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ラオス高齢者の糖尿病とメコン流域および日本との比較
―高所プロジェクトへの展望―

奥宮清人
総合地球環境学研究所

1．ラオス高齢者の糖尿病
A．研究目的
　現在、糖尿病は地球規模で増加の一途をたどっ
ており、世界の糖尿病頻度は、2000年の 4.2％か
ら 2025年には 5.4％になると推測されている。先
進国である日本においては 6.9％（2000年）から
8.7％（2025年）、発展途上国であるインドネシア
においては 4.3％（2000年）から 6.5％（2025年）
と推測されている（20歳以上）。糖尿病の増加は
先進諸国のみならず、発展途上国においても顕著
であることは注目すべきである。更に、2025年
には発展途上国の糖尿病人口が世界の糖尿病人口
の 75％以上を占め、先進国では現在、患者の大
部分が高齢者であり、2025年には高齢糖尿病患
者の増加が最高になると報告されている 1。世界
における主要な疾患は、感染症から生活習慣病へ
Epidemiological transitionしており、糖尿病は第 6
位の死亡原因となっている 2,3。
　特にアジアの発展途上の諸地域では、正確な有
病率があまり把握されておらず、これらの地域に
おける糖尿病の頻度と特徴を把握することは、将
来の対策を考えるうえで重要である。また、ラオ
スの農村部住民では、糖尿病が社会的な病として
認知されていない可能性があり、教育による予防
的介入の余地は十分にあると思われる。
　糖尿病は、遺伝因子と環境因子との相互関連に
よって発病する。環境因子としては食事、運動
量、ストレス、加齢などが因子としてあげられ、

社会経済状態の近代化に伴ってナウル島、パプア
ニューギニアなどでは糖尿病人口が急増した事例
が報告されている。日本においても、第二次世界
大戦以前まで糖尿病は比較的稀な病気であった。
しかし戦後、経済復興が進むにつれ糖尿病患者は
急増している 4。
　糖尿病は、インスリン抵抗性増大とインスリン
分泌能低下に特徴づけられ、それらは、民族間や
地域のライフスタイルによって寄与する程度が異
なる。インスリン抵抗性は、組織におけるインス
リン感受性の低下やインスリン作用が発揮されに
くい状態である。また、インスリン抵抗性は、動
脈硬化性疾患の発展と進展に関与すると言われて
おり、メタボリックシンドロームへの引き金とし
ても重要な役割を果たしている。初期インスリン
分泌能は、遺伝的に民族で規定されているとの報
告もある 5。
　近代化による生活様式の変容とともに、糖尿病
とともに、肥満、高血圧、脂質異常、耐糖能異常
のうちいくつかをあわせもつ、メタボリックシン
ドローム（代謝症候群）が日本を含め世界的に問
題となっている。東南アジアにおいても重要な問
題と思われるが、ラオス地域在住者に対する調査
や取り組みはほとんど行われていない。ラオスで
は、経済発展が東南アジアでも最も後進な国の一
つである。しかし、将来は、経済発展とともに、
少子高齢化や高齢者の健康と生活の自立やQuality 
of Life（QOL）の向上が重要な課題となってくる

ラオス農村部のソンコン在住高齢者において、高頻度の糖尿病を認めた。メコン川流域に沿った、中
国のシプソンパンナ、タイ東北部のコンケン市街と農村の 3地域とともに日本とも、頻度において比
較した結果、経済発展、経済状態、生活習慣、民族の違いなどが関連している可能性があり、重大な
問題である。地球規模で、途上国における糖尿病の増加が急速に進んでいる状況とともに、ラオスの
農村部においては、糖尿病が貧困層に多いという現象がみられており、高所住民はさらに、近代の文
明病に対する脆弱性が懸念される。
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と考えられる。これまでに、我々は、日本での長
年の地域研究の経験に基づき、ラオスにおいて調
査し、ラオス農村部のソンコン郡高齢者の 60歳
以上の高齢者 294人と、日本京都市園部町の 65
歳以上の地域在住高齢者 411人の包括的機能評価
を比較した。日常生活機能（ADL）、医学的既往
歴と社会的状況、生活の質：Quality of life（QOL）、
高齢者うつ尺度（15項目）とともに、人体計測、
血液学所見を比較した。日常生活機能においては、
基本的、手段的 ADL、知的活動、社会的役割の
すべてにおいて、ラオスの高齢者が日本の高齢者
に比べて、低値であった。Body mass index、平均
血圧値、高血圧の頻度は、ラオスの高齢者が日本
の高齢者に比べて、低値であった。一方、耐糖能
異常と貧血の頻度は、ラオスの高齢者が日本の高
齢者に比べて、高値であった。経済的に発展途上
国と先進国の違いとともに、生活スタイルと医学
的状況の違いがあった。ADL、QOL、情緒、血液
所見における栄養状態は、ソンコン郡高齢者が京
都の高齢者よりも低値であった。しかし、高血圧
や降圧剤服用者は、ソンコン郡高齢者が京都の高
齢者よりも低値であった。特記すべきは、ラオス
の高齢者に耐糖能異常が多かったことである。ラ
オスの地域在住高齢者における、高血圧の低頻度、
糖尿病や貧血の高頻度についてが、去年の課題で
あった。

