性、年齢のほか、健診時に測定した BMI、
自記式質問票によって収集した一日の平均的身体活動量がメタボロームプ
ロファイルに与える影響を検討した。
【結果と考察】対象者の BMI(平均土 SD)は男性 23.7士2.97、女性 23.3
士3.35、身体活動量 (METs換算）は男性 35.3士 10.5、女性 34.5士9.6
であった。全 115の代謝物質濃度を用いて主成分分析を実施した結果、第
ー主成分（寄与率 11%)得点は有意な性差を認めた (p<0.001)。第一主成
分負荷量は大きい順にロイシン、イソロイシン、バリンで、分枝鎖アミノ酸
の寄与が大きいことが示唆された。0-PLS判別分析で 115の代謝物質値
によリ性別を判別するモデルを構築したところ R2=0.71,Q2=0.65と良好
なモデルが得られ、分枝鎖アミノ酸の負荷量は相対的に大きかった。性別
に層化し、 115の代謝物質値を説明変数、年齢・ BMI・身体活動量を目的
変数とした 0-PLS回帰分析では、最も良好なモデルが構築できた BMI{男
性）で R2=0.40,Q2=0.22とさほど良好なモデルは得られなかったが、 BMI
でも分枝鎖アミノ酸の負荷量は大きかった。また、分枝鎖アミノ酸を個別
に解析した結果、いずれも男性で有意に高く (p<0.01)、男女それぞれで、
BMI (三分位で分類）の増加とともに分枝鎖アミノ酸濃度が上昇する傾向が
認められた (pfor trend<0.01)。今後サンプル数を増加させ、また統計解析
に使用する代謝物を安定性や測定精度、代謝経路を考慮して選定するとと
もに、統計解析手法を確立させていく必要がある。
【結論】地域在住者の血漿中メタボロームプロファイルは、性別・年齢や

BMI・身体活動量を反映している可能性が示唆された。
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Web調査を用いたオーラルヘルスリテラシーに関わる要因の
検討

野口有紀 人 相田潤 叉 小坂健 2

1埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科 口腔保健科学専攻、 2東北大学大学
院歯学研究科 国際歯科保健学分野

キーワード：オーラルヘルスリテラシー、 Web調査、インターネット利用頻度

【背景および目的】健康増進を図るうえで、健康情報を適切に利用する能力
であるヘルスリテラシーが注目されている。ヘルスリテラシーとは、読み
書きなど機能的能力、健康情報を収集や伝達に関わる伝達的能力、情報を
批判的に分析し吟味する批判的能力の 3つの総合的能力である。ヘルスリ
テラシーが高いほど、健康的な行動習慣があり医療受診の機会が多く、健
康の改善に寄与することが報告されている。しかし、口腔関連のヘルスリ
テラシーに関わる要因について検討した研究はほとんどない。また、イン
ターネットがヘルスリテラシーに影響すると思われるが検討されたことは
なかった。そこで、オーラルヘルスリテラシー (OHL) とインターネット
利用を含めた諸要因との関連を検討することを本研究の目的とした。
【方法】 47都道府県の 20,-...,70歳未満者 10,000名 （男性 5,000名、女性

5,000名）を調査対象者とした。2012年 3月に Web調査専門会社ヘアン
ケート調査を依頼し、横断研究を実施した。調査項目は、 OHL尺度、口腔
健康状態、歯科保健行動、インターネット利用頻度などとした。OHL尺度
は2008年に Ishikawaらが開発した信頼性と妥当性が検証されているヘル
スリテラシー尺度を口腔版に改変し使用した。対象者の属性として、性別、
年齢、学歴の情報を用いた。OHLについては OHL尺度平均点の中央値を
境に高値と低値の 2群に分け、 OHLスコアとして扱った。OHLスコアと
その他の調査項目のクロス集計、 X2検定を行った後、 OHLスコアを従属
変数、その他の調査項目を独立変数とし多変量ロジスティ ック回帰解析を
実施した。
【結果】性別、年齢、学歴、口腔健康状態、歯科保健行動、インターネット

利用頻度の各変数では、 OHLスコアの有意な差がみられた (x2検定）。
多変量ロジスティ ック回帰分析の結果、男性に比べ女性、 33歳未満に比べ
56歳以上、高校卒業に比べ短大卒業以上、歯磨き 1日1回未満に比べ 2回
以上、補助用具使用無しに比べ有リ、定期健診無しに比べ有りの者で OHL
スコアが有意に高い関連がみられた。特に、インターネットの利用頻度に
ついては強い関連がみられ、あまり利用しない者に比べてよく利用する者
ほど高いオッズ比を示した (OR=1.89,95%Cl=1.57,2.29)。
【考察および結論】今回関連が認められた項目の多くは、ヘルスリテラシー
の先行研究と同様であった。今回の研究により新たに、インターネットの
利用が、 OHL向上に関わる要因となる可能性が示唆された。

P2-122 
Distortion in representativeness in an epidemiological 
study in welfare research 

TAKAHASHI HIDET01、WADAICHIROスMAENB01 

1筑波大学医学医療系、 2 茨城県土浦児童相談所

キーワード ：WELFARE、 Represantativeness、Destortion

【Background】Studyof which the subject is human being needs both scientifi 
and ethical rationality. Scientificall , epidemiological methodology currently 
plays a main role for exploring or confi ming factors in causal assessments in 
the studies, and it is now widely applied not only for medical sciences but also 
for various field including pharmaceutical, nursing, athletic, educational sci-
ences and etc. On the other hand, in Japan, the effectiveness of the policy in 
welfare is frequently discussed in local governments, in national governments, 
in mass media, and so on, through the shortness of the welfare budget be-
cause of increasing of its expenditure. Conventionally, welfare study is close 
to macroeconomics which based on national data, i.e. the national basic life 
survey collected under the law, and concurrently the necessity of experimen-
tal study is also recognized. If we focus on the people who are covered by 
the public livelihood assistance (PCPLA), the tendency is more prominent 
The policy is frequently discussed in the integral reform of tax system, but the 
actual life of PCPLA is seldom reported. Epidemiological methodology is ef-
fective to reveal it, but it can cause a difficult because the result may influenc 
on their entitlements, which is a specialty of welfare study. I here report the 
difficult through an epidemiological study for revealing the actual situation of 
consumption of the entitlements of PCPLA 

【Method】Aftermaking an agreement with A municipality (Provision of back-
ground data by the municipality, Confidential it of the identificatio information 
of subject, etc) for cooperating survey, A survey for clarifying actual life of 
PCPLA starts, of which title is "Actual consumption of the people who are 
covered by the public livelihood assistance" . Subjects are the PCPLA who 
live there and communicable (having no dementia) and are willing to cooper-
ate with the survey. We asked them to enter their receipts to the box we gave 
and record the amount for no receipts (gas, electricity) in a notebook (2011, 
March~May). Before analyzing data, we compared the background of the 
subjects for the representativeness of the sample. 

【Result】Socialrestraint experience is different between the people who coop-
erative and those who do not. It shows that the sample causes large distortion 
in representativeness. It directly implies that taking informed consent in popu-
lation distorts the generalizability in the sample. 

【Conclusion】Forthe welfare studies that the result may change the benefi of 
the sample subjects, informed consent is reasonable in ethics, but it concur-
rently causes distortion in generalizability in science. Considering that welfare 
is supported by residents'tax, the balance between ethics and science is to 
be more discussed. 
The detailed information was intensively closed in the current abstract in ac-
cordance with the agreement of the confidentialit of study area and subjects 
to avoid being identified 
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呼吸機能と骨密度および運動量の相関についての記述疫学

荒井健介 入 鈴木貞夫＼小嶋雅代 1、西山毅入辻村尚子 1、岡京子 1、藤田ひ
とみ ＼ 神谷 真有美 1、近藤文 1、鈴木美奈 1、今枝奈保美 ＼ 石川奈美 1、柴田
清 l、後藤 千穂 1、安藤 亮介 1、細野晃弘 ＼深津満 2、山田珠樹 2、徳留信寛 3

1名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野、 2 岡崎市医師会公衆衛生セン
ター、 3 国立健康・栄養研究所

キーワー ド：骨密度

【目的】
高齢者における骨密度の低値は骨折に結び付く病態として骨粗鯰症と呼ば
れ、近年特に高齢女性に対しては積極的な治療の対象となっている。骨密
度と身体活動レベル又は運動量には一定の相関が認められるという報告も
あるが、骨密度の測定とは異なり、身体活動レベルや運動量を評価する際
には本人の自己申告の情報のみを使用することが多く、その正確性が問題
となる。また、肺活量や一秒率などの呼吸機能も身体活動レベルや運動量
との関連が報告されているが、同様の問題が考えられる。今回は岡崎研究
により得られたデータに基づき、骨密度、呼吸機能、身体活動レベル及び
運動量の間で相関の有無などを調べ、その結果より疫学的な記述が可能か
の検討を行う。
【対象】

2007年 4月から 2009年 3月までの 3年間に、岡崎市医師会公衆衛生セ
ンターにて人間ドックを受診した 35歳から 79歳の岡崎市民のうち、研究
参加に同意が得られ調査票と検査結果より情報を収集できた女性 1629名
を対象とした。
【方法】

質問票により、日常生活での身体活動レベル、休日や余暇での運動量、過
去及び現在における自覚している運動量の程度等の情報を取得し、骨密度
は踵骨の超音波骨密度測定法 (QUS法）により、呼吸機能はスパイロメー
ターによって測定した。
【結果】

対象の平均年齢は 58.8(標準偏差 ：10.0)歳であり、年齢による骨密度の
変化は 50歳から 65歳にかけて直線的に低下していくことが示された。
また、骨密度の Z-Score(同年齢の平均値との比較％）と、肺活量及び一
秒率の間には各々相関係数 0.0097 及び—0.0306 とほとんど相関を認めな
かった。
【まとめ】

女性の骨密度は閉経後より顕著に低下していくことが知られており、今回も
それに矛盾する結果ではなかった。また、ともに運動量と何らかの相関が
あると考えられる骨密度と呼吸機能の間には、全く相関が認められなかっ
た。今後は質問票に基づく運動量との関連などを解析・検討していく予定
である。
【謝辞】

岡崎研究ベースラインデータを使用するにあたり、岡崎市医師会公衆衛生
センターの山田珠樹先生をはじめ、センターの皆様に深く御礼を申し上げ
ます。
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P2-125 

飲酒習慣及び喫煙習慣と骨密度の関連について

近藤文＼鈴木貞夫＼小嶋雅代 1、西山毅 1、荒井健介 1、辻村尚子尺岡京子
1、藤田ひとみ 1、神谷真有美尺鈴木美奈 1、今枝奈保美 1、石川奈美 ＼柴田
清 1、後藤千穂尺安藤亮介 1、細野晃弘 1、深津満叉山田珠樹叉徳留信寛 3

1名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野、 2 岡崎市医師会公衆衛生セン
ター、3 国立健康・栄養研究所

キーワード：骨密度、飲酒、たばこ

【背景と目的】
高齢社会を迎え、介護が必要な高齢者も多い。寝たきりになる原因として
骨折は上位にあり、骨折対策としての骨密度の関連要因の探索は重要であ
る。今回、骨密度低下の原因として考えられる飲酒習慣及び喫煙習慣と骨
密度との関連について報告する。
【方法】

岡崎市医師会公衆衛生センターにて 2007年~2009年に人間ドックを受診
した 35歳~79歳の岡崎市民のうち、研究参加に同意が得られ、調査票よ
り飲酒習慣、喫煙習慣があることを把握でき、骨密度を測定した女性 2,121
名を解析対象とした。骨密度は、原発性骨粗駐症ガイドラインを参考に 70
％未満の者を骨密度「減少者」、 70%以上 80%未満の者を骨粗髭症「予
備軍」、 80%以上の者を「正常」とし 3段階に分けた。飲酒は 「①飲む②
やめた③飲まない」から、たばこは「①吸う②やめた③吸わない」から回
答を得、踵骨の超音波検査法にて計測した骨密度との関連を Fisherの正確
確率検定を用いて検定した。
【結果とまとめ】

