
1  研究拠点形成

１．はじめに

　山形大学に医学部が新設されたのは昭和48年であ

る。草創期には、医学部スタッフは医学部および附属

病院の教育・診療体制の立ち上げ・充実に専念したが、

それが一段落すると、県下の市町に赴き、地域住民を

対象に健康診断を実施した。そして今日までに、多く

の貴重な健診データを蓄積してきた。同時に、これら

のデータを市町の健康行政にも役立ててきた。最初に

健診がスタートしたのは舟形町であり、1979年（昭和

54年）のことである。それ以降現在まで、28年間の

長きに亘って糖尿病を中心とした住民健診を行ってき

た（図１）。その後、1990年（平成2年）より川西町

で肝臓病健診、1991年（平成3年）より白鷹町で閉

経後の婦人科健診、2000年（平成12年）より高畠町

で脳卒中予防健診、2001年（平成13年）より寒河江

市（市内の3地区）で脳卒中予防健診を開始した（図

１）。さらに2003年（平成15年）、21世紀COEプロ

グラムの採択を受け、高畠町に「疾患予防センター」

を設立し、ここを基点に2004年より高畠町で生活習慣

病全般の健診を大規模に行っている（図１）。

　本拠点の特色は、① 長年に亘る健診の歴史であり、

その結果、山形大学と地域住民との間に培われた信頼

関係、② 国内で最大規模のコホート、および ③ 健診

の精度が高いこと、つまり、一般検査項目に加えて、

特殊血液・生化学検査、糖負荷試験、頚部血管エコー検査、

腹部エコー検査、脳 MRI 、脳MRアンギオグラフィー、
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図１．山形大学の地域疫学コホートの拠点

1979年より舟形町で糖尿病健診がスタートし、それ以降、県内各地で健診活動がス
タートした。



24時間血圧モニター、呼吸機能検査、眼底検査などの

精度の高い検査を実施していることである（図２）。

　また、パーキンソン病については各市町の人口規模

では患者数が少ないので、全県レベルで患者調査を行

い、その結果、山形県内に1477名の患者が居住して

いることを確認した。これらの患者から一定の基準を

満たす患者を厳選し、地域の健常高齢者をコントロー

ルとして遺伝統計学的関連解析を行った（図３）。

　舟形町、高畠町、川西町、寒河江市で得られた健診

データは、単に医学研究に使用するだけでなく、医学

部から医師が地域に出向き、これらのデータを踏まえ

て地域住民の健康教育や健康指導に役立ててきた。そ

して、この健康教育活動を系統的に行う

ため、地域・大学発研究所「COMEセン

ター」が中心となり、山形大学医学部と

地域の自治体の協力のもと、2007年に

「すこやか教室」を立ち上げた。 これは、

これまで不定期に行われていた各市町で

の「住民のための健康教室」を、定期的・計

画的（年間10～15回）に実施するため

に組織したもので、これにより、種々の

疾患をテーマにして医学部の専門医が講

演・指導するシステムが構築された。

　尚、地域・大学発研究所「COMEセン

タ ー」の「COME」と は「Creation of 

Order-made Medicine and Education」

の頭文字から作った。

　「COMEセンター」は、石坂公成氏と

上記の地方自治体の長が発起人となり立ち上げた組織

であり、地域住民の健康増進や医学研究の推進などを

理念としている。私達はこれらの健診コホートを基盤

として、自発的に参加を表明した多数の住民からイン

フォームドコンセントを得た後、DNAのサンプリング

を行い、糖尿病をはじめとする生活習慣病、消化器疾

患、呼吸器疾患、心疾患、神経疾患などの発症・進展

に関与する遺伝子多型の解析に取り組んだ。その結果、

糖尿病、肝炎、パーキンソン病および慢性閉塞性肺疾

患の4疾患については疾患感受性遺伝子多型を明らか

にし、現在、特許を申請している。 
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図２．脳卒中予防健診での頚部血管エコー検査と脳MRI検査

高畠町と寒河江市の脳卒中予防健診では頚部血管エコー検査や脳MRI検査に加えて、
24時間血圧モニター、糖負荷試験など、精度の高い検査を行っている。

図３．山形県のパーキンソン病患者と地域の健常高齢者
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　高畠町は山形市の南方約30 kmに位置する人口約

