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アンデス地域医学学術調査研究概要
一京都大学ヒマラヤ医学研究計画 (KUMREH)第7次隊一

松林公蔵
高知医科大学老年病科

京都大学ヒマラヤ医学研究計画 (KUMREH)第7次隊(アンデス地域医学学術調査)は、高知医

科大学の若手研究者、学生、近森病院スタッフ、京都大学ヒマラヤ研究会会員を中心に組織され、ア
ンデス地域エクアドル共和国のヴイルカバンパならびにボリピア共和国チチカカ湖周辺地域におい

て、老年者ならびに小児の健康度を医学的・文化人類学的観点から調査研究した。本調査は、正式に

は文部省国際学術研究、 KUMREH第7次隊として位置づけられるが、一般的には、高知医科大学

アンデス地域医学学術調査隊と呼称され、医師4名、臨床検査技師 l名、薬剤師 1名、看護婦l名、
栄養士1名、統計学者1名、社会学者1名、考古学者1名、医学生3名、報道隊員 1名の計 15名か
ら構成されている。長寿地域として知られるヴイルカバンパならびにチチカカ湖畔のウァタハ夕、フ

ァリナの各村において、約40日間にわたる医学疫学調査を展開した。以下はその概要である。

1 はじめに

日本は、これから 30年後には間違いなく、人

類史上かつて経験したことのない超高齢化社会に

突入する。それと同時に、医療の重点的対象は、

かつての結核を始めとする感染症などの急性期疾

患から、動脈硬化などにもとづく慢性疾患へと移

行している。このような情勢を受けて、近年、臨

床老年病学の領域では、「寿命の延長」よりも

「長寿の内容Jを重視するようになってきた。そ

して、「長寿の内容」を豊かなものにするために

欠くことのできない「健康」が、あらためて聞い

なおされつつある。

老年者の「健康」にとって重要なことは、老化

にともなう少々の病気があることよりも、「何が

できるかJという「機能」であり、その「機能」

をできるだけ保持することにある。医療が進歩し

た現在、「病変」を検出する医学的方法は、高度

に進んでいるが、老年者の「機能」を評価し、そ

の「機能」を保持する方法論はまだ確立していな

い。老年者にとって、「機能の保持」と同時に重

要なことは、「機能の衰退」をもたらす慢性疾患

じたいを予防することである。なぜならば、慢性

疾患がひとたび完成してしまうと、それを完全に

治すことは困難な場合が少なくないからである。

老年期の慢性疾患の根治は困難であっても、それ

を予防してゆくことはある程度可能である。この

予防的観点から、これら慢性疾患の基礎をなす動

脈硬化には、加齢以外の危険因子として、高血圧、

高脂血症、肥満、などが関与していることが、主

として成人を対象とした疫学的研究により明らか

にされてきた。

一方、最近、これら動脈硬化の危険因子は、成

人期のみならず、すでに小児期においても存在す

ることが明らかにされ、予防医学的観点に立てば、

成人期や老年期のみならず、小児期も無視できな

いと考えられるようになってきた。人間の「健康」

の問題は、単に老齢期のみならず、小児期から成

人期、そして老年期にわたる人間のライフコース

全般を通じた視点が重要と考えられる。

世界には古くから長寿地帯と言い伝えられる地

域が3カ所知られている。

カラコラムのフンザ地域、!日ソ連領のコーカサ

ス、それにアンデス山脈のヴイルカバンパ地方で

あり、不思議なことにこれらの地域はすべて標高
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2千メートル以上の高地に存在する。本調査は、