減少者 11名、予備軍 348名、正常 1,762名で、骨密度が低いとされる受
診者は合計で全体の 16.9%であった。骨密度の群ごとの飲酒習慣の内訳
は、減少者は① 5人 (45.5%)② 0人 (0%)③ 6人 (54.5%)予備軍は
① 76人 (21.8%)② 3人 (0.9%)③ 269人 (77.3%)正常は① 579人
(32.9%)② 35人 (2.0%)③ 1148人 (65.2%)であった。また喫煙習慣
の内訳は、減少者は① 1人 (9.1%)② 1人 (9.1%)③ 9人 (81.8%)予
備軍は① 16人 (4.6%)② 14 (4.0%)③ 318人 (91.4%)正常は① 120 
人 (6.8%)② 123人 (7.0%)③ 1519人 (96.2%)であり、いずれも減少
者で①の割合が高かったが、有意なものが見られなかった。今回、骨密度
状態が正常であると判断できる受診者が大半を占めたのは、今回の研究は
人間ドック受診者が対象であるので、健康意識が高い者が参加したことに
起因した可能性がある。今回の結果では、飲酒習慣、喫煙習慣との骨密度
の有意な関連は見られなかったが、過度な飲酒や喫煙習慣は骨密度に限ら
ず、避けるべきである。よって、当面は、一般的に言われている飲酒、喫
煙によるさまざまなリスクを伝えつつ、減少者に限らず、予備軍の受診者
の骨密度状態も注視していく必要があると考えられる。

P2-127 
骨密度と女性症状

岡京子 ＼ 鈴木貞夫 1、小嶋雅代 1、西山毅 1、荒井健介 1、辻村尚子 1、藤田ひ
とみ 1、神谷真有美 ＼ 近藤文 1、鈴木美奈 1、今枝奈保美 尺 石川奈美 1、柴田
清 l、後藤千穂尺安藤亮介 1、細野晃弘 1、深津満叉山田珠樹久徳留信寛 3

1名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野、 2 岡崎市医師会公衆衛生セン
ター、 3 国立健康 ・栄養研究所

キーワード ：骨密度、女性症状

【背景と目的】女性の骨量は思春期から 20歳までに最大値に達し、その
後 20から 30年間維持されるものの閉経とともに急激な骨量の喪失をき
たす。その要素はエストロゲンの欠乏が主体になっているといわれている。
閉経前に骨量の減少が起こる状態として妊娠、授乳があげられるが、閉経
後にどの程度影響があるのかを検討してみた。
【方法】岡崎研究参加者の中で骨密度の測定を施行した 35歳から 79歳

までの女性 2105人を対象にし、現在と過去の月経状況、出産歴、授乳歴、
郎Ml、ホルモン剤の使用などが骨密度にどのような影響を認めるか比較検
討した。骨密度の計測方法は踵骨の定量的超音波法 (QUS法： quantitative 

ultrasound法）を使用しており、年齢に関係なく比較できる YAM値 （％）
と同年齢に対する骨密度の割合をそれぞれ各群に分類し比較してみた。骨
粗髭症ガイドラインより YAM値が 70%未満を骨粗駐症、 YAM値が 70
％以上 80%未満を骨量減少とする。
【結果】閉経年齢と骨密度の関連は認めなかったものの、閉経からの期間と
骨密度には負の相関関係を認めた。また BMIを比較したところ、 BMl18.5
以下の痩せすぎでは同年齢に対する骨密度が 90%未満の割合が 26%、
BMl25以上の割合 4 %に比べ有意に多いことがわかった。月経開始の年齢
が 15歳以上の遅発月経では骨量減少の割合が約 1.5倍高くなった。しかし
出産経験、授乳経験により閉経後の骨密度に影響を与えることはなかった。
【考察】診断基準からの骨粗鯰症の人数は 10人 (0.4%)、骨量減少の人

数は 348人 (16.5%)、また 70歳以上の骨粗髭症の割合は 1.4%と実際
の割合に比べて少ないこともあり比較的健康な集団であったと考えられる。
女性の骨量変化では妊娠期、授乳期において一時的な骨量減少が認められ
るとされているが、断乳後徐々に回復し半年から 1年程で妊娠前の水準に
戻るといわれている。実際今回の結果においても授乳の経験、授乳期間の
比較上、将来の骨密度への影響は低いと考えられた。
【結論】閉経前の女性症状と骨密度の関係は明らかなものは認められなかっ
た。しかし、 BMIと骨密度、閉経からの年数と骨密度には負の関係性を認
めた。妊娠中、授乳中の骨密度の減少についてはこれから検討が必要と思
われる。

P2-126 

人間ドックにおける細胞接着分子の分布と関連因子

細野晃弘 1、小嶋 雅代 1、西山毅 1、荒井健介 1、辻村尚子 1、岡京子 1、藤田ひ
とみ 1、神谷真有美 1、近藤文 八鈴木美奈 1、今枝奈保美 ＼ 石川奈美 尺 柴田
清 l、後藤千穂 1、安藤亮介＼深津満叉山田珠樹 久 徳留信寛叉鈴木貞夫 1

1名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野、 2 岡崎市医師会公衆衛生セン
ター、 3国立健康・栄養研究所

キーワード ：細胞接着分子、動脈硬化、人間ドック

【背景と目的】内皮細胞表面上の接着分子は，白血球と血管内皮細胞の接
着を介して動脈硬化の形成に関与している。接着分子の発現が粥状動脈
硬化病巣に見られ，接着分子が動脈硬化の発症や進展の上で重要な役割
を担っていることが考えられる。現在一般集団を対象に接着分子の測定
はなされていない今回，人間ドック受診者を対象に細胞接着分子のう
ち，intercellularadhesion molecule-1 (ICAM-1), vascular-cell adhesion 
molecule-1 (VCAM-1)を測定し，関連要因を検討したので報告する
【方法】 2008年 2月一6月に岡崎市医師会公衆衛生センターの人間ドック
を受診した 35歳ー79歳の岡崎市民で，研究参加に同意したもののうち，
測定値などの欠損のない 479人 （男性 282人、女性 197人）を研究対象と
した接着分子との関連をみたのは，動脈硬化との関連が言われている項
目：性，年齢 BMI,血圧，血清脂質と喫煙習慣飲酒習慣である飲酒習
慣喫煙習慣は自記式の調査票により，喫煙は，「現喫煙者」「禁煙者」「非
喫煙者」の 3群に分けたが，飲酒は禁酒者が少なかったため 「飲酒経験者」
「非飲酒者」の 2群とした連続量との関連は，性で補正した Pearsonの偏
相関係数で評価し，群による差は，線型回帰により性を補正して解析した
【結果】 ICAM-1の平均値は、男性 428.7土 106.5(ng/ml, 以下略），女性
390.4士85.6, VCAM-1は男性 697.7土 207.8(ng/ml, 以下略），女性
644.4土 153.4で，ともに有意な男女差があった互いの相関は 0.33で
有意であった関連が認められた要因は，男女でほぼ一致した男女いず
れでも認められたのは， ICAM-1 が HDL—コレステロール (r=-0.24), 中性
脂肪 (0.15),VCAM-1が、年齢 (0.27),総コレステロール (-0.25),BMI 
(-0.13)であった血圧との関連は，どちらも見られなかった喫煙習慣に
ついては， ICAM-1が現喫煙者で高く， VCAM-1では関連はなかった飲
酒習慣ではいずれも有意な関連は認められなかった
【まとめ】接着分子である ICAM-1とVCAM-1は，性により関連する項目
はよく一致したが，互いに関連する要因については，かなり様相を異にす
る．

P2-128 

人間ドックにおける萎縮性胃炎の分布と関連因子

鈴木貞夫 1、小嶋雅代 1、西山毅 1、荒井健介 1、辻村尚子 1、岡京子 1、藤田ひ

とみ 1、神谷真有美 1、近藤 文 入鈴木美奈八 今枝奈保美 尺 石川奈美 1、柴田
清 l、後藤千穂 1、安藤亮介 1、細野晃弘＼深津満叉山田珠樹久徳留信寛 3

1名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野、 2 岡崎市医師会公衆衛生セン
ター、 3 国立健康・栄養研究所

キーワード ：萎縮性胃炎、ペプシノーゲン、スクリーニング

［背景と目的】胃がんのリスク要因として，ピロリ菌萎縮性胃炎が重要
視されているコホート集団のベースラインデータにより，人間ドックに
おける萎縮性胃炎の分布とその関連因子について検討したので報告する
【方法】 2008年 4月から 2010年 3月までに岡崎市医師会公衆衛生セン

ターの人間ドックを受診した 35歳から 79歳までの岡崎市民で，研究参加
に同意したもの 5,840人 （男性 3,192人、女性 2,648人）のうち、測定
値などの欠損のない 5,785人（男性 3,161人、女性 2,624人）を研究対
象とした胃粘膜の萎縮は，ペプシノーゲンによるスクリーニングで評価
し，ペプシノーゲン 1 値 (pg1 ) ~70, またはペプシノーゲン 1値／ペプ
シノーゲン II 値比 (pr1/2) ~3 を陰性、それ以外を陽性とした特に陽
性の中で pg1< 30かつ pr1/2< 2のものを強陽性とした飲酒習慣喫
煙習慣は自記式の調査票によった
【結果】平均年齢は男性 59.6土 10.7歳，女性 56.8土 10.3歳であった．

胃粘膜萎縮スクリーニング陽性者は 1,102人 (19.1%)に見られ，強陽性は
391人 (6.8%)であった性・年齢別では，陽性者割合は 50歳未満 50
歳代， 60歳代 70歳代の順に，男性で 12.7%, 15.4%、21.9%,24.9%, 
女性で 12.3%,16.6%, 24.0%, 24.5%で目立った男女差はなく，年齢とと
もに増加したが， 60歳以上では大きい増加は観察されなかった性・年齢
別強陽性者は，男性で 3.8%, 4.8%, 8.6%, 10.5%, 女性で 3.3%,5.9%, 
7.1%, 12.2%と性差はなく、年齢とともに増加した飲酒習慣喫煙習慣
とも有意な関連を示さなかった胃粘膜萎縮スクリーニング陽性のオッズ
比は，性を共変量に入れたロジスティックモデルで， 50歳未満を基準とし
たときに， 50歳代で 1.28(95%信頼区間 ：1.03-1.59), 60歳代で 2.01
(1.67-2.43), 70歳代で 2.37(1.89-2.97)であった
【結論】男女ともに萎縮性胃炎スクリーニング陽性者，強陽性者とも年齢

とともに増加した年齢以外に目立った関連因子は認められなかった
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P2-129 

黄砂時の自覚症状と金属アレルギーとの関連性

大谷員二 1,2、大西一成 3、穆浩生 4、横山弥枝 4、細田武伸 4、岡本幹三 4、黒
沢洋一 4

1鳥取大学医学部病態制御外科、 2鳥取大学乾燥地研究センター、3鳥取大学医学部
ェコチルユニットセンター、 4 鳥取大学医学部健康政策医学

キーワード：黄砂、自覚症状、アレルギー

【背景】
黄砂現象はその発生頻度が増加し，単なる季節現象から環境問題のひとつ
としてとらえられるようになってきたが，健康への影響の調査・研究は充
分とは言えない
【目的】

近年，黄砂粒子および付随する大気汚染物質の人体への影響が懸念されて
おり，これらがアレルギー性疾患に関与している可能性が指摘されている
われわれはパッチテストなどを用いて黄砂時の皮膚症状とアレルギーとの
関連性を報告してきた今回他の症状との関連性についても検討したの
で報告する
【方法】

2010年 2月から 4月に健常人 62人を対象に日記式の「黄砂と自覚症状
調査」を行 っ た 鼻 咽 頭 眼 呼吸器皮膚の各症状を visualanalogue 
scaleによって点数化し症状スコア （最高 5点）とした同年最大の黄砂
が発生した 3月 21日に皮膚症状があった 18人の中から，同意が得られ
た 9人を抽出し有症状群としたまた皮膚症状がなかった 44人のうち同
意が得られた 11人を無症状群とした同日の黄砂粒子用いた黄砂試料と，
大気中に高濃度で検出された重金属の内容から，同金属の試薬（鳥居薬品）
用いて，両群に対してパッチテストを実施したパッチテストの結果が 1
種類でも陽性に出た群を陽性群 (10例）としていずれの試薬にも反応し
なかった陰性群 (9例）との間で症状スコアを比較した統計処理には t検
定を用い，有意水準を 5%とした
【結果】

鼻の症状スコアの平均値（士標準偏差）はパッチテスト陽性群 1.0士 1.3
陰性群 0.3土 0.4であった (P=0.129). 咽頭では陽性群 0.7士 0.7, 陰性

群 0.0士 0.0であり陽性群で有意に高値であった (P=0.019). 眼では陽性
群 0.5士 0.9、陰性群 0.3士 0.4であった (P=0.423). 呼吸器では陽性群
0.1土 0.3, 陰性群 0.0土 0.1であった (P=0.611).

