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研究成果の概要（和文）：無作為抽出された地域在住の中高齢男性を対象とした大規模コホートデータを用い、アンド
ロポーズとサルコペニアとの関連を検討した。またアンドロポーズが引き起こすサルコペニアの予防法に有効な身体活
動について検討した。その結果、血中の遊離テストステロン濃度（FT）の低値がサルコペニアの確定診断で用いられる
筋量減少と関連することが明らかとなり、アンドロゲン受容体遺伝子のCAGリピート数が23回以上の場合、血中FT濃度
の影響がより強く及ぶことが明らかとなった。またアンドロポーズに起因したサルコペニアの予防法として、2.5～4.4
METs程度の余暇身体活動の実施が有効である可能性が明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：We assessed longitudinal relationships between baseline testosterone and muscle 
mass changes in Japanese men. We also examined whether physical activity inhibited the Sarcopenia caused 
by Andropose. Data from NILS-LSA(National Institute for Longevity Sciences, Longitudinal Study of Aging) 
was analyzed longitudinally. The association of the free Testosteron (T) levels with the loss of muscle 
mass was significant. Moreover, muscle mass was affected by serum levels of free T in middle-aged and 
elderly Japanese people who have the Long allele of the Androgen Receptor CAG microsatellite. The 
moderately physical activity (2.5-4.4METs) in leisure time inhibited the loss of muscle mass caused by 
Andropose.

研究分野： 体力科学

キーワード： NILS-LSA　DXA　テストステロン
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１．研究開始当初の背景 
男性ホルモンの分泌量は 20 歳代をピーク

に加齢に伴い緩徐に減少する（清水と白澤, 
2011）。男性ホルモンの分泌量減少は、アル
ツハイマー病の原因となることや（Rosario et 
al., 2008 など）、高齢男性において骨代謝や骨
密度に関連すること（Wang et al., 1996 など）、
そしてメタボリックシンドロームとその構
成要因の重要なリスクであることが知られ
ている（Guary et al., 2009 など）。 
男性ホルモン（特にテストステロン）は生

体内において強力なアナボリックホルモン
の一つであり、その多寡は骨格筋量に大きく
影響することから（Katznelson et al., 1996; 
Smith et al., 2002 など）、アンドロポーズと加
齢性筋肉減少症（サルコペニア）発症との関
連性が示唆されている。アメリカ人 24～90
歳の男性 262 名を対象とした横断研究では、
血中のテストステロン濃度と二重エネルギ
ーX 線吸収法（DXA）による骨格筋量並びに
筋力と関連性を認めたことを報告している
（Roy et al., 2002）。しかしながら、両者の関
係について縦断的に解析を行った研究は報
告されておらず、両者の因果関係は不明であ
る。また、アンドロポーズとサルコペニアに
ついて日本人を対象とした研究は皆無であ
ることから、我が国における両者の関係性は
何一つ明らかとなっていない。 
一方、運動により血清中のテストステロン

濃度が上昇することは古くから知られてい
る（Isail et al., 1977 など）。血清テストステロ
ン濃度は、レジスタンストレーニングのよう
な高強度運動から有酸素運動のような比較
的軽強度の運動においても上昇することが
報告されており（ Sakamoto et al., 1990; 
Ahtiainen et al., 2010 など）、アンドロポーズに
対する運動療法の有用性が示唆されている。
また、血中のテストステロン濃度は日常の身
体活動量と関連することが報告されている
（Muller et al., 2003）。これは日常の身体活動
がアンドロポーズの予防に有効である可能
性を示唆するものである。 
アンドロポーズとサルコペニアの両者の

関係を明らかにするためには、また身体活動
が両者の関係に与える影響について明らか
にするためには、血中テストステロンの定量
の他、DXA による骨格筋量の正確な定量、日
常的な身体活動量（エネルギー消費量、運動
量、歩行量、余暇・仕事身体活動量）などを
得る必要がある。さらに、加齢に伴う男性ホ
ルモンの分泌量動態には個人差が大きい。従
ってアンドロポーズの個人差の要因として
の性ホルモン関連遺伝子多型のタイピング
についても明らかにする必要がある。そして
これらを、すべてひとつのコホートの中でと
らえ、繰り返し検査を行うことで縦断変化を
捉える必要がある。 