現在の日本の老年者の実状を視点の基礎にすえ、

また高知県香北町の「機能評価」を中心とした

「長寿検診」で得られた実績と、第一次、第二次

フンザ・カラコラム医学学術調査によってもたら

された知見をもとに、医師および医学研究者を、

やはり伝説的に世界の長寿地域として伝えられ

る、南米・アンデス地域に派遣し、当該住民を対

象として、小児期から老年期までのライフコース

を通じての疾病構造と環境適応に関する総合的医

学研究を展開し、その実態を明らかにすることに

ある。

2 目的

伝説的に世界の長寿地域として知られるエクア

ドル共和国のヴイルカバンパならびにボリピア共

和国のアンデス山脈地域高所住民を対象に、"老

年者の機能評価"と"小児検診"を実施し、ライ

フコースを通じた「健康」の実態をとらえ、さら

に、その背景となる生活習慣、文化 ・社会的背景、

自然環境などを調査し、それらが人間の「発達と

老化」におよぼす影響を明らかにすることを目的

4 隊員構成

とする。

3 計画内容

( 1 )調査隊は、伝説的に長寿地帯とされる、ア

ンデス高地に属するエクアドル共和国のヴイル

カバンパ地域住民を対象に臨床疫学的、地理病

理学的研究を行う。

( 2 )調査隊はまた、やはりアンデス高地に存在

するボリピア共和国のチチカカ湖周辺地域に居

住する住民を対象に臨床疫学的、地理病理学的

研究を行う。

( 3 )調査隊が行う検診の内容は、高知県香北町

で継続している神経行動機能、血圧、脈拍、心

電図、自律神経機能などを原則とするが、小児

については、包括的発達機能と生理学的検索を

行う。その他にも希望者に対しては採血等のよ

り精密な検索を行う。同時に、必要に応じて施

療を実施する。採血結果等は、当該地域研究協

力機関を通じて、被検者全員に還付する。

(4 )エクアドルならびにボリビア両共和国医療

衛生機関の協力のもとに実施する本医学調査を

通じて、当該地域に居住する住民との友好関係

を深める。

隊長 :松林公蔵 (42歳)

副隊長 :瀬戸嗣郎 (4 2歳)

高知医科大学老年病科・講師・医博(老年病学、神経内科学、高所医学)

島根医科大学小児科・講師・医博(小児科学、免疫学、高所医学)

秘書長 :足立みなみ (35歳)

隊員 :木村茂昭 (4 1歳)

牛田美幸 (2 7歳)

古 川彰 (4 0歳)

高井正成 (30歳)

箱崎賢治 (42歳)

細川公子 (43歳)

中平真理子 (42歳)

漬田和子 (2 9歳)

和田泰三 (2 2歳)

中野令恵 (2 5歳)

石板昌幸 (2 2歳)

報道隊員依光隆明 (3 6歳)

在外研究協力者

京都大学精神科技官 (神経病理学、 一般臨床生理学)

高知医科大学老年病科大学院生(老年病学、臨床疫学)

高知医科大学小児科大学院生(小児科学)

中京大学社会学部助教授(環境社会学)

京都大学霊長類研究所特別研究員(霊長類学)

鹿児島短期大学講師(数学、統計学)

高知医科大学栄養管理室主任栄養士(臨床栄養学)

近森病院薬剤部長(調剤学)

近森病院集中治療部主任看護婦(救急看護学)

高知医科大学4年次学生

高知医科大学4年次学生

高知医科大学l年次学生

高知新聞社社会部記者

Dr.Gij聞 no Del Pow (38歳)Loja癌センター主任(エク7ド舟共和国)

神谷利明 (4 2歳)αJristian大学医学部部長(ホ・リピ7共和国)
河原田美樹(看護婦、 J1 C A隊員)

神谷直子 (助産婦、 。 )

小林邦江 (看護婦、 。 )

- 48 -



ヒマラヤ学誌 No.4 1993 

5 行動概要
1 992年 1 1月o1日先発隊日本出発一一一マイアミ

o 2日マイアミ ラパス(ボリピア共和国)

(官庁挨拶、共同研究機関との折衝)

1 2月o1日ラパス キト (エクアドル共和国)

(官庁挨拶、共同研究機関との折衝、隊荷通関)

1 992年 1 2月o5日本隊日本出発一一一一一マイアミ

o 6日マイアミ 一一一一一キト (エクアドル共和国)
10日ヴイルカバンパ

(医学調査)

22日キト マイアミ

23日マイアミ ラパス(ボリピア共和国)

(チチカカ湖周辺地域において医学調査)

199 3年 08日キト マイアミ

09日マイアミ

1 0日 日本帰着

。コンピュータを用いた視空間認知・運動協応

動作テスト

註)ボタンテスト(パネルに取り付けられたボタ

ンの付け外しに要する時間を測定し、指先の

巧綴運動を評価する)

ili)U p &G 0テスト(椅子に腰掛けた状態か

ら、立ち上がり、自分の通常の速度で3メー

トル歩行して、再びもどり椅子に着席するま

での時聞を計測する。歩行の安定度と俊敏性、

姿勢反射の能力を評価する)
iv)Fun国0国 1Reach (通常の立位姿勢で上腕を

水平に挙上した体位、で指先の位置を記録す

る。次いで、脚の位置を動かさない範囲で思

いきり前傾し、指先が水平方向にのびた距離

を測定しFuncti∞al Rωchとする。やはり、

姿勢反射の能力と身体の柔軟性を評価する)