【考察】
いずれの症状スコアもパッチテスト陽性群で高値であり，とくに咽頭では
有意差が認められたわれわれはこれまでに皮膚症状と金属アレルギーと
の間に関連性がある可能性を報告したが，今回の検討の結果，皮膚以外の
症状も関連していることが示唆された
y結論】
ノレルギ一体質を有する場合黄砂による影響を受けやすい可能性がある
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摂食・廃下障害者における症状と健康関連 QOLに関する検討

内藤真理子 1、鈴鴨よしみ 2、藤井航 叉 瀬田拓 2、村田和弘 4、内藤徹 又 菊谷
武 6

1名古屋大学大学院医学系研究科予防医学、 2 東北大学大学院医学系研究科肢体不自
由学分野、 3 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム歯科、 4 飯塚市立病院リハビリテー
ション科、 5福岡歯科大学高齢者歯科、 6 日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口
腔機能学

キーワード：摂食・嗅下障害、 QOL、症状

［背景】健康日本 21の目標である「健康寿命の延伸及び生活の質の向上
の実現」に向けて、摂食・喋下障害に対するリハビリテーションやケアの
重要性が注目度を増している。摂食・喋下機能低下が生活の質 (QOL)に
及ぼす影響に関心が高まる一方、両者に関する研究報告はいまだ少ない。
【目的】摂食・喋下障害者を対象に、関連症状と健康関連 QOLについて

横断的な検討を行った。
【方法】 2012年 1月から 2012年 7月にかけて質問紙調査を実施した。

藤田保健衛生大学等の関連施設に通院あるいは入院・入所している摂食・
喋下障害者 53名（男性 34名、女性 19名）を対象とした。対象者の平均
年齢士標準偏差は 70士 16歳（範囲 24-98歳）であった。過去 1週間
における摂食・喋下障害の関連症状 (16項目）の有無と頻度について回答
を収集した。健康関連 QOLは SF-36v2によって評価した。重回帰分析に
より、年齢や性別、食事内容を交絡要因として調整し、両者の関連を分析
した。
【結果】原疾患として脳卒中が全体の 80% (42名）を占めた。食事内容

は、経口摂取のみで調整不要 2名、経口摂取のみで要調整が 45名、経口
摂取と経管栄養併用 3名、経管栄養のみが 3名であった。SF-36下位尺
度の平均値士標準偏差は、 「身体機能 (PF)」29土 31、「日常役割機能：身
体 (RP)」33士 38、「体の痛み (BP)」64士 29、「全体的健康観 (GH)」
53士22、「活力 (VT)」47士25、「社会生活機能 (SF)」60土 32、「日常
生活機能：精神 (RE)」43土 39、「心の健康 (MH)」56土 25であった。

各々の下位尺度に対して有意な関連が認められた症状は、 RPで「食べ物
が口からこぼれることがある」「食べるのに時間がかかる」、 BPおよび GH
で「つばが飲みこみにくい」、 SFで「よだれがたれる」、 REで「むせるこ
とが多い」、「食べ物が口からこぼれることがある」「食べるのに時間がかか
る」であった。
【結論】摂食・喋下障害の関連症状、とくに食事時間の延長や唾液の喋下

困難は、健康関連 QOLを低下させる可能性が示唆された。
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高齢者における食品摂取、 BMIと所得、近隣商店との関連・
JAGESプロジェクト

中村美詠子 1、尾島俊之 1、大塚理加 2、中出美代 矢 山本籠生 4、鈴木 佳代 叉
近藤克則 5,6

1浜松医科大学 健康社会医学、 2国立長寿医療研究センター 在宅連携医療部、 3東
海学園大学健康栄養学部、 4 神奈川歯科大学社会歯科学、 5 日本福祉大学健康
社会研究センター、6 日本福祉大学大学院 医療•福祉マネジメント研究科

キーワード ：やせ、 野菜果物、フードデザート

【背景】 JAGES(Japan Gerontological Evaluation Study : 日本老年学的

評価研究）プロジェクト先行研究では、等価所得と BMI、食事摂取状況、近
隣地域環境要因と BMIとの関連が観察されている。

【目的】高齢者における食品摂取、 BMIと所得、近隣商店との関連につい
て検討し、フードデザート対策に関する知見を得ること。

【方法】 2010~2011年に全国 27市町村において 65歳以上の要介護認
定を受けていない高齢者を中心に自記式郵送調査を行い 78,769人 （回収
率 67.0%)から回答を得た。性別または年齢が不明な 5,336名，要介護
認定者 858名、居住自治体不明者 8名を除外した 73,478名を分析対象と
し、各項目の無回答者等は各分析から除外した。BMIについては、 (1)肥満
群 (BMl25.0以上）及び (2)やせ群 (BMl18.5未満）、食品摂取について

は (3)肉・魚、 (4)野菜・果物の低摂取頻度 (1回／日未満）を目的変数と
した4つのロジスティック回帰モデルにより、等価所得5分位 (Q1~Q5、
reference:05)及び近隣（家から 1km以内）にある、新鮮な野菜や果物が
手に入る商店、施設（以下近隣商店）の有無 (reference:なし）を説明変数
とし、年齢を調整し、性別に検討した。

【結果】 (1)肥満のオッズ比 (OR)は男女の低所得者層 （男性 01、女性 01、
02)で高く、男性の 04で低かった。近隣商店ありの ORは男性で高かっ
た (OR:1.07、95%信頼区間 (Cl):1.005-1.15)。(2)やせの ORは男女の

低所得者層（男性 01、02、女性 01)で高く、近隣商店ありの ORは女性
で低かった (OR:0.90、95%Cl:0.82-0.99)。食品摂取については (3)肉・

魚、 (4)野菜・果物の低摂取頻度のオッズ比は、男女共に Q1~Q4で高く、

近隣商店ありで低かった（肉・魚：男性 OR:0.91、95%Cl:0.86-0.96、女性
OR:0.91、95%Cl:0.86-0.96、野菜・果物 ：男性OR:0.86、95%Cl:0.81-0.92、
女性 OR:0.82、95%Cl:0.77-0.88)。男女ともに果物・野菜の低摂取頻度は、
正常群に比べ、やせ・肥満群で高かった。等価所得と近隣商店ありの交互作
用はほとんど観察されず、また結果に大きな影響を及ぼすものではなかっ
た。

【考察】新鮮な野菜や果物が手に入る近隣商店、施設の存在は、男性の肥
満のリスク要因、及び女性のやせのリスク低下要因となり、高齢者の食品
の低摂取頻度を改善する可能性が推定された。

【結論】高齢者におけるフードデザート対策として移動販売など新鮮な野
菜・果物の入手を容易にする施策の推進が必要であろう。
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地域在宅高齢者における身体機能の 10年間の経年変化

谷口優］、吉田裕人 2、藤原佳典 1、天野秀紀 1、西真理子 1、村山洋史 1、新開
省二 1

1東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム、2 東北文化
学園大学

キーワード：身体機能、経年変化、高齢者

【目的】
我が国の地域在宅高齢者の身体機能については、鈴木らが同じ地域におい
て、それぞれ代表性のある 1992年と 2002年の高齢者集団を比較し、後
者で機能が向上していることを報告している（厚生の指標 2006)。しかし、
それ以降地域在住高齢者の身体機能の時代変化は報告されていない。本研
究は、群馬県草津町でこれまで 10年間実施してきた健診データをもとに、
我が国の地域在宅高齢者の身体機能の経年変化を推察することを目的とし
た。

【方法】
対象者は、 2002年から 2012年までの各年度に実施した草津町高齢者健診
を受診した 70歳以上住民であった。本健診の受診率は最低 27.0%(2010 
年）、最高 49.9%(2002年）であり、各年度の受診者の年齢の中央値は最
低 75歳、最高 76歳であった。身体機能は、通常及び最大歩行速度、握力、
開眼片足立ち時間を測定し、身体機能及び基本属性の測定を完了した対象
者は、最少 375名 (2007年）、最多 510名 (2002年）であった。
【結果】

この 10年間で、男性は通常歩行速度 （平均士 SD、以下同）が 1.23士
0.26ml秒から 1.33土 0.25ml秒へ （傾向性の検定 p=0.26)、最大歩行速度
が 1.84土 0.38m/t少から 2.08士 0.37ml秒へ (p=0.29)、握力が 30.3土

7.6kgから 32.5士7.0kgへ (p<0.05)、開眼片足立ち時間が 33.7士24.1
秒から 39.0土 22.6秒へ (p=0.12)、それぞれ増加していた。女性は通常歩
行速度が 1.12土 0.28ml秒から 1.28士 0.27ml秒へ (p<0.01)、最大歩行

速度が 1.53士 0.37ml秒から 1.80土 0.32ml秒へ (p<0.05)、握力が 19.6
土 29.1kgから 20.9士 4.7kgへ (p=0.17)、開眼片足立ち時間が 23.1士

21.8秒から 39.1士 23.0秒へ (p<0.01)、それぞれ増加していた。

【結論】
群馬県草津町における過去 10年間の高齢者健診のデータから、高齢者の
身体機能は向上する傾向がみられ、特に男性に比べると女性の身体機能の
向上がより顕著であった。本研究結果を一般化するには、健診受診者の地
域代表性について検討が必要であるが、我が国の地域在宅高齢者の身体機
能は過去 10年間も継続して向上した可能性が高いと考えられる。
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石川県内の各地域における高齢期の妻や親を介護する男性介護
者の実態

彦聖美 1、大木秀一 2

1石川県立看護大学 地域・在宅・精神看護学講座、2石川県立看護大学 健康科学講座

キーワード ：男性介護者、介護支援専門員、実態把握

【目的】高齢期の妻や親を介護する男性介護者は増加している。男性介護
者といっても居住地域要介護者との続柄などの背景により異なる支援
の必要がある。介護支援専門員を通じて，石川県全域における男性介護者
の実態を把握することを目的に調査を実施した。
【方法】平成 23年 11月に，郵送法自記式質問紙調査を，石川県内すべて

の地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の合計 322施設に所腐する
介護支援専門員を対象に実施した。
【結果】 190施設に属する 401人の介護支援専門員から返信を得た。その

結果石川県全体の男性介護者の割合は 12.4% (1,342/10,809), 石川県
の 2次医療圏レベルの地域別でみると，加賀地域が 10.7% (194/1,806), 
石川中央地域が 11.9% (659/5,536), 能登地域が 14.1% (474/3,350)で
あった。男性介護者の続柄は 39.8%が夫であり， 56.4%が息子であった。
息子が介護しているのは，母親が 84.0%であった。男性介護者の年齢は，
加賀地域と石川中央地域は 60歳代が多く，能登地域は 50歳代が多かった。
【考察】
(1)石川県の男性介護者の割合は，国民生活基礎調査の全国調査より低

かった。今回の調査は介護支援専門員を通じての結果であり、調査方法そ
のものは同ーでない。石川県は，高齢化率，後期高齢化率，三世代同居率
が全国を上回る。これらの背景より，在宅介護を受ける高齢者は，三世代
中心の家族形態の中で妻や嫁に介護され，まだ男性介護者は少ない地域で
あると考えられた。
(2)加賀地域では夫と息子の割合がほぽ同じく，夫婦のみ世帯と 80歳

代の介護者が多かった。石川中央地域と能登地域でも妻を介護する夫が
4割夫婦のみ世帯が 3割であった。通院者が各地域とも 4割であること
から，石川県全域において老老介護と男性介護者の健康の課題が明らかと
なった。
(3)能登地域の男性介護者は他の地域に比べ 50歳代，息子の介護者が 6

割と多く，ひとり親に未婚の子の世帯が多かった。能登地域では高齢の母
親を介護する未婚の息子が多い実態が明らかとなった。
【結論】全国的動向では，男性介護者の割合は平成 10年から 10年余りで

約 10ポイントの増加という急激な増加がみられる。今後石川県全域にお
いても、能登地域のように高齢化の進展と家族形態の縮小化によって，男
性介護者が増えていくことが予想される。様々なデータをもとに、将来予
測をしたうえで，男性介護者の支援に着手していくことが必要であると結
論された。