　以上より、今回は、ラオス地域住民のメタボリッ
クシンドロームと糖尿病について、頻度を正確に
調べるとともに、原因をライフスタイルや文化的
背景との関連の中で考察する事を目的とした。

B．研究方法
対象と設定
　ラオス、サバナケット州のソンコン地区（パク
ソン、ラハナム）在住の 60歳以上の高齢者 504
名（男性：女性＝ 207：297、平均年齢＝ 70.2）
を対象とし、身長、体重、血圧、アンケート（年
齢、性別、QOL、ADL、糖尿病薬の使用有無）、
生化学検査（随時血糖値、HDLコレステロール、
総コレステロール）、問診を行った 6。次に、随
時血糖値が 110（mg/dl）以上か治療中であった
209名について 75g OGTT（Oral Glucose Tolerance 
Test：経口ブドウ糖負荷試験）を行い、WHOの
診断基準にもとづいて糖尿病型（DM）、耐糖能異
常型（IGT）、正常型（NGT）に分類した。また、
参加者には当日の朝食をとらないように事前に伝
えてあり、空腹時の血糖値は早朝に調査し、75g
の糖負荷後に 2時間後の血糖値を調査した。しか
し、実際に生化学データ（インスリン値）として
統計解析に用いられたのは、採血時の血液量不足
の為に 180名に限られた。DM頻度は、随時血糖
値が 110（mg/dl）未満の集団を NGTとみなした

図 1　ブドウ糖負荷テストによる、ラオス農村地域の糖尿病と境界型の頻度
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上で、Non Responder（43名）は算定に含めなかっ
た。
　ラオスにおける耐糖能異常性の特徴を検討する
ために、HOMA-IR、HOMA- β cell、Insulinogenic 
Indexを指標として、それぞれ、インスリン抵抗
性、インスリンの基礎分泌能、さらに、インスリ
ン初期反応分泌能を算定した。DM患者の中での
高インスリン抵抗性と低インスリン初期反応分泌
能の、Cut Off Pointをそれぞれ 2.5以上と 7.2未満
とし、その頻度を検討した。また、DM患者内で、
HOMA-IR値を 2.5以上の Insulin Resistantの集団
と 2.5未満の Insulin Sensitiveの集団に分け、イン
スリン抵抗性の臨床的特徴を検討した。その後、
ラオスにおけるインスリン抵抗性、インスリン分
泌能の特徴を日本、アメリカにおける報告との国
際比較を通し検討した。

統計解析
　75g OGTT対象者を DM、IGT、NGTの 3群に
分 け、HOMA-IR、HOMA- β cell、Insulinogenic 
Indexについて比較した。連続変数については
Analysis of Variance（ANOVA）を 3群間の検定に
用い、その上で 2群間の差の検定に Post-hoc test

（Fisherの PLSD）を行った。また、OGTTにお
いて DMと判定された患者を Insulin-Resistantと
Insulin-Sensitiveの 2群に分け、2群間の差の検定
に t検定（対応なし）を行った。検定では P値が
0.05未満を有意とみなした。すべての統計解析
は StatView ver.5 for Macintosh（SAS institute, Inc., 
Cary, NC）を用いて算出した。

C．研究結果
　75g OGTTを実施した 209名の結果は、DM：
72 名、IGT：45 名、NGT：92 名で、OGTT 試験
の参加率は 82.9％であった。随時血糖値が 110