27,000人の町である（図１）。この町は江戸時代には

天領であり、隣接する上杉藩（現在の米沢市）とは住

民の気質にもかなりの違いがあったようだ。私達の高

畠町健診は、2000年、「脳卒中ボケ予防健診」として

始まった。この町の70歳の全住民350人を対象（第

１集団）に脳MRI、高次脳機能検査、神経学的診察、

血液・生化学検査等を行った（５ページの図２）。最初

の年の受診率は76.9％であり、まずまずの受診率で

あった。しかし、健診対象者（70歳）でありながら参

加しなかった住民の中には、「俺は、まだボケていない」

と言って、健診を拒否した方もいた。そこで、その翌

年からは「ボケ」の文字を削除し、「脳卒中予防健診」

と改めた。2002年からは、「第2集団」として60歳

の全住民を対象としたコホートを設定し、

脳MRI検査など「第1集団」と同様の健診

を行った。そして、現在、「第1集団」は

7年間に亘り追跡調査を行い、数々の重要

な新知見を得た。今後10年間に亘り、こ

の2つの集団（世代）の健康状態について

追跡調査を行う予定である。

　2003年、山形大学が申請した研究課題

「地域特性を生かした分子疫学研究」が21

世紀COEプログラムに採択された。この採

択を受け、本学医学部および附属病院の全

構成員による支援体制を得るため、学内外

に図２のような組織を構築した。本プログ

ラムの方針を決定する組織として「COE統

括委員会」を設置し、医学部長、附属病院長、拠点リー

ダー、拠点サブリーダーがその任に当たった。そして、

外部の識者から必要に応じて提言や助言をいただくた

めに、石坂公成氏（日本学士院会員）、坪井昭三氏（山

形大学元学長）、村松正明氏（東京医科歯科大学教授）に

「Advisory board」のメンバーになっていただいた。

一方、「分子生物学研究教育部門」は大学院教育を担当

し、「分子疫学研究教育部門」は実際の臨床疫学調査と

分子疫学研究を行った。特に、「健診ワーキンググルー

プ（WG）」は医学部の種々の職種の人達に加えて、町

の健康福祉課の人達も参加し、健診の具体的なプラン

を立て、検診現場ではリーダーとして活躍した。これ

ら「健診WG」の人達を中心に、1回の健診には多数

の医師、看護師、技師が参加し（図３）、これにより健

診活動はスムースに進行した。また、多数の人が整然

と間違いなく仕事をするためには、各担当部署の役割

をマニュアル化する必要がある。そこで、各部署ごと

のマニュアルを作成し、担当者に遵守するよう徹底し

た。このマニュアル作成も健診活動をスムースに進行

させるのに大きく貢献したと思われる。
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図１．山形県高畠町（高畠町町勢要覧より）

図２．山形大学の21世紀COE研究教育の組織

１－１　高畠町の生活習慣病予防健診（げんき健診）



　上述の高畠町の「脳卒中予防健診」は第一集団と第

二集団を設定し、予定通り進行しているが、それに加

えて2004年より、21世紀COEプログラムのメイン

の健診として「生活習慣病予防健診」（げんき健診）を

発足させた。この健診で最も心を砕いたのは「イン

フォームドコンセントの徹底」と「検体の匿名化」で

ある。

　インフォームドコンセントは2段階方式を採用した

（図４、５）。最初に、健診受診者を7～８人のグルー

プに分け、グループごとに医師が本研究の目的・内容・

意義などについて説明をした。その後に、看護師によ

るマンツーマンの説明が行われ、本研究に協力いただ

けるか否か受診者に尋ねた。そして、同意の意思を表

明した受診者には同意書に署名をしていただく、とい

う手順である。 
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図３．山形大学医学部附属病院から多数の医師、看護師、技師が健診に参加