P2-135 

地域在住高齢者の日常生活動作 (ADU低下に影響を及ぽすう
つ症状の検討

広崎真弓 1、和田泰三 叉 石本恭子 叉 木村友美 2、福富江利子 叉 陳攻玲 叉 笠
原順子 3、奥宮清人 4、坂本龍太 4、松林公蔵 2

1関西大学人間健康学部、 2京都大学東南アジア研究所、3京都大学大学院医学研究
科、 4 総合地球環境学研究所

キーワード：地域在住高齢者、ポジティブ感情、日常生活動作

【背景】抑うつが、高齢者の日常生活動作 (AOL)の低下や死亡率の増加に
関連することが先行研究より報告されている。ところが、近年うつ症状の
中でもネガティブ感情が多いということより、ポジティブ感情が少ないと
いうことが健康状態に影響を及ぽす要因である可能性が指摘され (Blazer
DG, et al. J Am Geriatr Soc 2004)、ポジティブ感情の重要性が注目され
つつある。 しかし我が国においてポジティブ感情に注目した検討はまだあ
まリ行われていない。
［目的】抑うつ傾向のある地域在住高齢者において、ポジティブ感情の有

無が将来の AOL低下の予測因子となるかどうかを検討する。
【方法】対象は、毎年健康評価を実施している高知県 T町在住の 65歳以

上の高齢者である。ベースライン時 (2006年）に基本的 AOLが自立して
いた 780名中うつ傾向の見られた 238名のうち、 2年後 (2008年）にも
調査への回答が得られた 149名（男性 62、女性 87、平均年齢 73.4士6.1
歳）を解析対象とした。うつ傾向は、 15項目の老年期うつ尺度 (GDS-15)
を用いて評価した。GDS-15はネガティブ感情の有無をたずねる 10項目
とポジティブ感情の有無をたずねる 5項目から成っており、本研究ではネ
ガティブ・ポジティブそれぞれ別に合計得点を算出した。2008年における
基本的 AOLの低下を目的変数とし、ポジティブ感情の得点を説明変数とし
て、ロジスティック回帰分析を行った。
【結果】 2年間で 29名 (19.5%)に基本的 AOLの低下が見られた。まず

単変量解析において、ポジティブ感情がある人ほど基本的 AOLが低下しに
くいという関連が見られた （オッズ比 (OR)0.61, 信頼区間 (95% Cl) 
0.44 - 0.86)。しかしながらネガティブ感情については、基本的 AOL低
下との有意な関連は見られなかった。多変量解析の結果、年齢 ・喫煙状況
などの交絡因子を調整してもポジティブ感情は 2年後の基本的 AOL低下
と有意な関連が見られた (OR 0.59, 95 % Cl 0.41 - 0.85)。
【考察】うつ症状の中でもポジティブ感情の有無がその後の AOL低下の予

測因子となることが示され、地域在住高齢者の健康維持にポジティブ感憤
が重要な役割を果たす可能性が示唆された。抑うつが影響を及ぽすと考ス
られている他の健康状態についても、今後、ポジティブ感情とネガティブ
感情を別に分けた検討が必要であると考えられる。
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地域高齢者における痛み症状と睡眠状況の関連およびそれらが
主観的健康観に及ぽす影響についての検討

宮野伊知郎 1、安田誠史 1

1高知大学医学部 公衆衛生学

キーワード：高齢者、痛み、睡眠障害

【背景】高齢者の痛み症状は日常の活動制限を余儀なくされ生活機能障害
と関連すること、また睡眠障害は生活の質 (QOL)の低下と関連すること
が知られている。
【目的】地域高齢者における痛み症状の実態と睡眠状況との関連、および

それらが主観的健康観に及ぽす影響について検討した。
【方法】高知県 l町在住の 65歳以上の高齢者を対象として、 2010年 1月

にアンケート調査を実施。日常生活動作能力 (AOL)、生活習慣、痛み等の
自覚症状等について調査した。今回、調査協力の同意書に署名があり、要
介護認定をうけていない 3684名 （男性 1594名、女性 2090名、平均年
齢 74.5歳）を解析対象とした。
【結果】 1)全体では 2115名 (57.4%)がからだに 「痛みがある」と回答
し、女性の方が男性よりその頻度が高かった (61.1% (1276名）vs. 52.6 
% (839名）， p<0.001)。 2)「痛みがある」は「痛みがない」に比し、「30
分以内に寝付くことができない」(18.3%vs. 10.8%, p<0.001)、「夜間ま
たは早朝に目が覚める」(47.1%vs. 38.2%, p<0.001)、「起床時の疲労感」
(8.1% vs. 2.3%, p<0.001)の訴えが 「ほぽ毎日ある」人が多かった。 3)
悪い主観的健康観との関連について多重ロジスティ ック回帰を用いた検討
では、「痛みがある」（調整オッズ比=2.7,95%信頼区間=2.3-3.2,p<0.001) 
は有意な関連を認め、睡眠に関する 3つの質問はすべて有意な関連を認め
たが、なかでも「起床時の疲労感をほぽ毎日認める」（調整オッズ比=5.7,
95%信頼区間=4.1-8.0,p<0.001)は強い関連を認めた （調整因子 ：年齢、
性別、老研式活動能力指標）。 両者をともに独立変数として解析した場合、
両者ともに有意な関連を認めた （痛みあり ：調整オッズ比=2.3,95%信頼区
間=1.9-2.7,p<0.001, 起床時の疲労感：調整オ ッズ比=4.7,95%信頼区間
=3.3-6.6, p<0.001)。
【考察】地域の自立した高齢者の半数以上に痛み症状を認めた。痛み症状

は睡眠障害の訴えと関連し、ともに独立して悪い主観的健康観と関連を認
めた。
【結論】地域高齢者において痛み症状は睡眠障害と関連し、悪い主観的健

康観の要因となることが示唆された。
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人名索引 （＊発表者）

安部真彰 P1-124 井岡亜希子 0-06 

相澤好治 P2-100 阿部正文 0-18 0-34 

相田潤 P1-058 天野秀紀 P2-132 伊賀瀬道也 P2-033 

＊ P1-067 天野宏紀 P2-101 井川千恵子 P1-028 

P1-110 荒井健介 0-39 壼岐英正 0-32 

P2-057 P2-052 伊木雅之 ＊ S2-03 

P2-123 P2-111 0-11 

青木眸 P1-081 ＊ P2-124 P1-099 

青枷友美 P2-086 P2-125 P2-069 

青山温子 P2-011 P2-126 池田章子 0-06 

青山泰子 0-26 P2-127 0-34 

赤 坂憲 P1-026 P2-128 池田和貴 P1-073 

明石真言 0-18 荒川雅志 0-15 P2-121 

赤沼安夫 0-28 荒瀬康司 Pl-030 池田奈由 ＊ P2-017 

秋田智之 P2-048 Pl-035 池田文恵 0-05 

秋葉隆 0-11 有泉祐吾 P2-008 0-12 

秋山美紀 P1-073 有澤孝吉 ＊ P1-111 池野多美子 ＊ P2-105 

P2-121 有馬卓司 P2-076 生駒吉識 P1-012 

浅 川仁 ＊ P1-134 安西将也 Pl-021 漁田俊子 P2-008 

浅川満彦 P2-087 安藤京子 P2-103 石井英子 ＊ P1-132 

朝倉敬子 ＊ P1-106 P2-104 石岡久佳 ＊ Pl-037 

P2-084 安藤紗絵子 P1-049 石ケ坪良明 P1-125 

浅田秀夫 0-22 安藤富士子 P1-113 石川清和 0-23 

P2-066 安藤昌彦 ＊ P2-039 石川鎮清 ＊ P1-020 

安里義秀 0-14 安藤亮介 P2-052 P2-010 

旭浩一 P2-119 P2-111 石川奈美 P2-052 

阿相栄子 0-26 P2-124 P2-111 

足立勝宣 P2-063 P2-125 P2-124 

足達寿 P1-014 P2-126 P2-125 

P1-015 P2-127 P2-126 

安達美佐 P1-009 P2-128 P2-127 

＊ P1-011 安梅勅江 P2-058 P2-128 

足立雄一 P1-078 石川善紀 P2-018 

P1-096 0-04 

熱田直樹 P1-075 飯田忠行 P2-090 P1-027 

阿部鮎美 P2-086 飯塚悟 P1-064 P1-028 

阿部さち 0-28 飯村京子 P1-045 P2-003 
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P2-006 P2-043 P1-094 

P2-014 P2-066 井上顕 P2-090 

石倉健司 0-08 P2-073 井上茂 P1-019 

石黒直樹 0-39 P2-106 P1-136 

石黒真美 ＊ P1-085 P2-113 井上孝 P1-022 

P1-098 P2-116 P1-112 

P2-079 板井一好 P1-031 井上辰樹 ＊ P1-021 

P2-080 P1-068 井上真奈美 ＊ S1-03 

P2-112 板澤寿子 P1-096 P1-024 

石崎 達郎 P1-025 ー浦嘉代子 P1-025 P1-036 

P1-135 市田公美 P1-127 P1-048 

石田 淳一 P1-090 P2-117 P2-004 

石 橋 俊 0-28 市野直浩 P1-022 井 上悠 輔 P2-074 

石橋 靖宏 P1-068 P1-112 伊下一人 P2-087 

石本 恭子 P2-135 一瀬休生 P2-053 猪股慎一郎 Pl-039 

出原啓一 0-42 伊藤奏 P2-057 井原智彦 P1-064 

岩動孝 P1-031 伊藤淳 Pl-107 猪 原匡 史 P1-033 

井関邦敏 P2-119 伊藤貴恵 P2-086 今井雪輝 ＊ P1-081 

磯博康 ＊ SL-01 井藤英喜 P2-034 P2-078 

0-03 伊藤秀美 P1-037 今泉猛 0-29 

0-04 P1-040 Pl-010 

0-09 P1-042 Pl-108 

0-22 P1-047 P2-007 

0-23 P1-101 P2-055 

0-32 P2-035 今泉勉 P1-014 

P1-027 P2-050 P1-015 

P1-028 伊藤誠 P2-053 今枝奈保美 P2-052 

Pl-029 伊藤ゆり ＊ 0-06 P2-124 

P1-045 0-34 P2-111 

P1-060 稲垣正俊 0-21 P2-125 

P2-002 稲寺秀邦 P1-096 P2-126 

P2-003 稲葉未知世 P1-061 P2-127 

P2-006 稲葉裕 Pl-125 P2-128 

P2-014 乾未来 Pl-050 今野弘規 P1-004 

P2-015 ＊ Pl-119 P2-006 

P2-024 P1-120 0-04 

P2-028 P1-122 P1-001 

P2-030 井上彰臣 P1-056 P1-002 
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P1-003 上村真由 ＊ P2-011 P2-133 

P1-005 歌田真依 ＊ P2-037 大久保孝義 P2-023 

＊ P1-027 P2-038 大崎敬子 P1-104 

P1-028 P2-047 大澤正樹 ＊ P1-031 

P1-029 内山成人 P2-104 Pl-068 

P2-003 P2-114 P2-093 

P2-014 梅澤光政 Pl-027 大島澄男 P1-090 

P2-024 P1-028 大隅典子 P2-077 

今 松 友 紀 P2-022 P1-029 太田充彦 P2-090 

入江ふじこ 0-03 P1-133 太田恵美 P1-041 

P1-008 P2-003 大田仁史 0-03 

P1-045 ＊ P2-106 0-32 

P2-002 P2-116 P1-008 

岩 井 紀 子 P2-059 P1-045 

岩 崎 基 P1-036 P2-002 

Pl-048 江上いずず P1-118 大瀧仁美 P2-086 

岩野英知 P2-087 江口 依里 ＊ P2-019 大瀧慈 P2-045 

岩 本 淳 子 0-02 P2-020 大瀧 玄ヽi:,玄, ＊ P2-085 

榎本美佳 P1-014 大谷敬子 ＊ P2-045 

P1-015 P2-085 

上島弘嗣 P1-115 遠田和彦 P1-094 大谷直二 P1-077 

P2-023 遠藤香 ＊ P1-109 
＊ P2-129 

上 田 佳 代 P1-070 P1-116 大津忠弘 P1-100 
P2-084 圏藤吟史 0-33 大塚康子 ＊ P2-007 

植田紀美子 ＊ P1-074 P1-017 P2-055 
上 田 純 子 ＊ P1-104 

大塚理加 P1-110 

上谷英里 P2-033 P2-130 

上野友美 P2-104 及川雄二 P2-117 
大塚礼 ＊ P1-113 

P2-114 王国琴 ＊ P2-100 
大土早紀子 P2-103 

上ノ原秀晃 P2-059 王超辰 P2-011 
P2-104 

上原新一郎 0-33 P2-030 
大友篤 P2-078 

＊ P1-017 大井田隆 P1-055 
大 西一成 P1-077 

上 原 里 程 0-26 大上圭子 0-33 
＊ P1-078 

＊ P1-103 P1-017 
P1-096 

P2-060 大浦智子 ＊ P1-135 
P2-129 

上村治 0-08 大木いずみ P1-042 
大西丈二 P1-065 

上村茂 0-25 ＊ P2-036 
大西聖子 P2-073 

上村浩一 P1-111 大木秀一 ＊ P1-072 
大西浩文 P1-026 
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P1-124 P1-051 岡野雅洋子 P1-121 

