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超高齢社会における運動器の重要性
― 衛生学の視点から ―
西脇

祐司

東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野教授

要約：超高齢社会においては，いかに高齢者自身が自立した生活を営み，社会生活に積極的に参画してい
くかが重要である．したがって，その阻害要因としての運動器の健康対策は喫緊の課題であるが，このこと
に対する国民の認識は低い．われわれは，地域住民を対象とした疫学研究により，膝痛や脊柱姿勢といった
運動器の健康が将来の activities of daily living（ADL）維持に重要であることを報告してきた．また，運動
器による慢性疼痛は国民に多くみられ，やはり日常生活や就労の阻害要因となっていることも明らかになっ
てきた．しかしながら，こうした運動器の重要性に関する疫学的エビデンスはまだまだ少ないのが現状であ
る．政策の基盤となるエビデンスづくりを推進し，もって運動器の健康に向けた取り組みが加速することを
願ってやまない．
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少子高齢化の進展により，わが国の人口構成はこれまで

これに匹敵する４）．さらに高齢による衰弱（14％）の多く

も，そしてこれからも大きく変化していくと予測されてい

の部分で運動器機能低下がその引き金となっていることを

る．65 歳以上の高齢者が占める割合が増加していくのに

考慮すれば，運動器は要介護の最大の要因といってもあな

１，
２）

対し ，少子化のため高齢者を支える 20〜64 歳の人口が

がち間違いではない．2010 年のランセットの記事によれ

少なく，1965 年には 65 歳以上の高齢者 1 人を 9.1 人が支

ば，障害生存年数（Years Lived with Disability）に寄与

える「胴上げ型」であったものが，2012 年には 2.4 人で支

する疾患の第 1 位は腰痛であり，その他にも頸部痛（4 位）
，

える「騎馬戦型」に，さらに 2055 年には 1.2 人で支える

他の筋骨格系疾患（6 位）
，転倒（10 位）
，変形性関節症（11

「肩車型」の社会が想定されている３）．

位）となっており，障害の予防に運動器の健康が不可欠で

こうした「超高齢社会」においては，いかに高齢者自身

あることが分かる５）．しかしながらこうした運動器の重要

が自立して地域社会の中で一定の貢献を果たしていくかが

性についてはまだ一般的にはあまり知られていないのが現

重要になる．となると，高齢者の自立を妨げる因子の排除

状である．

や改善が，求められる重要な課題である．そこでにわかに

このような背景のもと，われわれは運動器の健康に関す

クローズアップされてくるのが，運動器の健康である．こ

るエビデンスを創造すべく，いくつかのフィールドで疫学

のことを裏付けるデータとして，たとえば，要介護の原因

調査を実施してきた．運動器の健康を保つことが，将来の

が挙げられる．2010（平成 22）年の厚生労働省のデータ

activities of daily living（ADL）や quality of life（QOL）維

によれば，第 1 位は脳血管疾患（22％）であるものの，関

持に重要であることを示すことが最終的な目標である．本

節疾患（11％）と骨折・転倒（10％）を加えたものがほぼ

稿では，
そうした疫学エビデンスのいくつかをご紹介したい．
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Prevalence of knee joint pain by age group (n＝2695)

Association between knee joint pain and activities of daily living (ADL) decline
(duration of follow-up, 3 years; n＝1265)
OR: odds ratio, CI: confidence interval

地域高齢者コホート研究から

て評価し，アウトカムは施設への入所，要介護・支援の認
定，Katz index of independence in ADL の基本 ADL の少

1．膝痛

なくとも 1 つの項目で部分介助以上の依存の発生のいずれ

2008 年に長野県 A 町において，40 歳以上の住民（n＝

かが起きた場合をアウトカムの発生とした．結果は，Fig.

