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研究成果の概要（和文）：本研究は骨密度と栄養摂取および食物消費構造を横断的・縦断的に検討することによって、
骨粗鬆症予防のための食事性因子を解明し、具体的な栄養教育対策のための基礎資料を構築することを目的とした。結
果、副菜型や主食型のパタンが中高年齢者のOSI低下を予防し、女性では食習慣について意識している者でOSI低下率が
低く、意識していない者に比べて大豆製品の1週間当たりの摂取頻度が有意に増加することが示唆された。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to perform cross-sectional and longitudinal 
investigation of bone density, nutrient intake and dietary patterns. This allowed the team to elucidate 
dietary factors for the prevention of osteoporosis and to create basic data that could be used during 
nutritional education interventions. Results suggested that side and main dish patterns prevented 
decreases of the osteo sono-assessment index (OSI) in middle-aged to elderly individuals. Furthermore, in 
women, the rate of OSI decrease was lower in individuals who were conscious of their dietary habits. 
Results also suggested that these dietary conscious individuals also significantly increased their weekly 
intake of processed soy products, compared to those who were not dietary conscious.

研究分野： 公衆栄養学

キーワード： 久山町研究　栄養疫学　音響的骨評価値（OSI)　骨粗鬆症　食物消費構造　食習慣
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

高齢者の健康を保持増進し、疾病や寝たき
りなどによる要介護状態を予防することは
ますます重要な課題になっている。特に骨量
（骨密度）の低下による転倒骨折は高齢者の
寝たきりの原因の多くを占めている。我が国
での寿命の延長と高齢者の増加に伴う骨粗
鬆症と骨折の増加は、必ずしも不可避的なも
のではなく、適切な対応戦略を持つことで相
当レベルまでの予防が可能であると考えら
れる。 

厚生労働省は 2007 年の「新健康フロンテ
ィア戦略」において「介護予防力」を挙げ①
介護予防に自ら参加する特定高齢者、②骨粗
鬆症受療率の増加を指標に盛り込んだ。しか
し、効果的な介護予防プログラムの開発・普
及が叫ばれ、介護予防、生活習慣病予防を目
的として地域において各教室が広く実施さ
れているが現段階ではプログラムの内容は
それぞれの実施者に任されているのが現状
である。 

高齢期における骨量低下を食い止めるた
めの食事性因子もしくは環境因子などの生
活習慣の影響についての検討は、非常に重要
であると考えられる。一般的に我々が食物を
摂取する場合、独立した栄養素よりもむしろ
複雑な組合せで種々の食品からなる「食事を
消費する」ので、一つの栄養素だけまたは食
品だけの研究は食事性因子と疾患の間の誤
った関係を導き出す可能性がある。これらの
限界を克服するために、本研究においては各
栄養素、食品（群）の摂取量の検討に加え、
食物消費構造の影響についても検討する。と
ころが、日本における骨密度と栄養摂取なら
びに食物消費構造を検討した報告は少ない。 

 国外の研究においても、骨密度と栄養素摂
取ならびに食物消費構造について検討した
報告はみられるが、欧米人では、日本人に比
べカルシウム摂取量、乳・乳製品の摂取頻度
が多く、食習慣そのものが異なるため日本人
に当てはめることは難しい。従って、日本人
の骨密度と食物消費構造を分析することに
おいて、本研究は意義があると考えられる。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、久山町における住民健診
の結果から、骨密度と栄養摂取および食物消
費構造の影響を横断的・縦断的に検討するこ
とによって、骨粗鬆症による骨折、引いては
寝たきり予防のための食事性因子を解明し、
具体的な栄養教育（指導）対策のための基礎
資料を構築することを目的とする。 

 

３．研究の方法 

久山町研究は、久山町住民を対象として 

1961 年に始まった心血管病とその危険因子 

の疫学研究である。骨密度測定は 1997 年に、
栄養調査は 1985 年より開始されており、
2002 年には佐々木らによる自記式食事歴法
質 問 票 (self-administered diet history 

questionnaire；DHQ）を用いて大規模で詳
細な調査が実施された。今回は、この 2002、
2003、2004 年度の住民健診時のデータをベ
ースラインとして考え、本研究では以下のこ
とを明らかにする。 