図４．２段階方式のインフォームドコンセント



1  研究拠点形成
　受診者が同意するか否か迷っている時には、「今回の

健診では同意を頂かない」ことを鉄則としている。そ

のような受診者には1年間よく考えていただき、次回

（翌年）の健診受診時に、再び、医師および看護師によ

る同様の説明を受け、同意の意思の有無を表明してい

ただくようにしている。

　このようにして、2004年春から2007年11月まで

に4,347人の高畠町住民が本健診を受診し、3,520人

（81％）が特殊検査（通常の健診では行われていない

精度の高い検査：たとえば呼吸機能検査など）に同意

し、3,319人（76%）が遺伝子

検査に同意した（ただし、遺伝

子検査の同意者のうち12人の

採血はうまく行かず、最終的に

DNA検体が得られたのは3,307

人であった）。

　検体の匿名化については、二

重の匿名化システムを構築した

（図６）。健診受診者は健診会場

で、町の健康福祉課の担当者か

ら「受診番号」が付与される。

そして、本研究に文書で同意さ

れた受診者は、受診番号がラベ

ルされた「銀色の袋」（袋の中は

見えない）を受け取る。この中

には複数のスピッツ（採血管）

が入っており、これらのスピッ

ツにはコンピューターによりラ

ンダムに付与された「ID」がラ

ベルされている。採血時にス

ピッツは袋から取り出され、袋

はシュレッダーで破棄される。

これにより、二重の匿名化が成

立する。つまり、スピッツにラ

ベルされたIDから受診番号に

遡れるのは、「受診番号とIDの

対応表」を管理している個人情

報管理者だけであり、さらに、

受診番号から個人を特定できる

のは町の健康福祉課だけである。

したがって、それぞれ独立した

二重の関門が存在するため、ID

から個人を特定するのは、事実

上、不可能である。

　「特殊検査」に同意した受診者
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図５．健診現場でのインフォームドコンセントの風景

図６．二重の匿名化システム



には、呼吸機能検査、ヘリコバクター抗体、フィブリ

ンモノマー、アディポネクチン、ホモシステイン、糖

負荷試験、腹部エコー検査など、37項目の精度の高い

検査を行った（図７）。そして、これらのデータはデジ

タル化され、貴重な「臨床データベース」として高畠

疾患予防センターの金庫に保管されている。高畠疾患

予防センターは、公立高畠病院内の1室であるが、こ

の部屋の鍵は病院のマスターキーでは開かず、個人情

報管理者がその鍵を管理している。この部屋の中に「臨

床データベース」の入った金庫があるが、その金庫の

ロックは指紋照合であり、個人情報管理者（１人）と

補助者（１人）の２人の指紋でのみ、その金庫を開け

ることができる。

　このようにして構築した「臨床データベース」と

「SNPsデータベース」を用いて、現在、循環器、呼吸

器、腎臓、消化器、肝臓、神経、糖尿病、動脈硬化、

血液などの領域の病気・病態とSNPsとの関連を解析

している。個々の研究の詳細については、それぞれの

事業推進担当者の研究成果のページを参照されたい。 
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図７．健診現場での検査風景
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　 診とは

　山形大学医学部第三内科は、1979年より、山形県舟

形町（図１左）と共同で35歳以上の全住民を対象と

した糖尿病検診を行っている。糖尿病の診断を確実に

行う為、1990年より受診者全員に糖負荷試験を行って

いる。本検診では、舟形町の３地区（図１中）を年に

１地区毎に順番に廻り、３年で全地区を終了、また、

各地区は５年毎に追跡調査している。1990年以降の検

診では、詳細な臨床データが完備しており、コホート

（図２）として追跡調査を進めている。
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図２．舟形糖尿病検診の流れ。３年で全ての地区の検診を終了。
これを１つのコホートとして追跡調査している。　
現在、コホート４までを終了。　　　　　　　　　

図１．山形県舟形町の地図、及び、検診風景

１－２　舟形町糖尿病検診



　研究成果

　本検診の受診者を対象に、断面、及び、コホート研

究を行っている。1998年からは遺伝子解析も加えた。

これまでの主な成果は以下。

１．本邦における糖尿病の有病率の推定の魁となり、

厚生省の資料の一翼となった。

　また、本検診事業は社会的にも高く評価され、舟形

町は厚生労働大臣より表彰された（右下図）。

２．コホート研究を基に以下の報告をおこなった。

ａ．耐糖能障害（IGT）は大血管障害の危険因子で

あるが、空腹時過血糖はそうではないことを世界

に先駆けて報告し、食後過血糖の重要性を証明し

た（Tominaga M, et al. Diabetes Care 22：920-

924, 1999）。

ｂ．同様に、大血管障害の内訳をさらに解析し、日

本人ではIGTは特に脳血管障害の危険因子であ

ることを報告した（Oizumi T. et al. Metabolism, 

in Press；図４）。
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図３．糖尿病の有病率
（厚生労働省糖尿病調査研究班報告、1994）

