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要

旨

私たちは，健康寿命延伸とビタミンDの加齢性疾患予防効果の解明を目的として，加齢性運
動器疾患，認知症， その他の疾患のリスク要因や予防要因を包括的に解明する地域住民コホー
ト研究を2011年に新潟県村上保健所管内で開始した． エンドポイントは，死亡と疾患罹患率
であり，対象疾患は，骨粗霜症性骨折，変形性膝関節症，認知症，

慢性痙痛， その他である．

健康調査票によるベースライン調査に同意した参加者(n=14,364)の平均年齢は，男性59.2歳
(SD=9.3, n=6,907),女性59.0歳(SD=9.3, n=7,457)であった．

また，血液検体のある参加者

(n=8,497)の平均年齢は，男性56.5歳(SD=18.4,n=3,710),女性45.4歳(SD=16.5,n=4,787)
であった．調査票による5年後フオローアップ調査を2016〜2017年に行い（回収率61%),
疾患追跡を順調に進めている．

キーワード：コホート研究，健康寿命，加齢性疾患骨粗髭症，認知症

ている．健康寿命延伸のためには，

はじめに

予防策を確立することが重要となる．
日本の高齢化は加速している. 2016年の老年

人口割合は27.3％となり, 2055年には38.0%に

ら，

これら疾患の
しかしなが

リスク要因の解明が進んでいる脳血管疾患を

除くと，他の4疾患のリスク要因に関するエビデ

なると推測されている')． それに伴い，要介護高

ンスは限られている．

齢者も急増している．要介護認定者数は，制度創

これらの疾患予防に有用であることが示唆されて

設時(2000年）の218万人から2016年の622万

いる． そこで私たちは，健康寿命延伸とビタミン

人と約3倍に増加している')．

また，平成28年

Dの加齢性疾患予防効果の解明を目的として，加

国民生活基礎調査2）によると，介護が必要にな

齢性運動器疾患認知症， その他の疾患のリスク

った主な原因疾患は，上位から認知症（18.0％)，

要閃や予防要因を包括的に解明する地域住民コホ

また，近年ビタミンDが

脳血管疾患（16.6％)，高齢による衰弱（13.3％)，

ート研究を2011年に新潟県村上保健所管内で開

骨折・転倒（12.1％)，関節疾患（10.2％） となっ

始した3)4)．
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研究の概要
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8,497人であった(図1) .血液検体提供の場所は，
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情報も得た．

の他であり，
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それらの疾患の情報を協力￨災療機関
また， 要介護認定の情報も得る．村上
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であった

の割合は，それぞれ，男性で3.0%, 67.2%, 26.4%,
3.4％，女性で6.6%, 71.7%, 18.1%, 3.5%であった．

他のコホート研究との連携

喫煙者の割合は，男性33.3％，女性7.1％であり，飲
村上コホート研究の調査票は国立がん研究セン

酒者の割合は男性80.6%,女性34.0%であった．

血液検体のある参加者(n=8,497)の平均年齢

ターが行うがんの全国コホート研究(JPHC‑

は,男性56．5歳(SD=18.4,n=3,710),女性45.4歳

NEXT研究7)) と共通の調査票を使っている． が

(SD=16.5,n=4,787)であった．血中25 (OH)D

んの罹患や死亡に関連する要因の探索には

レベルの平均値は，

JPHC‑NEXT研究とのデータ統合を行うことで

男性で56.5nmol/L(22.6

ng/mL) (SD, 18.4nmol/L),女性で45.4nmol/L

統計学的パワーを上げて解析を行う．

また，新潟

であった

県内で行われているもう一つの大規模コホート研

血中25 (OH)Dレベルの低値(<50

究である魚沼コホート研究8） も共通の調査票を

nmol/Lまたは<20ng/mL]), 不足値(50‑74

使っている．将来，村上コホート研究と魚沼コホ

nmol/Lまたは20‑30ng/mL]),充足値（≧75

ート研究のデータ統合による解析が可能である．

(18.2ng/mL) (SD, 16.5nmol/L)
(P<0.001).