@理学的診察所見

⑤Visual Analogue Scaleによる「主観的健康度」、

「主観的幸福度」、「主観的経済状態Jの評価

(2∞mmの線文の左端(・1∞%)を重病(最

大の不幸、最も貧困)とし、右端 (+1∞%)

をこのうえなく健康(最高の幸福、最高に

裕福)として、自分の健康度、幸福度、経

済状態に該当する線文上の位置にチェック

してもらう(図 1)00点からチェックポイ

ントまでの距離 (OOmm)を定規で計測し、

その距離をもって、「主観的健康度」、「主観

的幸福度」、「主観的経済状態Jが:¥:00%

6 検訟の概要
検診地域は、エクアドル共和国のVilcabamba村

(標高15∞m) とYangana村(標高1800m)、ボリ

ピア共和国チチカカ湖畔のHuatahata村とHua白la

村(いずれも標高約38∞m)の4ヵ村である。検

診の方法は、それぞれ現地研究協力者を通じて、

住民に検診の予定を通知し、希望者が自発的に受

診するという形態を採用した。検診の内容は以下

のごとくである。

1 )医学的検診

( 1 )壮・老年班

①身長、体重

②血圧(タイコス・マニュアル血圧計により座位で一度、

自動血圧計で座位、臥位、立位でおのおの2
度測定した。高血圧の定義としては、 WHO

の基準にしたがい、収縮期血圧 (SBP)< 

1柑凹副gかつ拡張期血圧 (DBP)<蜘nmHg

を正常血圧 (Normotension; N T)、

140mmHg< SBP< 160mmHgまたは、

90mmHg< DBP< 95mmHgを境界型高血圧

(Bordeline hypertension ; BHT)、SBP>

160mmHgまたはDBP>95mmHgを高血圧

(Hy開 tension;町)として分類した。血圧値

は自動血圧計を用いて、座位により 2回測定

し、その平均値を採用した。)

③認知・行動機能

口百aa
・
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図1 -1∞z 

重病
(最大に不幸)

(このうえなく貧困)

と評価した。

⑥採血(約2仇cの採血を行い、ヘマトクリット

を測定後、血清を分離し液体窒素中に保存

した。検体は日本に持ち帰り、一般肝・腎

機能、血清脂質、アポリポ蛋白、などの測

定に供した)

⑦必要な者には適宜、薬剤を投与し施療を実施

した。

2 )小児班

①発達歴、家系の穂取

②身長、体重、血圧

③一般理学的所見

④小学校と中学校における学童検診

i)体力測定(握力、背筋力、垂直飛ぴ、水平

飛ぴ)

副知能テスト(構成問題など)

⑤採血(約lOccの採血を行い、ヘマトクリツ

トを測定後、血清を分離し液体窒素中に保存

した。検体は日本に持帰り、 一般肝・腎機能、

血清脂質、などの測定に供した)

⑥必要な者には適宜、薬剤を投与し施療を実

施した。

3)栄養学的調査

1 )検診受診者の食塩食味調査

2)家庭訪問によるパイロ ット的食品分析調査

o % 100% 

￥ 

最高に健康
(最高に幸福)

(このうえなく裕福)

4 )文化人類学的調査

1 )水質環境調査

2)人文・社会学的調査

7 検診の結果と考察

以上の医学調査で得られた結果は、主として、

コンピュータに入力して解析し検討を加えた。現

在、まだ解析中の項目も少なくなしこれらはい

ずれ、おのおののテーマにそった各論のかたちで

公表する予定であるので、ここでは、その概要を

述べるにとどめたい。

1 )受診状況

受診概況は表lに示したとおりである。総受

診者数は成人、老年者だけでも 742名 (男:

女=280:462)で、女性は男性の1.6倍で

あった。この他に、小児検診受診者が約300名

である。各調査地域で、多くの受診希望者が来診

し、検診者側はその応対に忙殺される状態であっ

た。一般的にいって、住民側に検診拒否の態度は

なく、調査隊と住民との関係はきわめて良好であ

った。この一端は、現地研究協力者の努力に起因

するものと思われた。

2 )高血圧ならびに高脂血症の頻度

高血圧と高脂血症は、脳卒中や心臓病の危険

因子として知られている。ヴイルカバンパやチチ

表1 地域別受診者数と年齢

調査地域 受診総数 男/女 平均年齢(年齢幅)

Vi lcabmba 348 119/229 57.3:t19.2 (17-120) 

Yangana 5 8 19/39 63.5:t15.4 (33-119) 

Huatahata 152 62/90 57.3:t19.2 (18-92) 

Huarina 1 84 80/104 52.9土17.0(14-92) 