図４．耐糖能別に見た大血管障害、脳卒中、及び、心血管障害の累積発症率。
上段は糖尿病、IGT，NGTに下段は糖尿病、IFG，NGTに分類。 
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ｃ．近年、脂肪細胞から分泌される善球のアデイポ

サイトカインとして注目されているアデイポネク

チンに関しても種々の解析を行っている。特に、

血清アデイポネクチン低値者は、現在、正常耐糖

能であっても、将来の糖尿病発症の危険性が高い

事を、一般住民での解析で世界で始めて報告し、

低血清アデイポネクチンの重要性を広く喚起した

（Daimon M, et al. Diabetes Care 26：2015-2020, 

2003；図５）。

３．糖尿病の危険遺伝因子の解析。本研究では、糖尿

病の危険遺伝因子の解析を比較的早い時期から行っ

ており、これまでにβ３‐アドレナリン受容体を始め

とし（Oizumi T, et al, Diabetes Care 24：1579-1583, 

2001）多数の病因遺伝子多型を報告して来た。特に、

ABCA1（Daimon M, et al. BBRC 329：205-210, 2005），

Nephrin,（Daimon M, et al. Diabetes Care 29：1117-

1119， 2006） PIK3C2G （Daimon M, et al. BBRC, 

in press）は、新たな報告であり、今後の研究に影響

を与える重要な報告と思われる。また、TNF-αの

遺伝子多型に関しては病態と関連する機能解析も行

い、その意義を確かなものとした（図６）。 
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これからの展望

　コホート研究は長く追跡したデータを用いることにより、より精度の高いものとなる。今後も追跡調査を進め

る。また、遺伝子解析も加え、単なる遺伝子型による関連解析をを超えた、遺伝子環境因子相互関係を踏まえた

精度の高い解析を行って行く予定である。

図５．正常耐糖能からの糖尿病発症の
　多重ロジスチック解析分析

図６．TNF-αIVS1 G123A多型の機能解析

Ａ：ゲルシフトアッセイ…Ａアレルに特異的に結合する核内蛋白が存在する（レーン５，６）
Ｂ：Ａアレルへの特異的結合は転写因子YY-1の特異的塩基配列（プローブ、cYY-1）にて阻害されるが（レーン３）、変

異プローブでは阻害されない（レーン４）。また、YY-1抗体にてシフト　バンドのスパーシフトが認められた。
Ｃ：プロモーター　レポーター　アッセイ…1X（１個）、3X（３個順番に並べた）はレポーターベクターに挿入したプロ
モーター断片の数。Ａアレルの方がＧアレルより転写活性にあたえる影響が大きかった。



　寒河江市脳卒中予防健診とは

　山形大学医学部生命情報内科は2001年より、山形県

寒河江市（ 図1左） と共同で70-72歳の住民を対象

とした脳卒中予防健診を開始。対象者に脳MRI、頸部

血管エコー、糖負荷試験、24時間血圧測定などを行い、

危険因子等を検討した。本健診では寒河江市の8地区

（表1） を年に一度順番にめぐり、4年で全地区を終了。

その４ 年後に追跡調査を行っている（図2）。今後も

健診事業は継続され、詳細な臨床データを完備したコ

ホートとして追跡調査を進めている。 
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１－３　寒河江市脳卒中予防検診
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煙検診から得られた臨床データについて

１．年齢と細動脈病変との関係について

　大脳白質病変は61歳の43.2%、70歳の85%におい

て認められ、大脳の細動脈病変には年齢が強く関係し

ているものと考えられた(図３）。

２．大脳細動脈病変と危険因子について

　ロジスティック解析では、年齢および高血圧症が大

脳細動脈病変（ラクナ梗塞および白質病変）の独立し

た危険因子であった（表２）。
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表２．細動脈病変と生活習慣病との関係（高畠健診受診者を一部含む）