2695）を対象として，膝関節痛の有訴率調査を実施した．

2 に示す通りであった．ベースライン時点でいつも膝痛が

結果を Fig. 1 に示す．年齢とともに有訴率は上昇し，特に

あると回答した者は，膝痛が無かった者を基準にすると，

60 歳代以上の女性においては，約 6 割の方が膝痛を抱え

年齢，性別，教育歴，婚姻状況，重大疾患の既往，喫煙で

ていた．この膝痛が将来の ADL 低下にどのような影響を

調整してもなお，およそ 2 倍アウトカムを生じやすかっ

及ぼすのかについては，これまでほとんど疫学的なエビデ

た６）．一方，死亡との関連は明らかではなかった．膝痛で

ンスがなかった．そこで，群馬県 B 町在住の 65 歳以上住

定期的に医療機関を受診することから，他の医療介入を受

民のうち，ベースライン時点で ADL が保たれている 1265

けやすく，このことが死亡率の上昇を抑制している可能性

名を 3 年間追跡した．ベースライン時点の膝痛は質問票に

が推測された．このことは，膝痛で死亡することはないが，
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関する疫学調査を実施した１０）．対象は日本の人口構成にあ
わせて全国から無作為抽出した 18 歳以上の郵送調査パネ
ル 11507 名である．先行研究に倣い，①疼痛が 1 カ月以内
にあった，②痛みの強さは，
「まったく痛みは感じない」を
1，
「想像しえる最悪の痛み」を 10 とした 10 段階のうちの
5 以上，③痛みの頻度が週 2 日以上，④痛みの持続が 6 カ
月以上，を満たす場合に慢性疼痛ありと定義した．その結
果，筋骨格系慢性疼痛の有訴率は 15.4％ で，男性より女
性に多く，30〜50 歳代が他の年齢層より高かった
（Fig. 4）
．
疼痛部位は，腰，頸，肩，膝とその周囲が高頻度にみられ
た．有訴者の 42％ が治療を受けており，その 70％ で治療
期間が 1 年以上と長期化していた．症状改善は 69％ に得
Fig. 3 Association between inclination and activities of
daily living (ADL) decline
(duration of follow-up, 4.5 years; n＝804)
OR: odds ratio

られたが，治療に対する満足度は低かった．有訴者では失
業・退学，休職・休学，転職の割合（男女）が高く，また
基本 ADL が障害され（男性）
，instrumental ADL（IADL）
スコアが低かった（女性）
．MOS 36-Item Sort-Form Health
Survey（SF-36）の各スコアを慢性疼痛の有無で比較する