1）久山町において 2002 年にすでに実施され
た DHQ のデータを用い、骨密度に影響する
項目を調整した上で、横断的な骨密度と食事
性因子との関連について検討する。 

2）久山町において 2003 年、2004 年に調査
された骨密度と生活習慣アンケート結果か
ら骨密度と生活習慣等との関連について検
討する。さらに、10 年間の骨密度の増減（改
善・維持群と低下群）に対する関連因子につ
いて縦断的な検討を行う。 

 

(1）食事調査 
食事調査は、2002年に実施された佐々木ら

による自記式食事歴法質問票（DHQ）を用い
て栄養素や食品の摂取状態を定量的に調べ
るための大規模で詳細な調査をベースライ
ンンデータとした。DHQ については、1 週間
あたりの頻度、1日の食事回数、食事内容、1
回当たりに摂取するポーションサイズ、欠食
習慣，外食習慣、飲酒習慣などを網羅してお
り、再現性や妥当性が十分に検討されている。
さらに、すべての対象者に対して管理栄養士、
栄養士等が面接のうえ内容の確認を行った。
(2）骨密度測定 
骨量はアロカ株式会社の超音波骨評価装

置（AOS-100）を用いて，右踵骨部における
音響的骨評価値（ Osteo Sono-assessment 
Index : OSI）を測定した。OSIは踵骨部分を
透過する超音波速度（Speed of Sound: SOS）
と透過指標（Transmission Index: TI）によ
って算出された。非侵襲的な検査法であり、
骨粗鬆症やその経過観察に有用な情報をも
たらし、健診においては対象への負担も少な
い。また、二重光子吸収測定法（ＤＸＡ）と
の相関性に優れていることから密度に相当
する値ともいえる。OSI の判定には、骨粗鬆
症財団による分類を用いて正常、要指導、要
精検に分類した。 
(3）生活習慣のアンケート調査 
アンケート調査は、運動習慣の有無や骨粗

鬆症を意識した食事摂取の有無、食品の摂取
状況等、さらにはエストロゲンとの関連から
月経の有無、骨折歴、骨粗鬆症の診断有無等
について健診時に面接を行い記入内容の確
認を行った。 

 
４．研究成果 
1）骨密度と食事性因子との関連 
中高年齢者の骨密度と栄養摂取、食物消費

構造との関連について検討した。対象は、福
岡県久山町における 2002 年度成人健診を受
診した 40-79 歳の男性 1,220 名、女性 1,554
名の計 2,774名（平均年齢 59.0歳）である。
食事調査は DHQ を用い栄養素等摂取量およ
び食品群別摂取量は残差法によりエネルギ



ー調整を行った。食物消費構造の検討は、25
食品群について因子分析（主因子法）を用い、
因子負荷量および因子得点を算出した。骨密
度の指標には OSIを低い方から男女別に 5分
位（Q1-Q5）し、多変量解析により年齢、BMI、
喫煙習慣、飲酒習慣、身体活動量、閉経の有
無等を調整したときの OSIと食物消費構造と
の関連について検討した。結果、男女ともに
OSI が高くなるにつれ年齢が有意に低くなり、
BMI が有意に高くなった。因子分析の結果、
固有値 1 以上の因子は７因子抽出され、第一
因子の正方向には副菜因子が抽出され、負方
向にはアルコール因子が抽出された。第二因
子の正方向には菓子因子が、負方向にはアル
コール因子が抽出され、第三因子の正方向に
は主食因子が負方向には米因子が抽出され
た。OSI と食物消費構造との関連について検
討したところ、男性で第一因子では OSIの高
いもので因子得点が低く、OSI が低いほど第
三因子の因子得点が低くなった。女性では男
性と同様の結果に加えて、OSI が低いほど第
二因子、第四因子の因子得点が高くなり、菓
子因子と洋風主菜因子との関連がみられた。
これらの結果は、多変量解析を用いた交絡因
子の調整後も関連が認められた。以上のこと
から副菜型や主食型のパタンが中高年齢者
の OSI低下を予防し、女性では菓子型、洋風
主菜型のパタンが OSIを低下させることが示
唆された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
2) 骨密度と生活習慣等との関連 