（mg/dl）未満の 252名をNGTとして含めたラオス・
ソンコン地区在住高齢者で、検査対象となった集
団における DM頻度は 17.7％、IGT頻度は 10.7％
であった。
　また、各型における平均年齢は、DM：71.5歳、
IGT：71.7歳、NGT：70.6歳、Body Mass Index（BMI）
は、DM：23.3、IGT：22.0、NGT：22.5と 3群間
に有意差を認めなかった。
　同様に、収縮期血圧、拡張期血圧、動脈硬化

指数（AI）でも 3群間に有意差を認めなかった。
DMは NGTに比して、空腹時インスリン値、負
荷後 2時間インスリン値、HOMA-IRは有意に高
く、負荷後 30分インスリン値、HOMA- β cell、
Insulinogenic Indexは有意に低かった。また、IGT
は NGTに比して、負荷後 2時間血糖値、負荷後
2時間インスリン値が有意に高く、負荷後 30分イ
ンスリン値、インスリンの初期反応分泌能を示す
Insulinogenic Indexは有意に低かった。インスリ
ン抵抗性の程度を示す HOMA-IRでは、IGT、DM
間で特に抵抗性が強まっており、インスリン基礎
分泌能を示す HOMA- β cellでは、IGT、DM間
で基礎分泌能が低下していた。Insulinogenic Index
では、NGT、IGT、DM間で段階的に、低下を示
した。
　ラオス DM患者におけるインスリン抵抗性、
インスリン初期分泌能低下の頻度は、それぞれ
49.2％、72.3％であった。
　DM 患 者 内 Insulin-Resistant と Insulin-Sensitive
における、BMI は 24.9 と 21.7 であり有意に
Insulin-Resistantの群が高かった。また、空腹時血
糖値、負荷後 30分血糖値、2時間後血糖値、空腹
時インスリン値、30分後インスリン値、HOMA-
β cellの各値では Insulin-Resistantにおいて有意に
高い値を示した。
　ラハナムの高齢者 295人を 17ヶ月フォローアッ
プし、予後を追跡した。14人が死亡し、わかっ
た限りでも、5人（36％）が、糖尿病の既往を有
していた。5人は既往がなく、4人は不明であった。
ロジスティック多変量回帰において、性、年齢を
補正しても、有意に、糖尿病は死亡の危険因子で
あった。少なくとも、Odds ratioは、4.8であった。

D．ラオスの糖尿病における考察
　アジア諸地域における我々のこれまでの随時血
糖調査から、地域在住高齢者集団で糖尿病が疑わ
れる人（随時血糖 200mg/dl以上、または、治療中）
の頻度は、ベトナム・プートー地区：1.6％、イ
ンドネシア・西ジャワ地区：1.7％、ミャンマー・
マウビン地区：5.7％、京都・園部町：6.5％であっ
た 6,7,8,9。これらの成績と対比しても、ラオス・ソ
ンコン地区では明らかに糖尿病の有病率が高頻
度（17.7％）であった。更に、DMと IGTの頻度
をあわせると 28.4％にも達した。また、国際比較
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した 5ヶ国（ラオス、日本、アメリカ、タイ、カ
ンボジア）中で最も DM頻度が高く、DM+IGT
頻度も最も高値であった 10,11,12,13。今回の調査では
OGTTを行わなかった随時血糖値 110（mg/dl）以
下の群でも糖尿病型や耐糖能異常が存在すること
が考えられ、実際は 28.4％よりも高いことが予想
される。しかし、国際比較した対象者の平均年齢
は異なり、ラオスの対象者は高齢であることより
単純に比較はできないと考えられた。そのため、
2002年度の国民栄養調査（日本）による、HbA1c
の結果（60歳以上）とも比較検討した。HbA1c 6.1
以上（DMを強く疑う）が 13.1％、5.6 ～ 6.1（DM
の可能性を否定できない）が 16.8％であった。ま
た、高知県 T町の 60歳以上での糖尿病の頻度を
みてみると、15.7％であり、境界型は、31.3％で
あった。以上より、ラオス・ソンコン地区におけ
る DMの頻度は日本と比べ、同等または高い可能
性が示唆された。
　インスリン抵抗性は生活習慣と密接に関係して
おり、肥満が主要な促進因子である。欧米や日本
などの先進諸国では、一般に DM患者における
インスリン抵抗性は BMIと相関することが指摘
されているが、ラオスにおいて 3群間に有意差は
認められず、肥満だけではない要因が関係してい
る可能性が考えられた。近年の研究では、内臓脂
肪や中性脂肪がリスクとして指摘されており、今
後検討する必要がある。またラオスにおける特徴
として、HOMA-IRの値より、IGT、DM間で抵
抗性を獲得していること、HOMA- β cellの値よ
り IGTまでは比較的に基礎分泌能が保たれており
DMで低下すること、Insulinogenic Indexの値より、
NGT、IGT、DM間で反応分泌能が低下している
ことがあげられる。インスリン抵抗性（HOMA-IR）
を日本とアメリカの報告と比較検討した。NGT
群の HOMA-IR値に比する DM群の値を比較する
と、日本 2.0、ラオス 2.92、アメリカ 3.95であり、
ラオスの DMにおけるインスリン抵抗性の関与の
大きさは日本とアメリカの中間を示した。また、
アメリカにおける BMIは 26.3であり、ラオスの
22.7や日本の 24.2と比較して、高値であること
より、アメリカでは肥満が強く関係している可能
性がある。インスリン基礎分泌能は、日本では
NGT、IGT、DMと徐々に低下しているが、ラオ
スでは IGTまで基礎分泌能を保ち続けることが特