大野ゆう子 0-01 大屋祐輔 0-23 岡村智教 0-30 

0-27 大谷由美子 P1-136 ＊ P1-001 

P2-037 大脇哲洋 P2-025 P1-002 

P2-038 P2-027 P1-003 

P2-047 岡勝巳 P2-081 P1-004 

大庭志野 ＊ P1-024 岡京子 P2-052 P1-005 

大場延浩 P2-112 P2-111 P1-025 

大橋靖雄 0-08 P2-124 P1-070 

0-28 P2-125 Pl-073 

P2-034 P2-126 P2-023 

大林賢史 0-02 ＊ P2-127 P2-031 

P2-046 P2-128 P2-121 

大平哲也 0-04 岡浩一朗 P1-136 岡 本 和 士 ＊ P1-118 

0-22 小笠原邦昭 P1-068 P1-132 

P1-027 小笠原淳一 Pl-124 岡本隆史 0-10 

P1-028 岡田克俊 ＊ P2-026 P1-013 

P1-029 緒方絹歌 P1-014 岡本直幸 P1-046 

P1-060 P1-015 岡本希 0-02 

P2-003 岡田謙介 P2-063 ＊ P1-121 

P2-006 岡田武夫 0-04 P2-046 

P2-014 P1-027 岡 本 博 照 P1-077 

P2-018 P1-028 岡本幹三 P1-077 

P2-024 P1-060 P2-129 

P2-066 P2-003 岡本理恵 0-17 

P2-073 P2-006 岡山明 ＊ 0-30 

大平美紀 P2-004 P2-014 P1-031 

大部恭子 P1-014 P2-018 P1-068 

P1-015 岡田陽子 P2-033 Pl-115 

大藤さとこ P1-050 岡田理恵子 0-20 P2-023 

P1-119 0-40 小JII彰 P1-088 

＊ P1-120 0-45 小JII―紀 Pl-012 

P1-122 P1-023 小川健太 P2-087 

大渕綾 ＊ P1-014 P1-034 小川信 P2-025 

P1-015 P1-065 P2-027 

大前和幸 P1-106 P1-123 小川卓也 0-16 

大間々真一 P1-068 Pl-130 奥田奈賀子 0-30 

大村外志隆 P1-049 P2-115 P1-114 
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P1-115 尾瀬功 Pl-037 P2-069 

P2-023 Pl-040 柿崎真沙子 ＊ 0-07 

奥田真珠美 P1-104 ＊ P1-047 0-38 

奥 田 恭 行 P2-029 P1-101 0-43 

奥 野 良 信 0-22 P2-035 P1-038 

P2-066 P2-050 P1-081 

小熊妙子 P2-060 尾関佳代子 ＊ P1-076 P2-044 

奥宮清人 P2-135 尾関由姫恵 P1-049 P2-086 

奥 村 晃 子 P2-072 ＊ P1-051 垣本信幸 0-25 

＊ P2-075 小田切優子 P1-136 角川陽一郎 P1-044 

奥 村 亮 太 P2-034 越智南美子 P2-033 梯正之 P1-056 

奥山直紀子 P2-082 落合潤一 Pl-022 懸樋英 一 ＊ P2-010 

小 坂健 P1-067 P1-112 葛西宏 P1-126 

P2-057 落合裕隆 ＊ P1-100 笠岡（坪山）宜代 P1-088 

P2-123 尾土井悠 P1-093 笠置文善 P1-090 

刑 部 恵 介 P1-022 小野優 P1-027 笠原明子 P1-014 

P1-112 ＊ P2-006 Pl-015 

尾崎悦子 Pl-033 小貫正子 ＊ HS-02 笠原順 子 P2-135 

尾 崎 米 厚 P1-055 小野雄一郎 P2-090 梶井 英 治 P1-020 

＊ P2-110 小野田敏行 P1-068 P2-010 

小笹晃太郎 0-18 P2-093 梶浦貢 P1-027 

P1-082 小野寺理 P1-033 P1-060 

P1-086 小原久未子 P1-099 P2-006 

小澤礼 美 P1-107 小原拓 P1-085 ＊ P2-018 

押 谷仁 P2-054 P1-098 春日裕志 P1-127 

尾 島 俊 之 Pl-016 P2-079 片野田耕太 ＊ HS-03 

P1-076 P2-080 P2-037 

P1-083 ＊ P2-112 P2-047 

P1-092 小原 知之 0-12 片山和子 ＊ P2-038 

P1-097 小山一郎 P1-091 片山茂裕 0-28 

＊ P1-110 Pl-093 堅山遥菜 P2-037 

Pl-134 音地美穂 P2-018 ＊ P2-047 

P2-008 勝浦 桜 子 P1-111 

P2-083 加藤清人 P1-059 

P2-089 夏恩迪 P2-004 加藤順一 P1-124 

P2-099 鏡森定信 0-11 加藤匡宏 P2-014 

P2-102 P2-069 加藤久登 P2-050 

P2-130 香川芳子 0-11 加藤久盛 P1-046 

-163 -



加藤昌之 P1-024 萱場桃子 ＊ P1-064 I P1-017 

加藤友紀 P1-113 苅尾七臣 0-04 

門 田文 P1-001 P1-020 

P1-002 河井一明 P1-126 菊川 早苗 P1-121 

P1-003 川合紗世 0-20 菊田健太郎 P2-072 

＊ P1-004 0-45 P2-075 

P1-005 P1-023 菊谷武 P2-131 

P2-023 ＊ Pl-065 菊地慶子 ＊ P2-102 

門野彩花 ＊ P1-029 Pl-123 菊地正悟 P1-104 

門脇英子 0-11 Pl-130 P2-043 

門脇康二 Pl-091 P2-115 菊池宏幸 ＊ P1-136 

Pl-093 河合富士美 P2-072 菊谷昌浩 P1-085 

金谷久美子 P1-078 P2-075 ＊ P1-098 

＊ P1-096 河合賢朗 P1-044 P2-077 

金子聰 0-41 川井元晴 Pl-124 P2-079 

P1-054 川合ゆかり P2-001 P2-080 

＊ P2-051 川上ちひろ ＊ P1-107 P2-112 

P2-053 川上憲人 ＊ S2-05 岸玲子 P2-105 

P2-067 Pl-056 岸野洋久 P2-063 

P2-088 P1-062 岸本剛 P1-049 

金子 徹治 P1-046 P1-094 P1-051 

鎌田智恵実 P2-034 川上秀史 P2-085 喜多歳子 P2-105 

鎌田真光 ＊ P1-019 川上諒子 0-10 北園孝成 0-05 

神尾陽子 P2-063 0-24 北 野尚 美 ＊ 0-25 

神谷研二 0-18 ＊ P1-013 北畠義典 P1-136 

神谷 茂 P1-104 川口知哉 P2-039 P2-001 

神谷真有美 ＊ P2-016 川ロレオ P2-011 北村明彦 0-04 

P2-052 川崎由理 P2-019 P1-027 

P2-111 川崎良 ＊ 0-28 P1-028 

P2-124 川地俊明 0-42 P1-029 

P2-125 河津雄一郎 P1-025 P1-060 

P2-126 川野英二 P1-050 P1-133 

P2-127 河盛隆造 P2-029 P2-003 

P2-128 関器 P2-078 P2-006 

神谷 悦功 P1-128 神田浩路 ＊ P2-061 P2-014 

嘉村正徳 P2-101 神田隆 P1-124 P2-018 

茅野大志 P2-087 神田秀幸 P1-055 P2-024 

萱場一則 P2-001 神戸泰 0-33 木多村知美 P2-054 
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北湯口純 P1-019 日下博幸 P1-064 P2-093 

城戸照彦 0-17 草野健 P2-025 栗原綾子 P1-073 

城戸知 子 P2-033 P2-027 P2-121 

衣 畑成紀 0-33 葛原茂樹 P1-118 栗原和子 P2-001 

P1-017 楠原康弘 P1-022 栗山進一 P1-085 

木 下 節 子 ＊ P2-001 P1-112 Pl-098 

木 下徹 P2-019 楠元克徳 P2-026 P2-077 

紀平為 子 P1-118 工藤伸一 ＊ P1-090 P2-079 

木村安美 ＊ P1-006 國本政瑞沖 Pl-091 P2-080 

木村友美 P2-135 P1-093 P2-112 

木村芳孝 P2-080 久保昭仁 P2-039 栗山 長門 ＊ P1-033 

木山 昌 彦 0-04 久保佐智美 ＊ P2-024 車谷 典男 0-02 

P1-027 久 保 高 明 Pl-124 P1-121 

P1-028 久 保 達 彦 P1-070 P2-046 

P1-029 Pl-091 呉繁夫 P2-080 

P1-060 ＊ Pl-093 黒坂文武 P2-081 

P2-003 久保千春 P1-066 黒沢美智子 ＊ P1-125 

P2-006 久 保 充 明 P2-012 黒沢 洋一 P1-077 

P2-014 ＊ P2-074 Pl-078 

P2-018 窪田哲也 P1-088 P1-096 

P2-024 久保田芳美 P1-001 P2-129 

牛凱軍 P2-078 ＊ P1-002 黒谷佳代 Pl-006 

清原康介 P2-072 P1-003 ＊ Pl-043 

P2-075 Pl-004 P1-057 

＊ P2-076 P1-005 Pl-126 

清原裕 0-05 熊谷雄治 P2-100 桑原和代 ＊ P2-025 

P2-023 熊倉みつ子 P1-061 P2-027 

清 原豊 0-12 久米絢弓 Pl-043 桑原恵介 P1-006 

清元秀 泰 P2-077 P1-057 P1-043 

銀 光 0-20 Pl-126 P1-057 

0-40 Pl-006 ＊ P1-126 

0-45 倉田宝保 P2-039 桑原正雄 P2-048 

＊ Pl-023 栗岡住子 P1-056 

P1-065 P1-094 

P1-130 栗木清典 P1-109 小井土雄一 0-19 

P2-115 ＊ Pl-116 P1-087 

栗 田 修 司 Pl-021 Pl-089 

栗林徹 P1-068 江啓発 P2-011 
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黄聡 P2-078 P2-111 P2-124 

康 秀男 0-33 P2-124 ＊ P2-125 

P1-017 P2-125 P2-126 

甲田勝康 ＊ P1-099 P2-126 P2-127 

P2-069 P2-127 P2-128 

合田敏尚 P1-109 P2-128 近藤 陽子 P2-110 

P1-116 後藤康幸 Pl-128 

古賀みのり P2-108 P2-049 

小風暁 P1-100 小西香苗 P2-105 皆仁哲 0-04 

小久保康昌 P1-118 小橋元 ＊ 0-48 P1-027 

小暮 真奈 ＊ P2-086 児林聡美 ＊ P1-117 P1-028 

小嶋 俊久 0-39 小林澄貴 P2-105 P1-029 

小嶋 雅代 ＊ 0-39 小林誠一郎 P1-088 ＊ P2-003 

P2-052 小林真琴 ＊ P2-109 P2-014 

P2-063 小林順敏 P2-078 斎藤章暢 P1-049 

P2-111 小原克彦 P2-033 P1-051 

P2-124 駒崎裕子 ＊ 0-16 斉藤功 ＊ P2-014 

P2-125 駒澤大佐 ＊ P2-088 P2-019 

P2-126 駒田謙一 P2-054 P2-020 

P2-127 小山史穂子 ＊ P2-057 齋藤和美 P1-030 

P2-128 小山富子 P2-093 P1-035 

小島原典子 P2-072 近藤克則 ＊ S2-04 P2-032 

P2-075 0-23 齋藤重幸 P1-026 

P2-076 0-48 P1-039 

古城隆雄 0-26 P1-058 P1-115 

P2-060 P1-059 齋藤伸枝 ＊ P1-045 

小杉 由起 P1-094 P1-067 斉藤雅茂 P1-067 

小谷 和彦 0-26 P1-110 齋藤安彦 0-46 

P2-010 P2-057 斉 藤 祥 乃 P2-023 

児玉和紀 0-18 P2-130 西連地利己 0-03 

児玉暁 P1-030 近藤亨子 P1-050 P1-008 

P1-035 P1-119 P1-045 

P2-032 P1-120 P2-002 

後藤温 ＊ P2-009 ＊ P1-122 佐伯圭吾 ＊ 0-02 

後藤健介 ＊ P1-054 近藤尚己 ＊ 0-13 P2-046 

P2-067 P1-110 佐 伯修 一 P2-026 

後藤忠雄 P1-020 近藤文 P2-052 酒井佐枝子 P2-063 

後藤千穂 P2-052 P2-111 坂田清美 0-30 
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P1-068 佐藤弘樹 P2-117 P2-117 

