
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

ラダークにおける住民の栄養摂取
量と糖尿病との関連

木村, 友美; 福富, 江利子; 石川, 元直; 諏訪, 邦明; 大
塚, 邦明; 松林, 公蔵; Norboo, Tsering; 奥宮, 清人

木村, 友美 ...[et al]. ラダークにおける住民の栄養摂取量と糖尿病との関
連. ヒマラヤ学誌 2013, 14: 39-45

2013-03-20

https://doi.org/10.14989/HSM.14.39



ヒマラヤ学誌　No.14　2013

― 39 ―

ラダークにおける住民の栄養摂取量と糖尿病との関連

木村友美 1）、福富江利子 2）、石川元直 3）、諏訪邦明 3）、大塚邦明 3）、
松林公蔵 1）、Tsering Norboo4）、奥宮清人 5）

1）京都大学東南アジア研究所
2）京都大学医学研究科フィールド医学
3）東京女子医大東医療センター
4）Ladakh Institute of Prevention, India
5）総合地球環境学研究所

ヒマラヤ学誌　No.14, 39-45, 2013

背景
　先進国で医療課題であった生活習慣病が、近年
では途上地域においても急増している事実は、既
にグローバルな健康問題として注目されるように
なっている 1,2）。これまでは生活習慣病がほとん
ど報告されていなかった高所地域においても、
2009年以降の医学調査で、高所に暮らす住民の
高血圧や肥満、糖尿病などの生活習慣病の存在が
確認されている 3,4）。なかでも、標高 3000 mを超
える厳しい高所地域であるインド・ラダークでは、
雨量も少なく元来食糧資源の乏しい環境にありな
がら、中心都市レーのみならず山間の村ドムカル
においても住民に糖尿病が発見された。生活習慣
の変化などが糖尿病の要因と考えられているが、
なかでも栄養の摂取状況は糖尿病に関連する重要
な要素である。しかしながら、現地住民の詳細な
栄養摂取量の調査と医学調査の融合は、未だ報告
がされていない。
　そこで、本研究ではラダークのレーと、ドムカ
ルの 2地域において医学健診とともに栄養調査を
実施することによって、住民の栄養摂取量の実態
を把握し、糖尿病との関連を明らかにすることを
目的とした。筆者は、本研究に先立って、ラダー
クでみられる基本料理の栄養成分のデータベース
を構築しており 5）、これを用いて住民個人の一日
の食事内容と摂取量を聞き取りにより算出するこ
とで、一日の栄養摂取量（エネルギー摂取量）を
求めることとした。

調査地
　ラダークの中心都市であるレー（標高約 3200 
m － 3600 m）と、山間地のドムカル（3000 m －
3800 m）において栄養調査と医学健診を行った。
レーは古くから商業の中心地であることと国境地
帯でもあることから軍事的な理由もあって、道路
の整備も進んでおり、流通が発達している。レー
の中心部にあるバザールでは様々な食品の入手が
可能である。レーでの健診では主にチョグラムサ
ル周辺のチベット難民村のチベット人住民を多く
対象として含んでいる。ドムカルはレーから北西
に 120 kmほどの、インダス川の支流をなす小さ
な谷沿いに位置する村で、主に大麦などの栽培が
行われるとともに家畜も飼われている半農半牧の
村である。レーで見られるような大きなバザール
はなく、谷沿いの下のほうの村にいくつかある商
店から野菜や穀類などを購入することができる。

調査対象者
　2010年 7月、40才以上の地域住民を対象に医
学健診を実施した。そこでの健診参加者のなかか
ら、年齢・性別が様々になるようにランダムにサ
ンプリングした。その際に、栄養調査に有効回答
した者（レー：109名、ドムカル：40名）を、本
研究の対象とした。本研究の対象から除外した者
は、1）自身の食事内容が十分に思い出せなかっ
たもの、2）調査当日の特別な理由（風邪などで
体調を崩していた、移動中であったため外食をし
た、など）により日常的な食事内容でなかったも
の、3）疾患、抑うつ状態などにより極度に食欲
が低下しているもの、とした。
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調査方法
　栄養摂取量の調査には、24時間思い出し法 6,7）