2011年度の健診結果から骨密度（OSI)と生 
活習慣等との関連について横断的に検討を
行った結果、OSI と BMI は正の相関が認めら
れ、運動習慣の有無、地域活動への参加の有
無、牛乳の飲用習慣の有無によって OSI値に
影響を及ぼすことが示唆された。さらに、縦
断的に骨密度と生活習慣等との関連を検討
するために 2004年-2012年の健診結果を用い
て OSI値の減少について検討した結果、年齢
とともに男性で 0.219、女性で 0.268 低下し
た。これらは運動習慣や地域活動に加えて、
食意識や欠食習慣と関連していた。 

さらに 2003 年の健診データをベースライ 
ンとし、10 年後の 2013 年の骨密度検査値の
変化量と生活習慣等の関連について縦断的
に検討した。OSI 変化量を従属変数として重
回帰分析（ステップワイズ法）を行ったとこ
ろ、散歩等の現在の運動習慣を有し、「骨粗
鬆症を意識した食事をする」者において、有
意に骨密度の低下を抑制することが明らか
となった。 
 以上の結果から中高年齢者の骨密度減少
の実態とその関連要因に関する縦断的検討
を行った。2004 年に成人健診を受診した 40
歳以上の者の内、2004 年-2014年の久山町成
人健診を受診した男性 522名、女性 844 名の
計 1366 名を対象とした。2004 年時の平均年
齢は、男性 59.8±10.9 歳、女性 58.1±11.3
歳であった。OSI は加齢とともに減少し、10
年間で OSI 減少率は男性 7.3±6.7％、女性
10.2±7.7％であった。OSI正常範囲の者が減
少し、要指導、要精検の者が増加した。それ
ぞれの対象者の若年時の OSIと比較した場合、
100％以上の者の割合が減少し、70％、80％
台の者の割合が増加した。日常生活において
骨粗鬆症を意識している者としていない者
の 10 年間の OSI 減少率を共分散分析にて年
齢、BMI、現在の運動状況を調整して比較し
た結果、女性において意識している者での
OSI 低下率が低かった。骨粗鬆症への意識と
食習慣の変化においては、女性では食習慣に
ついて意識している者の方が、意識していな
い者に比べて大豆製品の 1週間当たりの摂取
頻度が有意に増加していた。骨密度低下を抑
制するために、骨粗鬆症を意識した生活習
慣・食生活の重要性が示唆された。 
 

Table.3 Analysis of covariance: 

An association between OSI(Q1-Q5) and dietary pattern  
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

(Low) (High)

Male

Factor1（副菜因子） -0.306 -0.245 -0.323 -0.279 -0.410  <.0001

Factor2（菓子因子） -0.400 -0.434 -0.304 -0.329 -0.286

Factor3（主食因子） -0.348 -0.188 -0.069 -0.125 -0.084  <.0001

Factor4（洋風主菜因子） -0.020 -0.091 -0.240 -0.066 -0.188

Female

Factor1（副菜因子） 0.190 0.280 0.257 0.318 0.267  <.0001

Factor2（菓子因子） 0.337 0.271 0.234 0.238 0.279  <.0001

Factor3（主食因子） 0.053 0.146 0.081 0.068 0.206  <.0001

Factor4（洋風主菜因子） 0.077 0.104 0.080 0.089 0.075  <.0001

調整因子：　年齢、BMI、METs、飲酒習慣、喫煙習慣、閉経（有無）、摂取エネルギー

p-value

 

Table.2 Factor loading of each food group by factor analysis 

Table.１ 　Characteristics of study subjects

Age(y) 59.1 ± 10.5 59.0 ± 10.4

Body height(cm) 164.9 ± 6.6 152.1 ± 6.1

Body weight(kg) 64.3 ± 10.0 53.4 ± 8.7

BMI(kg/m
2
) 23.6 ± 3.0 23.1 ± 3.5

OSI(×10
６

) 2.790 ± 0.370 2.460 ± 0.333

Smoking status(n(%)) 536 (43.3%) 118 (7.4%)

Menopausal status(n(%)) 1132 (76.4％)

TEE (Leisure tim e energy expendi ture) 52.8 ± 78.2 38.6 ± 61.1

METs 5.8 ± 8.6 5.1 ± 8.1

Male Female

n=1554n=1220

ー

 

 

(Values are mean±SD) 
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