 
２．研究の目的 
本研究は、無作為抽出された地域在住の男

性中高年者約 1,200名を対象に 14年以上にわ
たり実施されている長期縦断疫学調査から、
血中男性ホルモンレベルと四肢骨格筋量、筋
力、日常生活動作などとの関連を解析し、ア
ンドロポーズがサルコペニアに及ぼす影響
について縦断解析を用いて解明することを
目的とした。また、日常の身体活動がサルコ
ペニアを予防するかについて、男性ホルモン
レベルの影響と併せて解明することを目的
とした。 

 
３．研究の方法 
(1)対象者 
対象は「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
第一次調査から第七次調査に参加した、無作
為抽出された地域在住の中高年男性（観察開
始時年齢 40～79 歳）であった。調査対象者
は 40, 50, 60, 70 歳代を同数とし、１日 7 名、
2 年間で約 1,200 人について検査・調査を行
い、2 年ごとに追跡が行われている。追跡中
のドロップアウトは、同人数の新たな補充を
行い、定常状態として男性約 1,200 人のコホ
ートであった。 
 
(2) 検査・調査項目 
① 血清総及び遊離テストステロン（TT, FT）、

性ホルモン結合グロブリン（SHBG）濃
度 

② Androgen receptor（AR）遺伝子多型 
③ 筋量：DXA（QDR 4500, Hologic）により

四肢筋量（kg）を求め、身長（m）の二
乗で除した値を Skeletal Muscle Index
（SMI）として用いた 

④ 身体活動量：聞き取り調査 
⑤ 生活調査：飲酒、喫煙、既往歴、等 
⑥ 栄養調査：食物摂取頻度、3 日間食事記

録調査（秤量法、写真記録併用）、補助食
品調査、等 

 
(3)解析方法 
本研究では複数の解析を実施した。実際の

対象者、測定項目、カットオフポイント、解
析方法等は以下に示す通りである。 

 
① テストステロン低値が筋量減少に及ぼす

影響に関する縦断解析 
 

対象者： 
NILS-LSA の第一次調査から第六次調査ま

でに参加した、40 歳以上の男性 957 名を対象
とし、延べ 4,187 回、または 2,010 回の測定
データを用いた。 
 
測定項目： 
四肢筋量の評価は、DXA を用いて測定され

た SMI を指標とした。筋量減少のカットオフ
ポイントは SMI の日本人若年成人平均値マ
イナス 2 標準偏差である 6.87kg/m2とした。 
 第一次調査時において、全ての対象者より



早朝採血にて得た血液から、TT、FT 濃度を
測定した。また、対象者の約半数に当たる 455
名より SHBG 濃度を測定した。血中 SHBG 、
TT およびアルブミン濃度を基に、cFT 濃度を
算出した。テストステロン濃度のカットオフ
ポイントは、40 歳代の日本人男性の平均値マ
イナス 2 標準偏差とし、対象者を二群に分類
した。 
 
解析方法： 
 10 年間の縦断データを用いて、サルコペニ
アの発症リスクについて、ロジスティック回
帰を拡張し繰り返しデータの解析が可能な
一般化推定方程式により求めた。調整項目は
年齢、余暇身体活動量、栄養摂取量（総エネ
ルギー、総タンパク質、ビタミン D）、既往
歴(脳卒中、心疾患、がん、糖尿病、骨粗鬆症、
関節炎)、喫煙の有無、とした。 

 
② アンドロゲン受容体遺伝子（AR）多型と

テストステロンの相互作用が中高齢男性
の四肢筋量に与える影響 

 
対象者： 
NILS-LSA の第一次調査に参加した 1,139 名
のうち、血中 SHBG 濃度を測定し、かつ解析
に必要なデータに欠損の無い 40 歳以上の男
性 461 名を対象とした。 
 