を用いた。これは、調査日前日の一日の栄養摂取
量を面接により推定する方法で、栄養学的な調査
では世界的にも最もよく用いられる方法の一つで
ある 8）。本研究では、対象者に面接を行い、前日
1日の食事内容・量を詳細に聞き取り、食品成分
表 9,10）とラダーク料理の栄養成分データベース 5）

を用いて一日の摂取栄養量の計算を行った。また、
この調査法は、構造化された面接方式で行うため
健診参加者が比較的容易に回答できるものであ
り、高齢者を対象とした調査においてもその有用
性が報告されている 11）。本調査では、面接での思
い出しの誤差を減らすために、朝起きてからの時
系列で、間食も含めて詳細に摂取食品と摂取量の
聞き取りを行った。高齢者や男性などで料理の内
容物が分からないこともあるため、同居している
妻や娘などと共に確認するなどの細心の注意をは
らった。調理法（茹でたか、焼いたか、揚げたか）
も聞き取ることに加え、調味料の使用についても
詳細な聞き取りを行うことで、栄養量の推量の誤
差を減らす工夫をした。また、食べた量に関して
は、現地で使われている大きさの異なる器やカッ
プを見せたり、印刷したフードモデルを見せたり
しながら、食べた量を詳細に聴取した。
　食事の質の調査として、多様な食品摂取の習慣
があるかどうかを評価するスコア、11-item Food 
Diversity Score Kyoto（FDSK-11）12）も、栄養摂取
量の調査とともに用いた。上述の栄養摂取量の調
査と異なる点は、「ある一日」の摂取量ではなく、

「一週間の摂取頻度」としての食習慣が把握でき
る点である。FDSK-11は、摂取が推奨される基本
的 11食品群において一週間の摂取頻度を問うも
ので、これをスコア化することでどれだけ多様な
食品群の摂取がなされているかを評価する。スコ
アは 11点満点で、点数の高いほうがより食多様
性が高いことを示す。先行研究では、食事の摂取
が多様なことは長寿と関連することが言われてお
り 13）、高齢者の健康度にも関わる 12）重要な因子
である。
　糖尿病の診断については、75 g経口ブドウ糖負
荷試験 14）を行って診断した。これは、空腹時採
血の後、75 gのブドウ糖を含むブドウ糖水を飲ん
でもらい、その 2時間後の血糖値を測定すること

で診断する方法である。空腹時血糖値：126 mg/dl
以上またはブドウ糖負荷後 2時間：200 mg/dl以
上を糖尿病とし、空腹時血糖値：110 mg/dl以上
またはブドウ糖負荷後 2時間が 140 mg/dl以上を
境界型糖尿病とした 15）。
　また、身長・体重測定より肥満度を示す体格指
数（Body Mass Index; BMI）を算出した。
　統計的解析は SPSS （SPSS, Inc., Chicago, IL）を
用いて行い、P値は 0.05を統計学的有意水準とし
た。

結果
　対象者の平均年齢は、レー：63.6歳、ドムカル：
60.0歳であった。栄養摂取量として、算出された
一日のエネルギー摂取量の平均値は、レー：男性
2305 kcal/day（N=51）、女性 1933 kcal/day（N=58）、
ドムカル：男性 2272 kcal/day（N=18）、女性 2226 
kcal/day（N=22）であった。
　一日の必要なエネルギー量は年齢によって異な
るため、レー、ドムカルにおけるエネルギー摂取
量を年齢階層・性別ごと表に示した（表 1）。参
考として、各年齢階層・性別ごとのエネルギー摂
取量の必要量（厚生労働省「日本人の食事摂取基
準 2010年版」より）も、ともに記した。これを
見ると、レーでは 40代の男性で、ドムカルでは
40代の男女にエネルギー摂取量が少ない傾向に
あることが分かる。これは、本調査の対象者が健
診参加者であるため、比較的若い年齢で健診に参
加している人には体調に心配がある人が含まれや
すいというサンプリングの偏りがある可能性もあ
る。