nmol/Lまたは≧30ng/mL])を示した者の割合
は，

それぞれ52.9％， 37.8％， 9.3％であった．血

中25 (OH)Dレベルは，

ま

とめ

日光浴や食習慣などの

多くの生活習慣と関連していた．本研究における

私たちは加齢性疾患予防を目指す大規模コホー

血中25 (OH)Dレベルの関連要因については原

ト研究（村上コホート研究）のベースライン調査

著論文5）を参照されたい．

を完了し,本コホート研究を立ち上げた．

さらに，

5年後フォローアップ調査を完了し，疾患追跡を
認知機能検査

順調に進めている．

これから5年間に蓄積された

データを整理・解析し，成果を順次公表していき
認知症予防は社会的に重要なテーマであり，本

たい．

コホート研究においても認知症の発症は主要なア

ウトカムの一つである．認知症の発症を多面的に

理解するため，本コホート研究のサブグループ

(n=1,814)に対して認知機能検査の一つである
Mini‑MentalStateExamination (MMSE)を2014

〜2016年に行なった6)．認知機能検査を受けた

謝

辞

本コホート研究にご協力いただきました下記施設の

関係者の方々に感謝の意を表します．

共催機関：新潟県・村上保健所，村上市，関川村，粟
島浦村
協力機関：村上市岩船郡医帥会

サブグループに対して5年後に再度MMSEを行

血液検体収集協力施設:村上総合病院･同健診センター，

う予定であり， 5年間の認知機能低下とそのリス

新潟県立坂町病院，村上記念病院，瀬波病院，肴町病院，

ク・予防要因を特定する．

lll北徳洲会病院青木医院荒川中央クリニック，安
斎医院，いが医院，おたく医院， さくら内科クリニック，

5年後フォローアップ調査

当初の予定通り，調査票による5年後フォロー
アップ調査を2016〜2017年に行った．具体的

には，ベースライン調査票の項目を厳選した追跡
用調査票を作成し，郵送法にて調査票の配付と回
収を行った．

発送数は13,816人で回収率は61%

佐藤医院，佐藤内科医院，佐藤内科小児科医院，佐藤
クリニック，佐野医院，澤田医院，鈴木医院，鈴木医
院（胎内巾)，瀬賀医院，関川診療所，刈烏医院，本間

医院下越総合健康開発センター，健康医学予防協会，
新潟県労働衛生医学協会，新潟県健康管理協会， （株）
ビー・エム・エル，

（株）江東微生物研究所

疾患追跡協力施設：村上総合病院新潟県立坂町病院
lll北徳洲会病院，村上はまなす病院荒川中央クリニ

新潟医学会雑誌第132巻第4号平成30年(2018) 411

130

ヅク，佐々木整形外科，佐野医院， たかはし整形外科
クリニック， 中条中央病院，黒川病院，新潟県立新発
田病院，鶴岡市立荘内病院
村上コホート研究における新潟大学以外の共l,il研究
者は以下のとおりである（敬称略)．

高地リベカ （奈良女子大学)，斎藤トシ子,小林吊作（以
上，新潟医療福祉大学)，押木利英子，高橋￨ﾘl美（以上，
新潟リハビリテーション大学)，津金昌一郎(IKI立がん
研究センター)，伊木雅之（近畿大学)，佐々木綾子（村
上保健所)，山崎理（新潟県福祉保健部）

K,TakahashiA,TsuganeS, IkiM,SasakiAand

YamazakiO:TheMurakamiCohortStudyof
vitaminDforthepreventionofmusculoskeletal

andotherage‑relateddiseases: astudyprotocol.
EnvironHealthPrevMed23:28,2018.

5)NakamuraK,KitamuraK,TakachiR,SaitoT,
KobayashiR,OshikiR,WatanabeY,Tsugane
S, SasakiAandYamazakiO: ImpaCtof

demographic, environmental, and lifestyle
factorsonvitaminDsufficiency in9,084

参考文献

Japaneseadults・Bone74:0‑17,2015.

6)KitamuraK,WatanabeY,NakamuraK,
1）厚生労働統計協会：国民衛生の動向2017/2018.

TakahashiA,TakachiR,OshikiR,Kobayashi

厚生労働統計協会，東京， 2017.
2）厚生労働省:平成28年国民生活基礎調査の概況．

R,SaitoT,TsuganeSandSasakiA:Weight

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/

cognitiveimpairment inmiddle‑agedandelderly

k‑tyosa/k‑tyosal6/.

Iossfrom20yearsofage isassociatedwith
individuals.PLOSONE12:eO185960,2017.

3）村上コホート調査：鮭で元気プロジェクト．

7）国立がん研究センター予防研究グループ：次世

http://www.med.niigata‑u.ac.jp/hyg/murakami/

代多目的コホート研究(JPHC‑NEXT).

index・html.

http://epi.ncc.go.jp/jphcnext/.

4)NakamuraK,TakachiR,KitamuraK,SaitoT,
KobayashiR,OshikiR,WatanabeY,Kabasawa

8）新潟大学健康増進医学講座:https://www
facebook.com/NUHPM.