図２．寒河江市脳卒中予防健診の流れ

図３．大脳白質病変のグレードおよび頻度
　　 年齢別の比較（高畠健診受診者を含む）



３．大脳細動脈病変と認知機能について（図４）

　細動脈病変が強くなるに従い、MMSEの値は低下し、

細動脈病変が将来の認知機能障害に関係しているもの

と考えられた。
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図４．大脳細動脈病変と認知機能（高畠健診受診者を一部含む）

煙研究成果について

　コホート研究をもとに以下の報告を行った。

１．Microalbuminuriaは統計学的に大脳細動脈病変

（ラクナ梗塞および白質病変）の独立した危険因子で

あることを明らかにした（Wada M, et al. J Neurol 
Sci., 2007)。
２．慢性炎症のマーカーである高感度CRPを測定し、

大脳細動脈病変および頸部血管動脈硬化性病変と

CRPとの関係を解析した結果、慢性炎症は頸部血管

動脈硬化性病変の存在と関係するものの、大脳細動

脈病変との関係は明かでなかった(Wada M, et al., 

J Neurol Sci., 2008)。
 

煙これからの展望

　詳細な臨床データを備え、かつ解析対象を長期間追

跡することでコホート研究はより精度の高いものとな

るものと考えられる。今後も追跡調査を進めるととも

に、遺伝子解析を加え、遺伝子環境因子相互関係を踏

まえた解析を行っていくことが必要と考えられる。
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　現在、わが国におけるＣ型肝炎ウイルス（HCV）感