徴的である。インスリン初期反応分泌能では、日
本、ラオス、アメリカは同様に NGT、IGT、DM
間で顕著な低下を見せた。インスリン初期分泌能
は日本とアメリカの中間の値を示した。インスリ
ン抵抗性や基礎分泌能よりも、インスリンの反応
性分泌の低下が NGTから IGTへの移行に関与し
ていることが考えられた。これは日本の報告と同
様であったが、日本と異なるのは、DMにおける、
インスリン抵抗性の関与も加わっていたことであ
る 10,11。
　次に、糖尿病患者の中で、HOMA-IR値 2.5以
上を Insulin-Resistant、2.5未満を Insulin-Sensitive
の集団として 2群に分けた場合、ラオスでは
49.2％が Insulin Resistantであった。アメリカ（White 
population）92 ％、 ア メ リ カ（Black American）
60％、日本 40％と比した場合、日本の DM患者
が低インスリン抵抗性、低インスリン分泌能と結
論づけられていることからも、ラオスにおける
インスリン抵抗性の寄与は中程度であると言え
る 14。また、インスリン初期反応分泌能低下型の
DM患者は 72.3％と、ラオスにおいてはインスリ
ン抵抗性とインスリン初期反応分泌能低下の両者
が関係していることが判明した 10,11。
　BMIについて、DM患者内での Insulin-Resistant
と Insulin-Sensitive の 2 群間では有意に Insulin-
Resistantにおいて高く、ラオスにおいてもイン
スリン抵抗性には肥満が関係していた。しかし、
前述したように、NGT、IGT、DMの 3群間での
BMIに有意差はなく肥満の関与は比較的少ない可
能性が考えられた。また、Insulin-Resistantの DM
患者は基礎分泌能が非常に高く、インスリン抵抗
性をインスリン分泌で補おうとする機構がラオス
においても生じていると考えられた 10,11。
　また、長期間にわたる Diabetes Prevention 
Programにより、糖尿病教育、持続的な運動、食
事の工夫などで有意にリスクが低下したと報告
されている 15,16。このことから、ライフスタイル
の改善により、糖尿病を予防することが期待で
きる。特に東南アジアでは acculturationと呼ば
れる文化の劇的変化が起きており、ラオスでも
acculturationが DM、IGT頻度に影響している可
能性が高いと考えられた 4。
　以上の結果を踏まえ、ラオスにおける高齢者の
糖尿病について、身体に刻まれた歴史と文化の側
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面から考察した。糖尿病に関する歴史、文化的背
景（ラオス～サバナケット）として、7 ～ 10世
紀頃の中国南部より東南アジアへのタイ系民族の
移動に始まり、ラオ民族のもち米の主食化があ
る。うるち米に比べて、高カロリー（1.4倍）か
つ高 Glycemic index（2.0倍）であるのが、もち米
の特徴である。魚の生食とタイ肝吸虫の慢性感染、
妊婦の産後数ヶ月のタンパク摂取制限（タブー）、
1974年以降の JICAも絡んだサトウキビ畑の大規
模開発による砂糖の市場への普及（天理教資料よ
り）、1978年の大洪水による食糧難（特にラハナム）