3)蓄尿中のナトリウム含量分析 カカ湖周辺地域における脳卒中や心臓病の有病率

A
H
U
 

E
d
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は、十分な調査が行われていないために不明であ

るが、今回調査した集団から、高血圧と高コレス

テロール血症の頻度を検討した。図2に、ヴイル

カバンパ地域ならびにチチカカ湖畔地域におけ

る、高血圧 (HT)、境界型高血圧 (BHT)、正

常血圧 (NT)の年齢階層別の頻度を示した。ま

た図3には、血清コレステロール値220mg/
d 1以上の高コレステロール血症を示した者の年

齢階層別頻度を示している。

高血圧や高脂血症の頻度は、ヴイルカバンパ地

域よりもチチカカ湖周辺地域の方が少ない。

3)各調査地域における血圧と年齢との相関

図2

ヴイルカバンバにおける高血圧の頻度

(%) 

官ω

" 

“ 
40 

20 

。
-20 -30 -40 ・駒 4畑 ・初 .ao -80 -120 Ag・

ロNT 白 BHT・HT

チチカカ湖周辺地域における高血圧の頻度

(%) 

100 

ω 

" 
40 

m 

。
.20 ・30 -40 ・50 .ao・70 .ao・90・100 Age 

ロNT !J BHT・HT

一般に、欧米や日本では、加齢とともに血圧

が上昇することが知られている。我々は、チベッ

トやパキスタンのフンザで、年齢と血圧が相関し

ない地域が存在することを報告し、血圧と年齢と

の相関は、その地域住民のライフスタイルや近代

文明の浸透度と関連する可能性を考察したり2)。

今回、エクアドル共和国のVilcabambaならびに

Yangana、ボリピア共和国チチカカ湖畔の

HuatahataとHuar加aの4ヶ村において、年齢と血

圧との関連を検討した。血圧値としては、自動血

圧計による座位の 2回の値の平均値を採用した。

図3に各地域の収縮期血圧と年齢との関係を、図

4には拡張期血圧と年齢との関係を示した。

図3

ヴイルカバンパにおける高指圧症の頻度

(%) 
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チチカカ滞周辺地域における高脂圧症の頻度
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表2 アンデス地域4ヶ村の 75歳以上の老年者の比較

Vi lcabamba Y田(1g2m)a Huatahata Huarina 
(69) (22) (17) 

背景
年齢 82. 0::f::8. 9 83.8土11.8 80.5::f::4.9 80.8::f::3.6 
BMI 22. 6::f::3. 7 22.9土3.2 23.5土2.9 23.2土2.2
収縮期血圧 143土30 151 ::f::30 133土30 147::f::26 
拡張期血圧 77土14 81土15 78::f::12 82土15

認知・行動機能
コンピュータ 951土551 748::f::829 815::f::729 
ボタンテスト 28.6土15.2 19.1土10.4 33. 7土12.7 30.6::f::12.4 
UP & GO 16.0土11.0 15.7土7.8 18.5土6.2 14. 8::f::2. 5 
F. Reach 14.2土7.7 18.2土5.4 16.4::f::7.7 19.1::f::4.8 

VAS 

主観観的健幸福康度 l::f::58 -10土49 -23土19 ー 12土19
主的度 -30土48 -60土26 -4l::f::20 -4l::f::13 
主観的経済状態 -37::f::38 -38士44 -35::f::17 -34::f::12 

BMI : Body Mass Index 
F. Reach: Functiona Reach 
VAS Visual Analogue Scale 

要旨3 アンデス地域4ヶ村の 65歳以上の老年者の比較

Vi lcabamba Ym(2g9m) a Huatahata 泊larina
(132) (56) (53) 

背景
年齢 76土9 75::f::11 73::f::7 73士6
BMI 23.1士3.9 23.8土3.6 24.4土4.2 24.9::f::3.9 
収織期血圧 141土27 149土26 13l::f::18 138::f::25 
拡張期血圧 78::f::13 82土16 77土11 82::f::11 

認知・行動機能
コンビュータ 1288::f::677 1104土770 日4l::f::711
ボタンテスト 23.2::f::12.7 16.4::f::7.0 23.1土10.5 22.3::f::10.1 
UP & GO 14.3土8.4 13.7::f::5.1 16.8土5.6 14.0::f::3.0 
F.Reach 16.5土8.8 20.2::f::7.4 19.7土8.6 20.8::f::6.9 