P1-088 佐藤匡央 P1-006 篠宮 正樹 P2-096 

P1-115 P1-057 柴田亜希子 0-36 

坂田 清美 P2-093 P1-126 P1-042 

坂田律 ＊ P1-082 佐藤員理 P1-081 P2-036 

P1-086 佐藤美紀子 P1-046 柴田清 P2-016 

酒野直樹 0-32 佐藤美理 0-16 P2-052 

坂本龍彦 0-29 P1-105 P2-111 

P1-010 P2-094 ＊ P2-119 

P1-108 P2-095 P2-124 

P2-007 ＊ P2-098 P2-125 

P2-055 佐藤康仁 P2-075 P2-126 

坂本泰理 P2-100 P2-076 P2-127 

坂本龍太 P2-135 P2-072 P2-128 

櫻井香澄 P1-085 佐藤祐子 Pl-095 柴田義貞 P2-042 

桜井桂子 P1-062 佐藤裕保 0-11 渋田昌一 0-25 

櫻井 進 P2-019 佐藤裕哉 P2-085 渋谷健司 P2-017 

P2-020 佐藤ゆき ＊ P1-095 志 摩 梓 ＊ P1-025 

櫻井裕 P1-127 佐野文彦 ＊ 0-04 島 正 之 P2-081 

P2-117 佐柳有香 P1-050 嶋田雅暁 P2-053 

佐々木公子 P2-086 澤俊二 ＊ 0-32 P2-088 

佐々木敏 P1-102 澤田亨 ＊ 0-10 嶋谷圭一 ＊ P2-027 

P1-117 P1-013 島津明人 P1-056 

佐々木均 P2-087 澤田典絵 P1-036 P1-094 

佐々木泰治 P1-056 P1-048 島津太一 P1-036 

笹島圭太 P1-043 澤近房和 P1-111 P1-048 

笹月静 P1-036 山海知子 0-04 島野仁 P1-030 

P1-048 P1-027 P1-035 

佐藤和子 P1-090 P1-028 P2-032 

佐藤恭子 ＊ 0-33 P1-029 島ノ江千里 P2-007 

P1-017 ＊ P2-055 

佐藤佳子 P2-086 島本和明 P1-039 

佐藤健一 P2-045 志方健太郎 ＊ 0-05 嶋本喬 0-32 

P2-085 0-12 清水厚 P1-070 

佐藤員一 P1-027 篠崎智大 0-08 清水佐知子 P2-038 

佐藤宅代 P1-074 篠原美千代 P1-049 清水滋太 P2-081 

佐藤敏彦 P2-100 篠原亮次 ＊ P2-058 清水聖子 P2-117 

佐藤友紀 ＊ P2-048 四ノ宮成祥 P1-127 清 水徹 P1-127 
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清水悠路 P1-027 杉本恵子 P1-022 P2-098 

清水由紀子 P1-082 P1-112 鈴木貞夫 0-39 

P1-086 杉本昌弘 P1-073 P2-016 

下方浩史 P1-113 P2-121 P2-052 

下地ヨシ子 0-14 杉本裕香 ＊ P1-130 P2-063 

下光輝一 P1-136 P2-115 P2-111 

謝勲東 P1-030 杉山賢明 P2-044 P2-116 

P1-035 杉山大典 P1-002 P2-119 

周婉婢 P2-086 ＊ P1-003 P2-124 

Pl-038 P1-004 P2-125 

鄭丞媛 ＊ Pl-059 P1-005 P2-126 

白井こころ ＊ 0-23 P1-073 P2-127 

白石薫子 Pl-049 P2-121 ＊ P2-128 

白澤貴子 P1-100 杉山隆 P2-080 鈴木知子 ＊ P1-056 

塩飽邦憲 P1-019 杉山裕美 P1-082 鈴木典子 P1-049 

新開省二 P2-132 ＊ Pl-086 鈴木 洋史 P1-127 

新地浩一 0-29 P2-036 鈴木啓之 0-25 

P1-010 鈴鴨よしみ P2-131 鈴木真佐子 P2-063 

P1-108 鈴木麻子 P1-073 鈴木美奈 P2-052 

P2-007 P2-121 ＊ P2-111 

P2-055 鈴木佳代 0-23 P2-124 

新保卓郎 P1-056 0-48 P2-125 

P1-058 P2-126 

P1-059 P2-127 

末岡浩 P1-106 P1-067 P2-128 

末永智浩 0-25 P1-110 鈴木めぐみ 0-32 

須賀万智 ＊ 0-21 P2-130 鈴木洋一 P2-080 

菅原歩美 ＊ P1-008 鈴木吉也 P2-080 鈴木礼子 P1-095 

P2-032 鈴木健二 P1-055 鈴宮寛子 P1-074 

菅原準一 P2-077 鈴木康司 ＊ P1-022 須藤彰子 P1-081 

P2-080 P1-112 須藤信行 P1-066 

菅原由美 0-07 P2-116 須磨紫乃 ＊ 0-20 

0-38 鈴木孝太 0-16 P2-115 

0-43 P1-083 鷲見聡 P2-063 

P1-038 ＊ P1-105 
＊ P2-044 P2-094 

杉浦実 ＊ P1-012 P2-095 I関川暁 P1-115 

杉澤悠圭 P2-058 P2-097 関根道和 P2-056 
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＊ P2-065 I高田実 P2-039 竹島正 0-21 

瀬 田拓 P2-131 高田雄三 Pl-127 竹田徳則 0-48 

P2-117 岳 野光洋 P1-125 

高橋香織 Pl-106 武林亨 ＊ P1-073 

曽瑶 P1-041 高 橋邦 彦 P2-068 P2-084 

節島 茂 P2-061 高橋謙造 P2-022 P2-121 

早田みどり P1-082 高橋真治 Pl-119 田島和雄 P1-040 

P1-086 P1-120 P1-047 

曽我朋義 P1-073 P1-122 P1-101 

P2-121 高橋奈津子 P2-072 P2-035 

曽根稔雅 0-19 P2-075 田 代 聡 P2-085 

P1-087 高橋秀人 P2-096 田高悦子 P2-022 

Pl-089 高 橋宏 暢 P2-081 立森 久照 0-21 

曽根博仁 0-28 高橋弘毅 P1-039 立瀬 剛志 ＊ P2-056 

P1-008 高 橋正 也 P1-056 P2-065 

Pl-030 P1-094 巽あさみ P1-097 

P1-035 高 橋義 彦 P1-024 P2-102 

P2-032 高橋由光 P1-096 辰巳友佳子 ＊ 0-01 

P2-034 高林智子 P1-092 0-27 

祖 父江元 P1-075 高見栄喜 P1-111 伊達ちぐさ 0-09 

祖父江友孝 P1-042 高宮朋子 Pl-136 P1-117 

P2-036 高良聰子 0-14 P2-043 

P2-037 多氣昌生 P2-076 立棒雅也 P2-025 

P2-047 瀧靖之 P1-085 P2-027 

多喜田理絵 P2-033 田所望 P1-061 

田口尚人 0-29 田中喜代次 P2-002 
憂有 桂 P2-022 

P1-010 田中景子 0-15 
大規模コホートの運営委員会

P1-108 ＊ P1-102 
0-09 

P2-007 田中恵太郎 0-29 
高江洲順達 0-23 

P2-055 P1-010 
鷹尾友紀子 ＊ 0-22 

P2-084 P1-108 竹内文乃 ＊ 
P2-066 

竹内研時 P2-057 P2-007 
高岡宣 子 Pl-061 

武 内 崇 0-25 P2-055 
高 嶋 直 敬 P2-023 

竹上未紗 P2-031 田中佐智子 0-28 
高 田 明 美 ＊ P1-131 

P2-059 P2-034 ＊ 
高田和子 P1-088 

嶽 崎俊 郎 P2-025 田中準一 ＊ 0-41 
高 田 龍 平 Pl-127 

P2-027 田中純子 P2-048 
高 田 未 里 0-13 

竹下達也 0-25 田中笑子 P2-058 
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田中司朗 0-28 ＊ 0-34 

P2-034 P1-050 

田中慎一郎 ＊ 0-44 玉井裕也 ＊ 0-42 ツォグゾルバータルエンフォュン

田中太一郎 ＊ 0-14 P2-103 ＊ P2-021 

P1-073 P2-104 塚川絵理 Pl-014 

P2-121 P2-114 P1-015 

田中憲子 P1-013 玉置淳子 ＊ 0-11 津金昌一郎 P1-024 

田中秀明 P1-041 P2-069 P1-036 

田中英夫 0-40 玉腰暁子 0-09 P1-048 

P1-037 ＊ 0-37 P2-004 

P1-040 P2-028 塚原照臣 P2-084 

P1-047 P2-030 塚本 浩二 0-10 

P1-101 P2-043 P1-013 

P2-035 P2-106 月浦崇 P1-131 

P2-037 P2-116 月崎喜洋子 P2-004 

P2-047 玉腰浩司 P2-011 月野木ルミ P2-070 

P2-050 P2-030 ＊ P2-071 

田中裕士 P1-039 玉那覇榮一 0-14 津熊秀明 0-06 

田中文隆 P1-068 田村高志 ＊ P1-128 0-34 

田中正和 P1-041 P2-115 辻一郎 0-07 

田中靖人 P1-048 田 村 豊 P2-087 0-38 

田邊剛 P2-101 丹下智香子 P1-113 0-43 

田邊直仁 P2-030 丹後俊郎 P1-007 P1-038 

谷川武 0-04 P1-009 P1-081 

P1-027 P1-011 P1-085 

P2-003 P2-108 Pl-098 

P2-014 丹治史也 0-07 P2-044 

P2-019 丹野高三 P1-031 P2-077 

P2-020 ＊ P1-068 P2-079 

谷川智洋 P2-051 P2-093 P2-080 

P2-067 淡野桜子 P2-019 P2-086 

谷口優 ＊ P2-132 P2-020 辻裕之 P1-030 

谷畑健生 ＊ P1-055 P1-035 

田畑泉 0-24 辻美 智子 0-42 

田端英俊 P1-091 千田直人 0-32 P2-103 

P1-093 陳政玲 P2-135 P2-104 

田原康玄 ＊ P2-033 陳敏 P1-124 ＊ P2-114 

田淵貴大 0-06 鎮西亮 P1-043 辻野和之 P2-039 
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辻村尚子 0-39 徳留信寛 P1-088 P1-123 

＊ P2-052 P2-111 P1-130 

P2-111 P2-124 P2-115 

P2-124 P2-125 P2-117 

P2-125 P2-126 ＊ P2-131 

P2-126 P2-127 永井亜貴子 ＊ P2-012 

P2-128 P2-128 P2-074 

P2-127 P2-052 永井勅久 P2-033 

辻本健彦 ＊ P2-002 等々力英美 0-23 永井伸彦 P2-073 

土屋卓人 P1-091 斗成陽子 ＊ P2-093 永井雅人 ＊ P2-023 

P1-093 刀根庸浩 0-02 中井陸運 P2-031 

土屋政雄 P1-062 戸張裕子 ＊ P2-015 長尾圭造 P2-082 

堤明純 P1-056 冨岡公子 0-02 中尾裕之 ＊ P2-068 

＊ P1-094 ＊ P2-046 中尾心人 ＊ P1-040 

P2-090 冨崎悦子 P2-058 長尾匡則 ＊ P2-043 

坪井聡 0-26 富田博秋 Pl-085 中川秀昭 0-17 

Pl-103 P2-077 P1-115 

＊ P2-060 冨田勝 P1-073 P2-023 

鶴屋和彦 P2-119 P2-121 中川弘子 ＊ P1-123 

富永祐民 P2-037 P2-115 

P2-047 中川雅貴 0-23 

ディーパグナセカラ P1-054 友岡清秀 P2-019 0-48 

出浦喜丈 0-01 友野順章 P1-107 中川正法 P1-033 

0-27 豊嶋英明 P2-011 中川裕子 P1-050 

寺田実奈 ＊ P2-073 P2-030 中川原章 P2-004 

手良向聡 ＊ P2-029 冨田哲治 P2-045 中島そのみ P2-105 

寺本民生 P2-029 P2-085 中島宏 P1-127 

P2-117 

永瀬浩喜 P2-004 
＊ P1-075 冬梅 ＊ P2-069 仲宗根正 0-14 

嘗間隆也 0-14 内藤徹 P2-131 永田知里 0-42 
遠又靖丈 0-38 内藤真理子 0-09 P2-103 

＊ 0-43 0-20 P2-104 
Pl-038 0-40 P2-114 
P1-081 0-45 永田雅治 0-05 
P2-086 P1-023 0-12 