染者は200 人に上るとも 定されている。慢性肝疾

患の大多 はHCV持続感染に起因するものであり、肝

細胞がん患者の80％以上にHCV感染が認められる。

HCV感染者の 期発見と治療は急 であり、現在、国

を てのHCV感染対 事 が行われている。Ｃ型肝

炎は 急に す き重要な感染症と えるが、その

自然史については未解明の点が多い。また、ＨＣＶの

感染経過に影響する宿主 の遺伝要因については解明

されていない。

　HCV感染者の分布は世界的あるいは国内的に、地域

的な偏りがある。山形県においても、HCV感染者の地

域分布には偏りがあり、高感染地域が存在する。その

ような地域では、慢性肝臓病の予防のため、積極的な

医療介入が必要である。同時に、そのような地域にお

ける分子疫学研究は、Ｃ型肝炎の未解決の問題を明ら

かにするうえで極めて重要である。私達は、山形県川

西町において、1991年度より現在に至るまで、住民肝

臓病検診を継続して行い、Ｃ型肝炎をターゲットとし

たコホート設定とその追跡調査を行ってきた。住民検

診は、大学、自治体および住民が一体となり行われて

いる。住民検診の結果は、受診者へ通知され、HCV抗

体陽性者に対しては肝臓病に対する治療のアドバイス

が行われ、地域住民には講演会を通してＣ型肝炎に対

する啓蒙活動を継続して行ってきた。そして、本コホー

ト研究により、HCV感染の自然経過、社会生活と感染

リスク、HCV感染感受性に影響を与える個人の遺伝要

因、等、今まで不明であったHCV感染症の一端を解

明することができた。

Ⅰ　Ｃ型肝炎の自然経過に関する疫学研究

　川西コホート研究は、1991年度からの地域内におけ

るＨＣＶ感染実態調査に始まる。以来、7925名のHCV

抗体検査を行い、現在に至るまで15年以上にわたり、

435名のHCV持続感染者の経過を追跡調査している。

この長期間にわたる疫学研究の中で、HCV感染に係わ

る貴重な研究成果が得られた。本コホートにおける肝

がん発生率は、人年法で換算すると、1000人年あたり

5.1人の発生率であった。Cox比例ハザードモデルによ

る肝がん発生のリスク因子は、ALT値の高値、HCV

遺伝子型１型、男性、であることが明らかとなった。

　HCV感染は、急性期にウイルスが生体から排除され

ずに慢性化すると、慢性肝疾患を進行性に引き起こす。

一方で、慢性持続感染が成立した後の、HCVの生体か

らの自然排除の有無については不明であった。HCV持

続感染者のなかで、HCV RNAの自然消失の有無と頻

度を解明することは、HCV感染の自然史を理解するう

えで重要である。私達は、19991年から95年までの

5年間の検診で発見されたHCV持続感染者を、平均追

跡期間7.9±2.4年間にわたり追跡調査をおこなった結

果、HCV RNA陰性化例が16例（3.7%）に認められ

た。そして、人年法で算出されるウイルス消失率が

0.5%/year/personであること、ウイルス自然消失者に

はHCV 中和結合（NOB）抗体が産生されていること、

を示した。本研究により、従来より、自然治癒するこ

とがほとんどないと考えられていたHCV慢性感染者

においても、ウイルスが感染経過中に稀に自然消失す

る例があることが判明した。

　HCVには、有効な感染予防手段がない。現在におい

ても、散発的にＣ型肝炎の新規感染者が発生している。

Ｃ型肝炎感染の主たる原因として、血液汚染事故、ピ

アスや不衛生な針治療、覚せい剤などの薬物乱用、な

どがよく知られているが、ごく普通の日常生活におい

てＣ型肝炎の新規感染が起こりうるのか、については

不明であった。本研究において、検診開始から10年

を経過した時点で、HCV感染再調査をおこなったとこ
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ろ、10年間にHCVの新規感染は確認されなかった。ま

た、配偶者の調査においても、HCVの新規感染はみら

れなかった。以上から、一般の日常生活においては、

Ｃ型肝炎感染の危険性は極めて少ないことを示した。

Ⅱ　HCV感染感受性に係わる宿主遺伝要因の分子疫

学研究

　感染症において、病原体に対する宿主の免疫応答は

個人間で多様である。個人間における遺伝的要因が

HCV感染の成立とその後の免疫応答の差異に関わっ

ているが、HCV感染宿主における遺伝子多型性につい

てはほとんど解明されていない。HCVの感染後経過に

影響する宿主の遺伝要因を解明するために、HCV抗体

陽性者におけるHCV RNA陽性者（持続感染者）と

HCV RNA陰性者（既往感染者）の二群間にみられる

遺伝的多型性を、遺伝子SNP出現頻度の違いから明ら

かにした。本研究に際しては、238名のＨＣＶ感染者

の遺伝子サンプルが収集された。HCV持続感染者の抗

体陽性者における比率は79%、HCV既往感染者のそれ

は21%であり、約80％とされるHCV感染のキャリア

化率にほぼ一致した。また、両群の平均年齢が約66

歳でほぼ同一であることを考え併せると、両群の被験

者は過去のほぼ同一時期にHCVに感染したものと思

われる。本研究における被験者の臨床疫学データと遺

伝子サンプルは今後の研究の発展に大変貴重であると

思われる。このケースコントロールの設定により、

HCV感染感受性に係わる候補遺伝子とその多型性と

して10遺伝子12SNPが明らかとなった（図）。HCV

感染における遺伝子の役割から大別すると、①HCVの

感染標的細胞上におけるウイルス接着に関わる遺伝子

群、②ウイルスの細胞内増殖に関わる遺伝子群、③免

疫担当細胞に関わる遺伝子群、において、HCV感染感

受性に影響することが予想される遺伝的多型性が認め

られた。さらに、これら候補遺伝子群の二次解析によ

り、感染成立時の細胞表面におけるウイルス接着に影

響するNDST遺伝子、感染後のウイルス増殖の場とな

る脂質ラフト形成に関与する脂質合成系酵素遺伝子、

感染時のウイルス排除に係わる自然免疫に影響を与え

るTGF－β１遺伝子について、HCV感染における詳

細な遺伝子多型の特徴と機能的な重要性を示した。 
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HCV感染者におけるHCV感染感受性候補遺伝子とSNP