VAS 
主観的幸福度 ー 7士54 一 2土55 -14土23 - 8::f::21 
主観的健康度 -31::f::44 -58土33 -38土20 ー 32::f::13
主観的経済状態 -35::f::36 -41土42 -31士19 -28::f::11 

BMI : B吋yMass Index 
F. Reach: Functiona Reach 
VAS V.isual Analogue Scale 

Vilcabambaにおける年齢と SBP、図 3に年齢と

DBPとの相関図を示した。収縮期血圧と年齢と

の関係は、すべての地域で有意の正の相聞を示し、

その相関係数は O. 3 9から O. 4 5に分布して

いる。また拡張期血圧と年齢との相関も、相関係

数O. 1 7から O. 3 5分布し、いずれも推計学

的に有意であった。これらの結果は、ヴイルカバ

ンパやチチカカ湖周辺地域の住民たちが、チベツ

トやフンザの一部地域と異なり、かなり現代の欧

米文化に近いライフスタイルを営んでいる可能性

を示唆している。

4 )調査地域4ヶ村における老年者の健康

度の比較

表 2は、調査地域 4ヶ村すなわち、(1)

Vilcabamba村、 (2)Yangana村、 (3)Huatahata村、
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(4)Huarina村における 75歳以上の後期老年者の

健康度を比較したものである。 4ヶ村の後期老年

者集団の平均年齢は、エクアドルのVilcabamba.村、

Yangana村が、ボリピア共和国チチカカ湖畔の

Huatahata村、Huぽina村に較べて少し高い。一方、

BMIからみる体型はチチカカ湖畔の方が太り気

味といえる。血圧はYang叩 a村、 Hu叩na村の老年

者が他の2村に較べて高い。

認知 ・行動機能の4指標(コンピュータゲーム、

ボタンテスト、 UP&GO、F.Reach) を4ヶ村で

比較してみると、 Y釦 g阻 a村の老年者が他の 3ヶ

村に比して優れた機能を示している。しかし、こ

れらアンデス地域の老年者の認知・行動機能は、

高知県香北町の老年者に較べて、劣りこそすれ、

優れてはいなかった。

Visual Analogue Scale (V A S) を用いた主

観的な健康度をみてみると、 Yangana村が最も低

い値を示している。実際、客観的には健康である

にもかかわらず、主観的には"健康でない"と感

じているわけである。

7 5歳以上の後期老年者集団に限ると、対象集

団が少ないため、 65歳以上の老年者についての

健康度を比較したのが表3である。 Yangana村の

老年者は、血圧が他の 3ヶ村に較べて高い。一方、

認知・行動機能は他の 3ヶ村よりも優れている。

しかし、 VASの成績をみると、 Yangana村の老

年者は、主観的健康度は 4ヶ村中最も低く、主観

Summary 

的な経済状態も最も貧しいと感じているにもかか

わらず、主観的な幸福度については、他の 3ヶ村

よりも高い。このような消息が、いったい何を語

っているのか、医学と文化人類学との接点として

興味深い。

8 おわりに

アンデス地域の4ヶ村において、約 1カ月にわ

たって、老年者と小児の健康度を中心とする医学

的調査を展開した。アンデス地域は、われわれに

とって初めての領域でもあり、言語がスペイン語

であることなどから、戸惑うことも少なくなかっ

た。アンデス地域は、予想以上に近代化しており、

ヒマラヤ地域とは異なった印象を持った。ボリピ

アのチチカカ湖周辺地域は標高4千メートルのア

Jレテイプラーノに存在するが、今後、チベット高

原との比較のもとに解析を試みるつもりである。

本論稿は、調査終了後まもない時期のまとめであ

るため概要にとどまった。、今後、さらに各論的

検討を進めてゆくつもりである。
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Outline of Medical Research Expedition to Andes 

Kozo Matsubayashi 
Department of Medicine & Geriatrics， Kochi Medical School 

Geria回cand pedi柑 icfunctional assessment was performed in native population in four villages in 
Andean 紅白.Medical research was carried out in Vilcabamba and Yangana in Equador， and Huatahata and 
Huarina in Bolivia.百leformer is located at 1，5α)m high above sea-level， and the latter is 1田 atedat 3，8∞m 
high above sea-level. Incidence of hypertension組 dhypercholesterolemia were higher in Vilcabamba紅m

than in 1itikaka area. The systolic blood pressure was significantly corr芭latedwith age in each four village. 
There is no significant difference in the scores of geria甘icfunction tests between in the elderly in 
Vilcabamba紅開 and泊 Titikakaarea.百lescores in Andean elderly p∞ple were lower than ones in出巴

elderly in Kahoku Japan. 
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