（過去に繰り返している可能性）、1997年以降の
ラハナムの灌漑設備による 2期作による収量増加
と余剰による換金化の可能性などの経済的な要因
とライフスタイルの影響が糖尿病の増加に影響し
ている可能性がある。この 10年間、サバナケッ
ト病院の糖尿病受診者が実際増加しているが、地
域住民の高い有病率から考えるとまだかなり少な
い。伝統的なライフスタイルのラハナムと、市場
経済の浸透し始めているパキソンを比較すると、
高齢者の糖尿病の頻度に差はないが、50歳台の
糖尿病やメタボリックシンドロームの頻度は、パ
キソンの方が高い。若年者のライフスタイルや栄
養転換の市場経済による影響の変化が大きいこと
が考えられる。同じ民族背景をもつが、経済的に
発達しているタイのコンケンでは、糖尿病の頻度
がはるかに多くなっていることから、ラオスにお
ける糖尿病の将来の増加が危惧される。糖尿病の
予防に向けての、今後の対策が急務である。

2．メコン流域4地域の糖尿病の頻度の比較
からの考察
　最近、糖尿病は、先進国だけでなく、発展途上
国で急激な増加を示しており、世界的に深刻な問
題となっている。メコン流域沿いの、中国雲南、
タイ、ラオスの糖尿病について説明する。
　サバナケット、ソンコン、ラハナム村の高齢者
を、シプソンパンナ（西双版納泰族）の住民や、
サバナケットとメコン川をはさんだ、タイ・イサ
ンのコンケンの住民と比較した。図 1は、随時血
糖（食後または食前の血糖）の値から見た、糖尿
病型（血糖 200mg/dl以上）と高血糖（血糖 140
～ 200mg/dl未満）の頻度である。糖尿病型の頻
度に注目すると、シプソンパンナ、コンケン、タ

ンカン、コンケンの順に増加している。タイ族の
糖尿病が 7％で、ラオスの 16％より低いのは、環
境の違いとともに民族差も関与している可能性が
ある。一方、ラオスに民族の近い、コンケン農村
部と市街部の住民は、23％、39％と急激に増加し
ており、市場経済の発達とライフスタイルの変容
の影響が大きいと考えられる 17,18。

3．糖尿病と経済発展、ライフスタイルとの
関連
　ラオス、パキソンは、サバナケット中心部から
パクセに通じる広い道路に接しており、マーケッ
トも見られ、ラハナムに比べると、やや市場経済
は活発である。パキソンをラハナムと比較する
と、高齢者の糖尿病の頻度には違いはないが、50
歳台では、糖尿病の頻度が高く（パキソン 20％、
ラハナム 9％）、市場経済の影響が、より若いも
のに浸透し始めている可能性が示唆された。バイ
クやトラクター、車も普及しつつある。1974年
以降の JICAも絡んだサトウキビ畑の大規模開発
により、砂糖の市場への普及が進み、食堂で見か
ける砂糖の消費の多さが見て取れる。食堂の米の
麺のうどんの中に、砂糖を入れる現地の人の姿を
よく見かけるし、コーヒーに入れる練乳も多量で
あり、缶コーヒーが非常に甘いことなどから、単
純糖質の摂取の増加が推測される。日本の戦後の
糖尿病の増加には、食事の全カロリーの増加以上
に、単純糖摂取の増加と脂肪の摂取増加が問題視
されてきた。もち米は、高カロリー（うるち米の
1.4倍）かつ、Glycemic indexが高く（うるち米の
2.0倍）吸収されやすい 19。
　この地域はもともと稲の穀倉地帯で良くとれる
ところに 1997年より、灌漑設備による 2期作に
よる収量増加があり、余剰と換金化により、市場
経済の浸透が食習慣の変容に影響している可能性
もある。