SNP ID

（IMS-JST）

odds ratio

（95% CI）
P valueGenetic

model

At-risk

allele
SNP

Gene

symbol

0754385.23 (1.35-20.27)0.0200dominantGA/GSULT2B1

0204662.31 (1.21-4.41)0.0150dominantTC/TAP1B1

0204702.30 (1.20-4.38)0.0150dominantTC/T

0560612.31 (1.15-4.55)0.0220recessiveAA/CIFNAR2

0108562.18 (1.15-4.14)0.0230dominantAA/GIFI27

0134164.14 (1.15-14.92)0.0350dominantTC/TIFI41

0557762.75 (1.40-5.40)0.0030dominantGA/GPRL

0063792.71 (1.22-6.02)0.0180dominantCC/TCD4

0136632.42 (1.23-4.75)0.0140dominantTG/TTGFB1

0136652.13 (1.06-4.30)0.0490dominantGG/T

0583923.83 (1.81-8.11)0.0006dominantGA/GLTBP2

0341392.04 (1.06-3.94)0.0490dominantGG/TTNFRSF1A
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　We have conducted a population-based cohort 

study of hepatitis C virus (HCV) infection in an 

HCV epidemic area of Japan since 1991. Our study 

revealed important findings concerning the natural 

course of HCV infection: the ocurrence rate of HCV-

related liver cancer and its risk factor, the incidence 

of spontaneous disappearance of HCV viremia, and 

no relationship of infection with daily life. To 

elucidate the host genetic factors involved in the 

outcome of HCV infection, we conducted an 

association study in which 238 individuals positive 

for anti-HCV antibody were genotyped for single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) in the selected 

candidate genes. Allelic and genotypic analyses of 

SNPs were performed between the subjects with 

and without viremia. Twelve SNPs in 10 genes 

were listed as candidate genetic polymorphisms that 

are associated with susceptibility to infection, viral 

replication and immunity against HCV. 
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１．はじめに