徳嶋靖子 P1-077 P1-034 中田由夫 ＊ P1-071 
徳田拓巳 P2-007 P1-065 中谷敏昭 P1-121 
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中谷直樹 ＊ AW-01 中村真希子 P1-127 P2-079 

中谷暢丈 P2-087 中村正和 P1-027 P2-080 

中谷裕司 P2-081 P2-006 中山昌喜 P1-127 

中出美代 P1-058 中村雅一 P1-029 ＊ P2-117 

P1-110 中村美詠子 P1-012 中山祥嗣 P1-095 

P2-130 P1-016 中山健夫 P1-078 

永富良＿ P1-081 P1-076 P1-096 

P2-078 Pl-083 P1-135 

中野今治 P1-075 Pl-092 P2-072 

永野純 ＊ P1-066 Pl-097 中山富雄 0-06 

中野真規子 P1-106 P1-110 0-34 

中野裕紀 P2-006 P1-134 P2-037 

中畑典子 P2-025 P2-008 P2-047 

P2-027 P2-089 永吉真子 P1-060 

永原理英 P1-121 P2-099 凪幸世 ＊ P2-053 

長神風二 P1-085 P2-102 那須郁夫 ＊ 0-46 

P2-077 ＊ P2-130 那須恵子 ＊ P2-008 

中村昭彦 P2-025 中村元行 P1-068 夏井佐代子 Pl-046 

P2-027 中村洋子 P2-004 難波美加子 P2-001 

中村和利 P1-043 中村好一 ＊ 0-26 南里明子 P1-006 

中村和代 0-29 P1-020 P1-024 

P1-010 Pl-049 P1-043 

Pl-108 Pl-051 ＊ P1-057 

P2-007 Pl-103 P1-126 

P2-055 P2-021 南里妃名子 0-29 

中村幸志 0-30 P2-023 P1-010 

中村こず枝 0-42 P2-060 ＊ P1-108 

P2-103 中村芳子 0-33 P2-007 

＊ P2-104 P1-017 P2-055 

P2-114 中本真理子 P1-111 

中村佐知子 P1-014 中谷純 P2-077 

P1-015 中谷友樹 0-06 新潟可南子 P1-073 

中村好宏 P1-127 中谷直樹 0-19 P2-121 

P2-117 P1-085 新村英士 P2-025 

中村武博 P1-091 P1-087 P2-027 

P1-093 P1-089 西大輔 ＊ 0-19 

中村晴信 P1-099 P1-098 P1-087 

仲村秀子 ＊ P1-083 ＊ P2-077 ＊ P1-089 
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西 信 雄 0-30 P2-038 P1-089 

P1-043 西山慶子 ＊ P2-089 野口有紀 ＊ P2-123 

＊ P1-088 西山毅 P2-052 野田龍也 P1-076 

P2-023 ＊ P2-063 P1-092 

P1-114 P2-111 P1-097 

西真理子 P2-132 P2-124 P2-089 

西尾信宏 0-25 P2-125 ＊ P2-099 

西岡信治 P2-020 P2-126 P2-102 

P2-019 P2-128 野田博之 P1-027 

西川実徳 P2-081 P2-127 P2-017 

西川由浩 P1-049 西山緑 ＊ P1-061 P2-024 

西郡秀和 P2-080 西脇祐司 0-14 野田北斗 ＊ P2-097 

P2-112 ＊ P1-070 野田光彦 Pl-024 

西条寿夫 0-17 P1-073 P2-009 

西条旨子 ＊ 0-17 P2-031 P2-017 

西田裕一郎 ＊ 0-29 P2-084 野津あきこ P1-117 

P1-010 P2-121 野中道夫 P1-124 

P1-108 新田裕史 P1-095 延原弘章 P2-001 

P2-007 P2-084 

P2-055 二宮貴至 P1-092 

西田裕紀子 P1-113 二宮利治 0-05 萩原克郎 P2-087 

西田陽子 ＊ P2-028 0-12 狭間礼子 P2-073 

西野治身 0-11 丹羽和紀 P2-117 橋爪真弘 P1-070 

西野善一 P1-038 橋本修二 ＊ HS-01 

＊ Pl-044 P1-083 

P2-037 P2-116 

P2-044 橋本英樹 0-13 

P2-047 P1-056 

西村邦宏 0-30 橋本充代 P1-061 

根津智子 0-02 橋本夕紀恵 P1-009 P1-001 
根本明宜 P2-022 長谷川拓也 ＊ P1-092 P1-002 
根路銘安仁 P2-027 長谷川喜一 P2-039 P1-003 

P2-025 羽 田 明 0-48 P1-004 

P1-005 畑山陽子 P1-073 

＊ P2-031 能田淳
P2-121 

P2-087 
西村理明 P1-100 畠山洋輔 ＊ P2-072 

野口孝則 0-02 

西 本 寛 0-36 野口普子
P2-075 

0-19 
P1-042 蜂矢正彦 ＊ P2-054 

P1-087 
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服部聡 P2-068 Pl-017 ＊ P1-005 

羽入修 Pl-035 早野聡子 P1-107 樋口進 P2-110 

馬場俊明 P2-105 早渕仁美 Pl-006 樋口豪紀 P2-087 

浜崎景 0-19 P1-057 樋口満 P1-013 

P1-078 原梓 ＊ P1-036 彦聖美 Pl-072 

P1-087 原久美子 P1-033 ＊ P2-133 

P1-089 原茂子 P1-030 菱田朝陽 ＊ 0-40 

P1-096 P1-035 P1-023 

浜崎智仁 0-19 原憲行 P2-085 P1-034 

P1-087 原めぐみ 0-29 Pl-065 

Pl-089 ＊ P1-010 Pl-128 

浜島信之 0-20 P1-108 P2-049 

0-40 P2-007 P2-117 

0-45 P2-055 日高秀樹 0-30 

P1-022 原岡智子 ＊ P2-083 櫃本真幸 P2-014 

P1-023 原田成 Pl-073 P2-019 

P1-034 ＊ P2-121 日吉峰麗 P1-111 

Pl-041 バラチャンドランクマレンドラン 平井祐治 P1-014 

P1-065 P1-054 平井祐治 P1-015 

P1-112 針田伸子 0-33 平川洋一郎 0-05 

P1-123 伴淳子 0-22 0-12 

P1-128 ＊ P2-066 平澤玲子 P2-032 

P1-130 韓萌 ＊ P1-124 平田幸夫 P1-058 

P2-049 平野大志 ＊ 0-08 

P2-115 平原史樹 P1-046 

P2-117 桧垣靖樹 0-29 
平松且稔 P2-029 

＊ P2-118 P1-010 平山明由 P1-073 

濱西島子 P2-056 P1-108 P2-121 

P2-065 P2-007 廣川空美 ＊ P1-060 

濱野真二郎 P2-053 P2-055 広崎真弓 ＊ P2-135 

浜端宏英 0-14 東尚弘 P1-135 広瀬かおる ＊ P1-069 

早坂信哉 P1-016 東嶋美佐子 P1-124 Pl-101 

P1-092 東端孝博 ＊ P1-034 廣瀬英生 P1-020 

P2-083 P2-115 廣田直子 Pl-117 

P2-102 東山綾 P1-001 廣田良夫 P1-050 

林恵嗣 P2-008 Pl-002 P1-102 

林謙冶 P1-055 P1-003 P1-119 

林朝茂 0-33 P1-004 P1-120 
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•— 
P2-067 ＊ P1-035 

藤井航 P2-131 P2-032 

藤岡知昭 P1-031 逸 見 治 P2-100 

ファンゴクミン Pl-006 藤澤武彦 P2-004 

深 尾 彰 0-07 藤田和樹 ＊ P1-133 

P2-044 藤田ひとみ 0-39 賓澤篤 P1-085 

深 津 満 P2-052 P2-052 Pl-098 

P2-111 P2-111 P2-077 

P2-124 P2-124 ＊ P2-079 

P2-125 P2-125 P2-080 

P2-126 P2-126 星佳芳 P2-100 

P2-127 P2-127 星友 矩 ＊ P2-067 

P2-128 P2-128 星正治 P2-085 

深水亜子 P1-014 藤田委由 ＊ P2-101 星野祐美 P1-100 

P1-015 藤田裕規 P1-099 細矢光亮 0-18 

福井 充 P1-117 藤野善久 ＊ Pl-091 細田武伸 ＊ P1-077 

福岡敏雄 P2-072 P1-093 P2-129 

福島教照 P2-076 藤原和哉 P1-008 細野晃弘 P2-052 

福島若葉 ＊ P1-050 ＊ P2-032 P2-111 

P1-122 藤本修一 P2-004 P2-124 

福田莞爾 0-33 藤元昭一 P2-119 P2-125 

P1-017 藤吉朗 P1-115 ＊ P2-126 

福田奈菜 P1-130 藤原克彦 P2-081 P2-127 

＊ P2-115 藤原武男 0-16 P2-128 

福田由紀子 P2-062 ＊ P1-063 細野覚代 Pl-037 

＊ P2-091 Pl-063 P1-040 

P2-092 P2-082 Pl-042 

福田能啓 P1-104 藤原奈佳子 P1-132 Pl-047 

福富江利子 P2-135 藤原佳典 ＊ S2-02 ＊ Pl-101 

福原宏幸 P1-050 P2-132 P2-035 

福原正代 0-05 船渡川伊久子 ＊ 0-35 P2-050 

0-12 船渡川隆 0-35 堀芽久美 P2-038 

福本紘一 ＊ P2-035 古市照人 P1-061 堀川千嘉 P2-032 

藤井貴弘 P1-041 古島大資 P2-072 ＊ P2-034 

藤 井 仁 ＊ P1-018 P2-076 堀田美加子 0-29 

藤井瑞恵 ＊ P1-026 P1-010 

藤井仁人 P1-054 P1-108 

P2-051 P2-007 
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P2-055 松下真弓 P2-026 三澤仁平 P1-058 

本裁賢治 0-38 松下由実 P1-024 水木理恵 ＊ P2-082 

本庄かおり 0-32 松田彩子 0-36 水嶋春朔 Pl-018 

＊ P1-062 ＊ P1-042 P1-046 

本荘哲 P1-041 松田智大 ＊ 0-36 ＊ P2-022 

本城久司 P1-022 P1-042 水田明子 ＊ Pl-097 

本田靖 P1-064 P2-036 水野正一 0-01 

本間博彰 P2-082 松永一朗 P1-050 0-27 

松林公蔵 P2-135 P1-090 

松村祥恵 P1-025 水野敏樹 P1-033 

前川講平 P1-104 松本壮吉 P2-053 三角宗近 P1-086 

前田章子 Pl-122 松本俊夫 0-11 水守康之 P2-081 

前田一石 0-33 松山章子 0-41 溝井美穂 P1-095 

P1-017 松山裕 0-08 溝上哲也 P1-006 

前田慶明 P1-124 直野成康 P2-112 P1-024 

前田士郎 P2-012 丸銭笑子 0-17 P1-043 

蒔田浩平 ＊ P2-087 丸山広達 P2-019 P1-057 

蒔田真司 P1-068 ＊ P2-020 P1-126 

増子博文 P2-082 丸山博文 P2-085 溝上雅史 P1-048 

増野華菜子 P2-057 丸山皆子 ＊ P2-116 P2-054 

間瀬純治 ＊ P2-090 溝呂木園子 P1-105 

松井大輔 P1-033 ＊ P2-095 

松尾兼幸 ＊ P1-038 三浦克之 ＊ S1-04 P2-098 

松尾恵太郎 P1-037 0-30 道川武紘 ＊ P1-048 

P1-040 Pl-115 湊百合子 P1-028 

P1-047 P2-023 南優子 P1-044 

P1-101 三浦哲嗣 P1-026 三根員理子 P2-042 

P2-035 P1-039 簑輪員澄 P1-055 

P2-050 三浦雅史 P2-051 宮川尚子 ＊ P1-115 

松尾洋孝 ＊ P1-127 P2-067 P2-023 

P2-117 三浦美樹子 P2-101 宮城悦子 Pl-046 

松岡俊彦 P2-048 三浦宜彦 P2-001 宮木幸一 P1-056 

松岡豊 0-19 三神一哉 P2-106 P1-094 

＊ P1-087 三上春夫 P2-004 宮城雅也 0-14 

P1-089 三上洋 P2-064 三宅吉博 ＊ 0-15 

松川泰子 P1-033 御神本奈保美 P1-033 Pl-102 

松崎三十鈴 P1-121 三木誓雄 P2-049 宮崎あゆみ P2-096 

松下幸生 P2-110 三木哲郎 P2-033 宮崎滋 P2-029 
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宮 代 勲 0-06 P2-002 森川和彦 P2-112 