測定項目： 
 四肢筋量の評価は、DXA を用いて測定され
た SMI を指標とした。 
 早朝採血にて得た血液から、TT、SHBG、
アルブミン濃度を測定した。これらを基に
cFT 濃度を算出した。 
血中リンパ球より DNA を抽出し、PCR に

て増幅の後、DNA シーケンサー（Prism 3100，
Applied Biosystems）により AR-CAG リピート
数（rs4045402）を測定した。対象者 461 名の
平均 CAG リピート数は男性が 23.1 回であっ
た。従って、CAGリピート数 23回未満を Short
（S）アレル、23 回以上を Long（L）アレル
として分類し、男性は S 群および L 群の 2 群
に分けた。 

 
解析方法： 
従属変数に SMI、独立変数にテストステロ

ン、CAG リピート群、およびテストステロン
×CAG リピート群の交互作用項を投入した一
般線形モデルを用いた。交互作用項が有意
（p<0.05）の場合、 CAG リピート群ごとに
傾きを比較した。調整項目の異なる複数のモ
デルを設定し、解析を実施した（モデル１ 調
整無し；モデル２ 年齢、喫煙の有無；モデ
ル３ 年齢、喫煙の有無 BMI、余暇身体活動
量、総エネルギー摂取量、糖尿病既往歴の有
無）。 
 
③ テストステロンと余暇身体活動との交互

作用が四肢筋量へ及ぼす影響に関する縦

断解析 
 
対象者： 

NILS-LSA の第一次調査から第七次調査ま
でに参加した、40 歳以上の男性延べ 4,371 回
の測定データを用いた。 
 
測定項目： 
四肢筋量の評価は、DXA を用いて測定され

た SMI を指標とした。筋量減少のカットオフ
ポイントは SMI の日本人若年成人平均値マ
イナス 2 標準偏差である 6.87kg/m2とした。 
第一次調査時において、血清中の FT 濃度

を測定した。FT 濃度のカットオフポイントは、
40歳代の日本人男性の平均値マイナス2標準
偏差とし、対象者を二群に分類した。 
 聞き取り調査より得られた余暇身体活動
状況より、余暇身体活動無し群、2.5～4.4METs
の軽強度実施群、4.5METs 以上の中強度以上
活動実施群の 3 群に対象者を分類した。 
 
解析方法： 
 12 年間の縦断データを用いて、サルコペニ
アの発症リスクについて、一般化推定方程式
により求めた。従属変数は筋量減少の有無と
し、独立変数は FT レベル、余暇身体活動レ
ベル及びそれらの交互作用項とした。調整項
目は年齢とした。 
 
(4)倫理面への配慮 
全ての研究は「疫学研究における倫理指

針」並びに「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に
関する倫理指針」を遵守して行った。
NILS-LSA に関しては国立長寿医療研究セン
ターにおける倫理審査委員会での研究実施
の承認を受けた上で実施している。調査に参
加する際には説明会を開催し、調査の目的や
検査内容、個人情報の保護などについて十分
に説明を行い、調査の対象者全員から検体の
保存を含むインフォームドコンセントを得
ている。また同一個人に繰り返し検査を行っ
ており、その都度インフォームドコンセント
を行い、本人への確認を行っている。分析に
おいては、参加者のデータを全て集団的に解
析し、個々のデータの提示は行わず、個人の
プライバシーの保護に努めている。 
 
４．研究成果 
(1)テストステロン低値が筋量減少に及ぼす
影響に関する縦断解析 
縦断解析の結果、筋量減少と FT との間に

関連を認めた。FT 高値群（7.7pg/ml 以上）に
対する FT 低値群（7.7pg/ml 未満）の筋量現
象の調整済みオッズ比は 1.83（95％信頼区間
[CI] 1.04-3.22）であった。また cFT 高値群
（46.3pg/ml 以上）に対する cFT 低値群
（46.3pg/ml 未満）の筋量減少の調整済みオッ
ズ比は 2.14（95％CI 1.06-4.33）であった。一
方、TT では有意な関連を認めなかった。 
 