　白鷹町は、山形県の南部中央に位置し、山形市から

約30 km、置賜の中核都市である米沢市から約35km

と医療整備の整った地区に近い。近年は国道の整備に

より圏域の拡大が図られている。白鷹町の公式ホーム

ページによると、人口16,331人（平成17年国勢調査

の人口と世帯数より）、 4,499世帯であり、高齢化率

（総人口に占める65歳以上の人口）は29.9％である。こ

れは平成17年度の全国平均20.1 %、さらには山形県平

均25.5%を超えており、白鷹町はきわめて高齢化の進

んでいる地域である。50歳以上の男女別人口は、男性

4,136人であるのに対し、女性は4,624人であり、若

干女性が多い。しかし、年齢別でみると、50歳代、60

歳代では大きな差がないが、70歳以上では、男性の

1,691人に対し、女性が2,427人と女性が男性の1.4

倍ほど多い。この数値から、白鷹町では非常に高齢女

性の割合が高いことがわかる。

２．閉経と動脈硬化症

　地域を限定した米国フラミンガム研究によると、心

血管系疾患による死亡率は、50歳までは男性が女性に

比して有意に高率であるのに対し、その後次第に差が

縮まり、70歳代では男女間でほとんど差がみられなく

なる。心血管系疾患は多くの場合、動脈硬化を基盤と

して発症し、近年の食生活の欧米化に伴う高脂血症の

増加は、動脈硬化発生の原因として深刻な問題となり

つつある。さらに女性の場合、閉経後に高脂血症の頻

度が増加することから、エストロゲンの低下は脂質代

謝に影響を与え、動脈硬化をおこす可能性が示唆され

る。事実、我々は、卵巣摘出により血流依存性血管拡

張反応が低下することや（Takahashi K, Kurachi H et 

al. Menopause 2007）、有経女性に比較して、閉経後女

性における年齢依存的な動脈壁硬化を促進する

（Takahashi K, Kurachi H et al. Gynecol Obstet 

Invest 2005）など、閉経が動脈硬化症に与える影響に

ついて報告してきた。

　メタボリックシンドロームは腹部肥満（女性ではウ

エスト周囲径：90 cm以上）を基盤に、脂質代謝異常、

高血圧、糖尿病が重積した状態であり、動脈硬化を促

進する可能性のある病態である。女性は40歳代から肥

満になる傾向があり、特にメタボリックシンドローム

の病因となる内臓脂肪は閉経後に増加する。

　健康保険法の改正により、平成20年４月から市町村

国保や健保組合など保険者に対し、「特定健診・保健指

導」が義務づけられた。40歳～74歳の人を対象に、

特にメタボリックシンドロームに着目して、腹囲測定

が健診項目として加えられ、保健指導が実施される。

閉経後は内臓脂肪が増加することから、中高年女性の

健康管理として、「特定健診・保健指導」には大いに期

待される。

１．白鷹町婦人科健診結果

　　―メタボリックシンドロームの診断項目に着目して―

　平成18年度の健診結果から、メタボリックシンド

ロームの診断項目につき、男女の比較で検討した。

１）血圧

　40歳未満の男性では高血圧とされる者の割合は、約

30%であるのに対し、女性では約10%である。男性の

場合、年齢とともに高血圧者の割合が増加するのに対

し、女性は40歳代から50歳代にかけて急増し、50

歳代には男性とほぼ同じになった。その後は男女間に

差がみられない。

２）トリグリセリド

　60歳未満の男性では30%以上が、高グリセリド血症

となっているのに対し、女性の高グリセリド血症の割

合が最も高いのは60歳代の17.9%であった。男性は

60歳代からトリグリセリド値が低下していくのに対

し、女性は60歳代まで漸増し、その後はほぼ横ばい
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1  研究拠点形成
である。

３）HDL-コレステロール

　HDL-コレステロールが異常低値をしめす男性の年

代別割合の変化は、トリグリセリドの動きとほぼ同じ

であり、60歳代から、むしろ、低HDL-コレステロー

ル血症と診断される率は低下していく傾向があった。

それに対し、女性のHDL-コレステロール値が異常低

値となる者の割合は、70歳代までは男性の1/5から1/2

であった。女性は60歳代までは低HDL-コレステロー

ルの者の割合はほぼ横ばいで経過するが、70歳代から

低下する者が増加し、80歳代では男性より悪化する割

合が多くなった。

４）血糖

　高血糖となる者の割合は男性、女性ともに60歳代ま

で年齢とともに高くなる傾向があり、60歳代以後はほ

ぼ横ばいであった。

５）総コレステロール

　総コレステロールはメタボリックシンドロームの診

断項目には入っていないが、男女間で比較検討した。

40歳代までは、高コレステロールの者の割合が男性に

比べて女性が少ない。しかし、50歳代以後は常に女性

のほうが同年代の男性に比べて、2倍ほど、コレステ

ロール値が異常をしめす者の割合が多かった。

 

４．考察―閉経後女性の健康増進に向けて―

　今回の健診から、メタボリックシンドロームの診断

各項目において、女性は50歳頃から悪化する傾向がみ

られた。50歳以後の女性は、ほぼ閉経後の状態であり、

閉経後女性の健康管理の重要性があらためて確認され

た。男性のトリグリセリドとHDL-コレステロールは

60歳以後改善傾向が見られた。この要因として、会社

を定年退職した男性が、日常生活に時間的余裕ができ

て運動習慣を身に付けた可能性がある。それに対して、

多くの女性は専業主婦である場合が考えられ、男性と

は異なりライフスタイルに大きな変化がおきないため、

トリグリセリドとHDL-コレステロールを改善する

きっかけがない可能性がある。脂質代謝以外の血圧や

血糖に関しては男女ともに年齢とともに悪化する傾向

があることから、これらに関しては加齢が大きな影響

を与えている可能性がある。

　閉経後女性では、メタボリックシンドロームの原因

である内臓脂肪が増加する。内臓脂肪はカロリー摂取

量や運動の有無に素早く反応し、いわゆる、“つきやす

いが、とれやすい”脂肪である。このことを特に閉経

後女性に理解してもらい、自身の健康管理に努めても

らいたいものである。来年度からは、「特定健診・保健

指導」が開始することから、女性の肥満についても解

析が可能となる。来年度以後は、白鷹町における閉経

後女性の肥満状態について、さらに解析を加えていき

たいと考えている。
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図　メタボリックシンドロームの各診断項目の有病率

青：男性　　　　　　　   
赤：女性　　　　　　　   
総検診者数：男性1,560人
　　　　　　女性1,869人

白鷹町町民におけるメタボリックシンドロームの各診断項目の有病率