4．糖尿病と経済状態との関連
　ラオス、ラハナムでは、経済状態との関連をみ
ると、貧困者が、中間層よりも優位に糖尿病の頻
度が高く、富裕層も若干高いという結果である。
その理由として、貧困者は、食事の種類が少なく、
もち米とチェーオだけで、炭水化物を取りすぎる
のではないかという可能性である。もち米の摂取
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の頻度が少ないシプソンパンナのタイ族では、糖
尿病の頻度が少ない。最近の報告では、貧困層が
経済的にやや余裕が出て来た場合に、家族の中に、
肥満と栄養失調が混在するという現象（NEJM；
Paradoxical phenomenon）20が紹介され、安価の高
カロリーの換金食物の可能性などが指摘されてお
り、ソンコンでも砂糖と油の摂取が気になるとこ
ろである。我々の調査では、糖尿病を有する群で
は、有しない群よりも肥満の頻度が多く、肥満と
糖尿病との関連はあることがわかった。しかし、
糖尿病を有する貧困群には、肥満の頻度は少なく、
肥満という要因とは独立して、貧困な方には糖尿
病に脆弱な要因があることがわかった。
　ラオスや東北タイは、魚を生で食べるため、多
くの住民が、タイ肝吸虫の感染歴のあることがわ
かっている。これと糖尿病との関連があるとする
証拠はないが、貧困者には衛生面の不十分さから
慢性感染症が多く、糖尿病発症のストレス要因に
なっている可能性はあるが、明らかではない。後
で述べる、サバナケット病院の最近の糖尿病患者
の増加と対照的に、タイ肝吸虫症の患者は減少し
ている。
　経済状態は、疾患との関連のみならず、特に高
齢者においては、日常生活をおくる上での機能障
害とも密接に関連しており、重要な視点である
21。

5．糖尿病と遺伝要因
　糖尿病の発症には、環境要因と遺伝要因との両
方が関与する。今回の調査では遺伝子の検査をし
ていないので、推測にすぎないが、シプソンパン
ナのタイ族は、ソンコン（プータイ、ラオ）やコ
ンケン（イサン）の住民より、糖尿病が少ないの
は、もち米摂取が少ないなどのライフスタイルの
違い以外に、遺伝的に遠いからという可能性もあ
る。16世紀に最盛期を迎えたラーンサーン王国
の分裂とフランス植民地政府時代を通して、ラオ
の多くが東北タイに移動したという歴史があり、
ソンコンとコンケンの住民は遺伝的に比較的近い
ともいえそうである。
　倹約遺伝子型仮説（Thrifty gene theory）と倹約
表現型仮説（Thrifty genotype theory）という考え
方がある。前者は、飢餓を生き抜くため、倹約遺
伝子により、エネルギーの消費を節約する機能の

強い子孫が代々、長い狩猟生活を生き抜いて来た
ため、飽食には無防備で、糖尿病になりやすいと
いう仮説であり、後者は、母親のおなかの中に入
る胎児期に、母親からの栄養が欠乏した場合に、
将来糖尿病になりやすいという考え方である。ま
た、Malnutrition Diabetesといって、熱帯にみられ、
小児期に低栄養（特に低タンパク）の場合に、そ
の後糖尿病を発生するというタイプも以前提唱さ
れた。サバナケットはもともと穀倉地帯であり、
ラハナムは過去の洪水、干ばつ（1975-78年、15
年前、20年前など）、ベトナム戦争（1968-69年）
の村人の記憶をたどっても、食糧難は深刻ではな
いようであった。また、出産後に蛋白を数ヶ月摂
らないといった Tabooがあるが、牛はとらないが
魚は摂取するといったゆるやかなもので、栄養不
良とは関係なさそうであった。
　以上より、糖尿病がラオスで多く、コンケンで
より多いという事実は、遺伝要因や過去の栄養失
調に原因を求めるよりも、最近の経済発展や栄養
転換の影響が、大きいように思われる。

6．糖尿病の社会的意義
　ラオス、サバナケットの糖尿病の社会的意義を、
糖尿病の予後と病院への受診状況との両面から論
じる。
　ラオス、ラハナムの高齢者 295人を 17ヶ月追
跡すると、14人が死亡し、そのうち 36％と多く
の者に糖尿病の既往があった。糖尿病を有する場
合、有しない者に比べて、4.8倍の死亡リスクが
あることが判明した。また、糖尿病によると思わ
れる末梢神経障害が、約 30％と高率に見られた。
　サバナケット病院のこの 10年間の受診者の統
計データより、糖尿病と診断されているのは、外
来患者は、0.2％（2002）、0.2％（2003）、0.4％（2004）、
0.6％（2005）、入院患者では、0.3％（2002）、0.5％