(2)アンドロゲン受容体遺伝子（AR）多型と
テストステロンの相互作用が中高齢男性の
四肢筋量に与える影響 
 AR 遺伝子型とテストステロンの相互作用
が四肢筋量に与える影響について一般線形
モデルを用いて解析した結果、CAG リピート
とテストステロンの有意な交互作用は、cFT
において認められた（表１：p<0.01）。SMI
を目的変数とし、cFT 濃度を基に CAG リピ
ート群間の傾きを比較したところ（図 1）、L
群に有意な正の傾きが認められた（ cFT 
slope=0.007; p<0.01）。一方、S 群では傾きは
有意ではなかった。 
 
表１アンドロゲン受容体遺伝子多型とテス
トステロンレベルの交互作用の検討 

モデル 1： 調整因子なし 
モデル 2： 年齢、喫煙の有無 
モデル 3： 年齢、喫煙の有無、余暇身体活動
量、総エネルギー消費量 
** p<0.01 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
図１アンドロゲン受容体遺伝子多型とテス
トステロンレベルの交互作用と筋量の関連 
年齢、総摂取エネルギー量、余暇身体活動

量の平均値、並びに「非喫煙」、「糖尿病既往
無し」を回帰式に代入して傾きを算出した。 
** p<0.01  
 
 
(3)テストステロンと余暇身体活動との交互
作用が四肢筋量へ及ぼす影響に関する縦断
解析 
 一般化推定方程式による解析の結果、FT×
余暇身体活動の交互作用項は有意であった
(p<0.05)。そこで従属変数は筋量減少の有無
とし、独立変数を FT レベル、調整変数に年
齢を投入した一般化推定方程式による解析
を 余 暇身体 活 動レベ ル 別に実 施 し 、
FT-Normal 群に対する FT-Low 群の筋量減少
のオッズ比を算出した。その結果、余暇身体

活動なし群では FT-Normal 群に対する
FT-Low 群の筋量減少のオッズ比は 4.97(95％
CI：1.17-21.07)であった。また中強度以上活
動実施群では FT-Normal 群に対する FT-Low
群の筋量減少のオッズ比は 2.67(95％CI：
1.08-6.65)となった。一方、軽強度活動実施群
では FT レベルと筋量減少との間に有意な関
連を認めなかった。 
 
(4)成果の位置づけとインパクト 
 サルコペニアの有症率は高齢になるほど
高くなる。日本社会の高齢化に伴って今後急
速に有症者数が増大し、介護や医療費負担の
急騰が予想される。従って、将来的な発症予
測を可能とする簡便なバイオマーカーの開
発や予防改善の手段を明らかにすることが
求められている。 
解析１及び２の成果は、AR 遺伝子多型を

考慮する必要はあるが、血清中の FT がサル
コペニアの必須構成要素である筋量減少の
バイオマーカーとして有用ある可能性を示
唆するものである。 
また解析３の成果は余暇身体活動の実施

がアンドロポーズと関連した筋量減少の発
症抑制に有効である可能性を示唆するもの
である。一般に筋量の保持に有効とみなされ
てきたのは、レジスタンス運動などの高強度
運動が必須とされてきたが、本研究において
2.5～4.4METs までの軽強度運動が有効との
結果であった。中強度以上の活動ではなく、
軽強度活動が筋量減少の抑制に有効であっ
た理由としてウォーキングなどの軽強度活
動は身体への負担も少ないことから、中強度
以上の活動と比較して長期間の持続が可能
であることが考えられる。 

 
(5)今後の展望 
 本研究ではサルコペニアの古典的定義で
あり、確定診断に用いられる筋量減少を指標
として用いた。一方で、2014 年に AWGS に
よりアジア人を対象としたサルコペニアの
基準が示され、筋量減少に加えて、筋力低下
または身体機能低下あるいはその両者が認
められるもの、と規定された。今後はアンド
ロポーズと AWGS 基準に基づくサルコペニ
アとの関連を明らかにする必要があると考
えられる。 
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