ADL の低下は長く続くとも捉えられ，高齢者の社会参加

と，全てのスコアで有訴者が統計学的に有意に低かった．

阻害因子としては，余計に重要であるとも考えられる．

また，筋骨格系慢性疼痛で治療を受けた者の約 6 割が治療

2．脊柱姿勢

機関を変更し，うち 31％ が 1 回，28％ が 2 回，22％ が 3

前述の群馬県の高齢者コホート研究では，脊柱姿勢と

回，15％ が 5 回以上の変更をしており，ドクターショッ

ADL 低下の関連についても調査した．ここでは，その一

ピングの現状が浮き彫りになった１１）．治療の満足度を初回

端をご紹介する７―９）．対象は，65 歳以上のコホート参加者

治療機関別にみると，整形外科や外科といった医療機関受

のうち，ベースライン時点で ADL 低下がなく，脊柱姿勢

診者よりも，整体，マッサージ，カイロプラクティックな

の評価を実施しえた 804 名（男性 338 名，女性 466 名）で

どの民間療法受診者で総じて満足度が高かった．もっとも，

ある．脊柱姿勢は，スパイナルマウスという計測機器を用

初回治療機関として医療機関を選択した者は，民間療法を

いて安静立位姿勢を評価し，4 つの指標，すなわち胸椎彎

選択した者より年齢が高く，Pain DETECT score（神経

曲角（thoracic curvature），腰椎彎曲角（lumbar curva-

障害性疼痛の評価ツール）や Pain Catastrophizing Scale

ture）
，仙骨傾斜角（sacral hip angle）
，脊柱前傾角（inclina-

（痛みの破局化スケール）スコアが高い傾向にあり，単純

tion）を算出した．4.5 年の追跡期間中に 126 名（15.7％）

に両者を比較できないことも分かった１２）．

が ADL 低 下，61 名（7.6％）が 死 亡，6 名（0.7％）が 転

これまで運動器に関する研究報告は圧倒的にクリニカル

居した．脊柱姿勢の 4 指標のうち，ADL 低下と関連を認

ベースの研究であり，地域住民，一般住民における疫学エ

めたのは，脊柱前傾角であった．角度から対象者を 4 分位

ビデンスはきわめて限定的だった．わが国においても，上

に分けて検討した結果を Fig. 3 に示す．1 カテゴリー上昇

記に示したような調査結果を含め，ようやく運動器の重要

あたりの年齢・性調整オッズ比は，1.79（95％ 信頼区間：

性に関する population-based な疫学的エビデンスが蓄積し

1.44-2.23）であった．アウトカムに死亡を加えて解析して

てきたところであるが，
まだまだ物足りないのが現状である．

も，ほぼ同様の結果が得られた．なお，他の 3 つの指標と
ADL 低下との関連は認めなかった．体幹の前傾によりバ

学術会議からの提言

ランスや歩容が低下し，これが転倒や骨折などのイベント

上述してきたように，超高齢社会における運動器の重要

を介して将来の ADL 低下に結びついていることが推測さ

性については疑いがなく，運動器の健康対策は喫緊の課題

れる．

である．こうした背景に鑑み，日本学術会議臨床医学委員

筋骨格系慢性疼痛の疫学研究から
国民生活基礎調査によると，腰痛，肩こり，関節痛など

会運動器分科会（中村耕三委員長）では，
「超高齢社会にお
ける運動器の健康―健康寿命延伸に向けて―」と題する提
言を 2014（平成 26）年 9 月 1 日付でとりまとめた．

筋骨格系の慢性疼痛が自覚症状の上位を占めるにもかかわ

提言は，以下の 6 項目から構成される．
（1）運動器の健

らず，日本では全国レベルの調査はほとんど実施されてこ

康の重要性に関する社会への啓発活動をすすめるべきであ

なかった．そこで，わが国における筋骨格系の慢性疼痛に

る，
（2）運動器学に関する学問の推進をはかるべきである，
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Fig. 4

Prevalence of chronic musculoskeletal pain (n＝11507)

（3）健康寿命の延伸に向けた運動器学の総合的研究支援体
制を構築すべきである，
（4）運動器の健康の指導を実践す
る人材の育成につとめるべきである，
（5）運動器検診に関
するエビデンスを構築し，その実現を目指すべきである，
（6）運動器障害者（肢体不自由者）の身体活動低下に起因
する健康障害の予防をはかるべきである．
こうした提言をもとに，官民を挙げた運動器への取り組
みが加速することを願ってやまない．

ま と め
超高齢社会のわが国において，運動器の健康は重要であ
る．しかし，その疫学的エビデンスはまだまだ不充分であ
る．政策の基盤となるエビデンスづくりを推進し，もって
運動器への取り組みが加速することを願ってやまない．
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Importance of the Musculoskeletal System
in a Super-aged Society
Yuji Nishiwaki
Professor, Division of Environmental and Occupational Health,
Department of Social Medicine, School of Medicine, Faculty of Medicine, Toho University

ABSTRACT: In super-aged societies, such as Japan, a healthy musculoskeletal system is important in
maintaining self-reliance among older adults. However, this fact remains largely unrecognized in Japan, and
measures to assess and treat musculoskeletal disorders are urgently required. The author has studied the
significance that segments of the musculoskeletal system, such as the knee joints and spine, have in allowing
elderly adults to maintain normal activities of daily living. The author has reported on the high prevalence of
chronic musculoskeletal pain and the severely disruptive effect it has on the lives of elders. Unfortunately,
however, there is a lack of epidemiologic evidence on the importance of a healthy musculoskeletal system.
The author hopes that such evidence will be accumulated quickly so that appropriate measures can be
taken to prevent and treat musculoskeletal disorders in the elderly.
J Med Soc Toho 62 (2): 111―116, 2015
KEYWORDS: super-aged society, musculoskeletal system, epidemiology, preventive medicine
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