（2003）、0.6％（2004）、0.8％（2005）で、この 3
年間に若干増えているものの、ほんの 1％以下で
あった。地域住民の有病率からすると、診断され
た患者は少ないといえる。症状や合併症をあらわ
さないという意味から診断されにくいという理由
とともに、糖尿病は予後に重大な問題でありなが
らも、社会的な病気の重大性はまだ認知されてい
ない段階であるといえる。
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7．日本、高知県T町での糖尿病とメタボ
リックシンドロームの実態
　昨今、生活習慣病、特に、糖尿病とメタボリッ
クシンドロームの予防による、動脈硬化性疾患の
予防が重要視されている。高知県 T町では今年
度、全国に先駆けて、糖尿病の検診を、40歳以
上の基本検診と 75歳以上の長寿検診にドッキン
グさせ、6月 3日より開始し、11月 10日に全日
程が無事終了することができた。受診者の 60％
の方が希望され、520人の方がブドウ糖負荷テス
ト（OGTT）を受けた。検診を精力的に支えられた、
役場やボランティア、検診協会、住民の方々によ
る成果である。520人（男 223人、女 297人）の
受診者について、糖尿病に関して解析した結果を
報告する。
　40歳以上の全年齢でみると、糖尿病は 15.4％（男
18.8％、女 12.8％）、境界型は 29.8％（男 27.4％、
女 31.7％）と、あわせて半数もの多くの方が、耐
糖能異常（糖尿病または境界型）を有することが
判明した。一方、従来の検診のように空腹前の一
回の採血のみから診断すると、糖尿病は 5.8％、
境界型は 14.2％のみしか検出できず、ブドウ糖負
荷テストの方が、2倍以上の異常者を発見するこ
とができるという検診での意義も示された。
　全年齢でみると、男性の方が、糖尿病の頻度が
高値であった。さらに年齢別にみると、男性は、
65歳～ 74歳の早期高齢層（19.1％）、75歳以上
の後期高齢者（16.7％）の順に糖尿病が多く、女
性では、加齢とともに増加し、75歳以上に最も
多い（20.0％）ことがわかった。ただし、40歳～
64歳の壮年者の受診者は 129人と受診率が少な
いのが残念で、まだまだ、多くの耐糖能異常の方
が気づかずにおられる可能性がある。
　ラオスとの比較のために、60歳以上での糖尿
病の頻度をみてみると、15.7％（男 18.1％、女
13.9％）であり、境界型は、31.3％ （男 29.2％、
女 32.9％）であり、糖尿病は、ラオスより若干低
めであった。
　次に、メタボリックシンドロームの頻度と、そ
れと耐糖能異常（糖尿病または境界型）との合併
頻度を説明する。全年齢でみると、メタボリック
シンドロームは、18.8％に認められた。そのうち、
メタボリック症候群と糖尿病の合併は 6.8％、メ
タボリック症候群と IGTの合併は 9.7％、メタボ

リック症候群単独は、2.3％であり、メタボリッ
クシンドロームのうち、ほとんどの 87.5％が、耐
糖能異常も合併しているという結果であった。
　さらに、メタボリックシンドロームを有しない
群のうちにも、耐糖能異常（糖尿病または境界型）
の頻度を示した。糖尿病型のみのものが 8.5％、
境界型のみのものが 20.2％であった。耐糖能異常