0-34 村上晴香 0-24 森河裕子 0-17 

宮田和明 P2-049 村上義孝 ＊ AW-02 森ロエミリオ秀幸 P2-022 

宮武伸行 0-24 P2-023 森賓敏夫 P2-072 

宮谷史太郎 Pl-033 ＊ P2-070 森田えみ 0-20 

宮地元彦 0-10 P2-071 ＊ 0-45 

＊ 0-24 村田和弘 P2-131 P1-023 

P1-013 村田千代栄 P1-092 P1-065 

P1-088 P1-110 P1-123 

宮野伊知郎 ＊ P2-134 P2-083 P1-130 

宮松直美 Pl-001 P2-102 P2-115 

P1-002 村山洋史 P2-132 森田光哉 P1-075 

P1-003 文鐘聟 ＊ P2-064 森本明子 0-01 

P1-004 ＊ 0-27 

P1-005 P1-025 

P1-025 メッタナンダサチス P1-054 森本彩 P1-100 

宮本賢二 P1-064 目時弘仁 P1-085 森山啓司 0-16 

宮本恵宏 P1-001 P1-098 守山敏樹 P2-119 

P1-002 P2-079 門間陽樹 P1-081 

P1-003 ＊ P2-080 ＊ P2-078 

P1-004 P2-112 

P1-005 

P2-031 八重樫伸生

三好規子
毛利一平 P2-061 八木淳子P2-019 
最上朗 P2-081 柳沼絵美子 P2-001 P2-020 
杢野純一郎 P1-128 柳生聖子 P1-104 村上雅仁 P1-124 

＊ P2-049 屋代真弓 0-26 三輪正直 P1-041 
元木葉子 ＊ Pl-046 安田和基 P1-006 

百田貴洋 0-32 安田孝子 ＊ P1-016 

撫井賀代 P1-050 森厚嘉 P2-117 P2-102 

穆浩生 P1-077 森貴幸 ＊ P2-120 安田誠史 ＊ S2-01 

P2-129 森浩実 P2-019 P2-134 

向井直子 0-05 P2-020 安田宜成 P2-119 

0-12 森満 P1-026 安村誠司 ＊ 0-18 

武藤香織 0-37 P1-039 0-30 

P2-012 P1-124 谷地洋子 P2-032 

P2-074 森康子 0-22 八谷寛 P2-011 

武藤孝司 P1-045 P2-066 P2-030 
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P2-090 山地太樹 P1-036 P2-130 

柳川洋 0-26 P1-048 山本洋介 P2-059 

矢野栄二 0-35 山下健太郎 ＊ P2-030 

矢野昌充 P1-012 山下俊一 0-18 

山内貴史 0-21 山下英俊 0-28 楊玉興 ＊ P1-041 

山岡和枝 ＊ P1-007 山田章子 0-33 横井加奈子 P1-014 

P1-009 P1-017 P1-015 

P1-011 山田琢 P2-081 横井左奈 ＊ P2-004 

P2-108 山田珠樹 P2-052 横田賢一 ＊ P2-042 

山縣邦弘 P2-119 P2-111 横田俊平 P1-107 

山縣然太朗 ＊ HS-04 P2-124 横塚昌子 P1-009 

0-14 P2-125 P2-108 

0-16 P2-126 横手幸太郎 0-28 

P1-083 P2-128 横道洋司 ＊ P1-129 

P1-105 P2-127 横山和仁 P1-125 

P1-129 山田信博 0-28 横山徹爾 P1-018 

P2-058 P1-035 P2-109 

P2-094 P2-032 横山弥枝 P2-129 

P2-095 P2-034 横山由香里 P1-088 

P2-097 山田宏哉 Pl-022 吉岡美紀 P2-062 

P2-098 P1-112 P2-091 

山川百合子 0-32 山田文也 ＊ P1-049 ＊ P2-092 

山岸良匡 ＊ 0-03 P1-051 吉川綾 P1-033 

0-04 山田将之 0-32 吉川邦子 P1-014 

P1-027 山田睦子 Pl-106 P1-015 

P1-028 山田裕子 ＊ P2-062 吉川徳茂 0-25 

P1-029 P2-091 吉澤和子 0-41 

P2-002 P2-092 由澤咲子 P2-032 

P2-003 山中珠美 ＊ P2-113 吉澤剛士 ＊ P1-114 

P2-014 山中美佳 P2-086 由田克士 P1-115 

P2-015 山西弘一 0-22 吉田大悟 ＊ 0-12 

P2-024 P2-066 吉田英昭 P2-119 

P2-030 山本景子 P2-103 吉田裕人 P2-132 

山口直人 P2-072 P2-104 吉田雅博 P2-072 

P2-075 山本聡美 P2-039 P2-075 

P2-076 山本駿 ＊ P2-096 吉永正夫 P2-096 

山口美輪 P1-111 山本信玄 P2-081 吉原雅大 ＊ P1-028 

山崎新 ＊ P2-081 山本龍生 ＊ Pl-058 吉村彩子 P1-014 
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＊ Pl-015 

吉村 英 一 P1-088 

吉 村 加 奈 P2-019 

P2-020 和田泰三

吉 村幸雄 P2-034 和田貴子

吉村建 清 P2-084 渡辺章由

吉 本 恵 子 Pl-090 渡邊生恵

米 澤 英 雄 P1-104 渡邊功

米島 秀 夫 0-11 渡邊悦子

P2-069 渡辺香織

渡邊純子

李媛 英 P2-003 渡邊昌

P2-011 

李 元 元 P2-004 渡 邊 聡 一

林 櫻松 P1-104 渡邊崇

若 井 建 志 P1-023 
渡辺毅

＊ 0-09 
渡辺宏

0-20 

0-40 

0-45 

P1-034 
渡邊至

Pl-065 
渡辺満利子

P1-123 

P1-130 

P2-115 
渡 邊美 貴

P2-117 

P2-116 

若 林 一 郎 Pl-005 

若 林 洋 子 P1-029 

脇 嘉代 P1-024 
渡辺洋子

脇田隆 字 P2-054 
渡邊能行

和氣加奈子 P2-076 

鷲尾昌一 ＊ P1-039 
度會理佳

和 田清 P1-055 

和田恵 子 0-42 
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＊ P2-103 

P2-104 

P2-114 

P2-135 

P1-077 

0-32 

0-07 

Pl-033 

P1-049 

P2-103 

P2-104 

＊ P2-108 

0-01 

0-27 

P2-076 

＊ 0-38 

0-43 

P1-038 

P2-119 

0-03 

P1-008 

P1-045 

P2-002 

P2-031 

＊ P1-009 

Pl-011 

P2-108 

P1-040 

P1-047 

Pl-101 

P2-035 

＊ P2-050 

P2-087 

P1-033 

P2-116 

P1-022 

＊ P1-112 

• Akita T omoyuki P1-052 

Akter Shamima P1-032 

ANDO Masahiko P2-041 

Chadeka Evans P2-053 

Changoma Mwatasa P2-051 

P2-067 

Chei Choy-Lye P2-014 

CHOU Wan-Ting 0-38 

＊ 0-47 

Dambadarjaa Davaalkham 

P2-021 

DO HUY SON ＊ Pl-052 

Domyung Paek ＊ Sl-01 

Elliott Paul P1-115 

Evans Rhobert W. P1-115 

FARHANA Ferdousi P2-013 

Grant Eric P1-082 

P1-086 

Grossarth Ronald P1-066 

Hayabuchi Hitomi P1-032 

HOANG VAN LUONG 0-17 

INTERLIPID,INTERMAP研究グループ

P1-115 

ISO Hiroyasu 

James Kimotho 

P2-013 

P2-040 

P2-041 

P2-051 

P2-067 

Japan Arteriosclerosis Longitudinal 

Study Group * 0-31 

J-MICC Study Group P 1-033 

P1-130 

J-MICC研究グループ

0-40 

Kakizaki Masako 0-4 7 

Kalenda Dan Justin Yombo 

P2-053 



Karama Mohamed 0-41 Nakahata Noriko P1-084 T akezaki T oshiro Pl-084 

P2-051 Nanri Akiko P1-032 T AMAKOSHI Akiko P2-040 

P2-067 NAY CHI Htun P2-075 P2-041 

P2-088 Nerome Yasuhito P1-084 P2-107 

Katayama Keiko P1-052 Ng Chris Fook Sheng TAMAKOSHI Koji P2-107 

Katsuyuki Miura ＊ S1-04 ＊ P1-079 Tanaka Junko P1-052 

Kawachi Ichiro 0-23 ＊ P1-080 Tomata Yasutake 0-47 

Kiche Ibrahim P2-051 NGUYEN THI NGUYET ANH TRAN HAIANH 0-17 

P2-067 0-17 TRAN NGOC NGHI 0-17 

P2-088 NGUYEN VAN NHON P1-052 Tsuji Ichiro 0-47 

K'Opiyo James P2-088 Niimura Hideshi P1-084 Ueda Kayo P1-079 

Kuller Lewis H. P1-115 Nitta Hiroshi Pl-079 Pl-080 

Kurotani Kayo P1-032 P1-080 Ulziisaikhan Undrakh P2-021 

Kusano Ken P1-084 Njenga Sammy P2-053 WADA ICHIRO P2-122 

Kuwabara Kazuyo P1-084 Owaki T etsuhiro Pl-084 WAGATSUMA Yukiko 

La Vecchia Carlo P1-047 Peiyu WANG ＊ S1-02 ＊ P2-013 

LI Yuanying ＊ P2-040 Pham Ngoc Minh Pl-057 WAKAI Kenji P2-040 

MA Enbo P2-013 P1-126 P2-041 

＊ P2-041 ＊ P1-032 WAN Xia P2-013 

P2-122 PHAM THE TAI 0-17 WANG Chaochen ＊ P2-107 

Manami Inoue ＊ S1-03 PHONG THAN PHUONG Wanyua Sheru P2-088 

Mantjoro Eva P1-084 0-17 Watanabe Takashi 0-47 

P2-025 Poudel-Tandukar Kalpana Willcox Bradley P1-115 

P2-027 Pl-024 Y AMAGISHI Kazumasa 

Mary Kemunto 0-41 Rachet Bernard 0-06 P2-040 

Masaki Kamal H. Pl-115 Rodriguez Beatriz L. P1-115 P2-041 

Matsuo Junko P1-052 Samson Muuo P2-051 YANG Gonghuan P2-013 

Mizoue Tetsuya Pl-032 P2-067 Yasuda Kazuki P1-032 

MOTAHARE Kheradmand Sato Masao P1-032 YATSUYA Hiroshi P2-040 

＊ Pl-084 Shagdarsuren Oyu-Erdene P2-107 

P2-025 P2-021 Zero Kristina P2-003 

P2-027 Shimatani Keiichi P1-084 ZHENG Wei P1-105 

Munkh-Ochir Uranzaya Stamler Jeremiah P1-115 ＊ P2-094 

P2-021 Sugawara Yumi 0-47 

Mutungi Faith P2-053 TAKAHASHI Hideto P2-013 

Mwatasa Changoma 0-41 ＊ P2-122 

Mwau Matilu P2-051 Takeuchi Ayano P1-079 

P2-067 P1-080 
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