（全体の 45.2％）のうちの 36.1％が、メタボリッ
クシンドロームを合併しており、耐糖能の正常者

（全体の 54.8％）のうちには、4.2％のみしか、メ
タボリックシンドロームの人はいないことがわ
かった。
　以上より、ブドウ糖負荷テストにより、耐糖能
異常を検出すれば、メタボリックシンドロームも
ほとんどカバーしていることがわかった。
　全年齢でみると、男性の方が、メタボリックシ
ンドロームの頻度が高値であった。さらに年齢別
にみると、男性は、65歳～ 74歳の早期高齢層で
特に多く、男性で著明であった。
　検診の結果により、耐糖能異常を示す方には報
告会への参加を勧誘し、メタボリックシンドロー
ムの有無をあわせて、説明した。講演後、各個人
の方に説明と面談を行った。耐糖能異常といって
も程度は様々である。境界型でも、ほとんど正常
に近い者から、糖尿病に近い者もおり、糖尿病で
も、軽い者から、中等度以上の者までいる。いず
れの者も、食事や運動といった生活習慣の見直
しと改善が最も重要である。体重の綿密な自己
チェックも大切である。そして、主治医の先生方
に定期的にチェックを受けながら、治療の必要な
者は、しっかりと治療を継続する必要がある。主
治医の先生方には、紹介状を送り、医院や病院の
先生方には、診療での活用をお願いし、ご協力を
依頼した。何よりもご本人の生活習慣に対する毎
日の心がけが大切であり、この検診の結果を生か
して、今後の successful aging22にむけて、支援体
制の確保が重要である。

8．今後の高所プロジェクトに向けての展
望
　3大高地文明の共通性といえるのは、高所独特
の生業 23、そして、サスティナブルな生業自給圏
を形成すると共に、低所との絶妙なインタラク
ションを形成、さらには、宗教や自然観を育んだ
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高度の精神文化である。高所プロジェクトでは、
環境と人の相互連環のための叡智を学ぶことによ
り、地球環境学への新たな展望を提言するのが目
的である。
　チベット高原では、雲南から何ヶ月もかけて茶
と馬の交易をおこなった茶馬古道という低所との
絶妙なインタラクションがあった。しかし、去年
開通した青蔵鉄路により、大量の人と物資の移動
が可能になってきた。さらに、チベット高原にも
最近バイクが普及してきた。高所へのグローバリ
ゼーションの影響がまさに浸透し始めている。高
所は、グローバリゼーションに脆弱ではないかと
の仮説をたて、検証することが大きな課題のひと
つである。
　特に、病気に目を向けると、アジアにおける生
活習慣病が急速に増加している。いままで論じた、
糖尿病をはじめ、高血圧、肥満、高脂肪血症が代
表で、これらを重複してもつと動脈硬化のリスク
が特に増加し、Deadly Quartet（死の四重奏）とい
われる。
　そのうち、高血圧を例にとると、10年前のチ
ベット高原ティンリーの高齢者の血圧の平均は、
132 ／ 81で、高血圧の人はほとんどいなかった
が、去年のシャングリラチベット族の調査では、
152 ／ 92と高く、急激な高血圧の増加がみられた。
チベット高原のラマ僧もバイクによる、ライフス
タイルの変化の結果、肥満をきたしているのが観
察され、生活習慣病の浸透が危惧された。我々の
ラオスやタイの農村部における調査でも、特に貧
困層に糖尿病が、急速に増えてきており、高所住
民はさらに、近代の文明病に対する脆弱性が懸念
される。高所特有の疾病や加齢のあり方は、人－
環境相互関係の結果であり、特に、近代の文明病
ともいえる生活習慣病は、人の身体に刻み込まれ
た環境問題と、われわれはとらえており、このプ
ロジェクトのひとつの重要な課題と考えている。
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Summary

Diabetes Mellitus in the Elderly in Laos and Comparison with the
Peoples in Some Regions on the Mekong Basin and Japan. 

--Outlook for the High-Altitude Project--

Kiyohito Okumiya

Research Institute for Humanity and Nature

    High prevalence of DM and IGT were shown in the community-dwelling elderly in a rural area of Laos, which 
is one of the developing countries in Southeast Asia. The high prevalence of Diabetes in the area may be associated 
with many factors, such as ethnic and genetic vulnerable factors, rapid economic development followed by 
nutritional transition, and other additional factors, like the "fetal origins of disease" hypothesis. In the comparison 
of the prevalence of DM in Jing Hong (Thai), in Songkhone in Laos and in Khon Kaen (Issan), the prevalence 
of DM was very related to the development of economic condition of the peoples. Compared with the esthnic of 
Songkhon (Phuthai and Lao) that of Khon Kaen (Issan) is closer than that of Jing Hong (Thai). The number of 
people with diabetes is estimated to be increasing very fast especially in developing countries with the economic 
and social globalization. Notably low economic status had higher risk for diabetes in the rural villages of Songkhon 
in our study. We have the hypothesis that high-altitude peoples are fragile to lifestyle-related diseases and its 
verification is one of the important issues in the High-Altitude Project.