表1	 性別・年齢階級別にみた一日のエネルギー摂取量
の平均値
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　次に、一日のエネルギー摂取量の分布を年齢と
ともに散布図に表した（図 1）。これを見ると、
対象者のエネルギー摂取量は、個人間の差も大き
いことが分かった。レー・ドムカルいずれも、年
齢があがるとともにエネルギー摂取量が緩やかに
減少しているが、統計学的に有意な相関はみられ
なかった。レーで 2000 － 2500 kcal/day、ドムカ
ルで 1600 － 2400 kcal/dayの付近に多く分布して
いることが分かる。
　本対象者の糖尿病の頻度を見てみると、レーで
は糖尿病：7.3％（8人）、境界型糖尿病：36.7％（40
人）、ドムカルでは糖尿病 12.5％（5人）、境界型
糖尿病 25％（10人）であった。
　糖尿病または境界型糖尿病の人と、血糖値の正
常な人との 2群で、エネルギー摂取量の平均値を
比較してみると、レーでは糖尿病・境界型群 vs 
正常群：2383（kcal/day）vs 2164（kcal/day）、ド
ムカルでは糖尿病・境界型群 vs 正常群：2361（kcal/
day）vs 2224（kcal/day）で、2地域とも、年齢と
性別を調整しても両群に統計学的な有意差はみら
れなかった。純粋なエネルギー摂取量の多さと糖
尿病の間には関連がないかのようにみられた。
　そこで、エネルギー摂取量の多さ／少なさの特
徴と糖尿病との関連を詳細にとらえるために、エ
ネルギー摂取量を、少ない／適量／多いの 3群に
分類して、糖尿病・境界型糖尿病の頻度を分析し
た。ここでのエネルギー摂取量の 3群は、性別・
年齢ごとの推定必要量に照らし合わせて 1）必要
量より少ない人を「少ない」、2）必要量から＋

300 kcalまでを「適量」、3）それ以上を「多い」、
と設定した。この分析の結果を図 2に示す。この
結果をみると、レー、ドムカルともに、エネルギー
摂取量の多い群にもまた少ない群にも糖尿病・境
界型糖尿病の頻度が高い「Jカーブ」型のグラフ
様になっていることが判明した。エネルギー摂取
量が「多い」群と「適量」群の間にはレー、ドム
カル共に有意な差が見られた（レー：P値＝ 0.031、
OR ＝ 2.7、ドムカル：P値＝ 0.047、OR ＝ 5.6）。
一方で、エネルギー摂取量が「適量」群と「少な
い」群の間、また「多い」群と「少ない」群の間
では、レー・ドムカル共に糖尿病の頻度に有意差
には至らなかった。このことからも、エネルギー
摂取量が「少ない」人にも糖尿病はみられ、エネ
ルギー摂取量が「適量」である人に最も糖尿病が
少ないということは言えそうである。男女別でみ
ると、特にレーの女性では、エネルギー摂取の少
ない群と適量群、過剰群の三者の間で糖尿病頻度
において、Jカーブ型を示す統計学的な傾向性（P
値＝ 0.07）を示した。今後、対象人数が増えれば、
統計学的に有意な差となる可能性がある。エネル
ギー摂取量が少ない群にも糖尿病の頻度が高い可
能性が推測できる。
　さらに、エネルギー摂取量別の 3群における特
徴として、BMI値（体格指数）の平均値を見てみ
ると、レーでは特に、エネルギー摂取量の増加と
ともに BMI値が上昇している（相関係数 R ＝
0.298）。エネルギー摂取量の 3 群において、
FDSK-11（食の多様性スコア）の平均値を見てみ

図1　年齢とエネルギー摂取量の分布
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ると、ドムカルではエネルギー摂取量の「少ない」
群と「適量」群には差がないが、「多い」群で有
意に FDSK-11スコアが高く、レーでは特にエネ
ルギー摂取量の「少ない」群において、FDSK-11
スコアが低いことが分かった。エネルギー摂取量
の少ない群には、食の多様性が低く、栄養摂取に
偏りがあると考えられる人が多いということが判
明し、対象者の FDSK-11のスコアを詳細に見て
みると、FDSK-11スコアが 4点に満たないような、
摂取食品に偏りがあるもの（11食品群中、一週
間に摂取された食品が 4食品群以下のもの）は、
エネルギー摂取量の「少ない」群のなかで、ドム
カル：50％、レー：33％にもみられた。

考察
　本調査では、エネルギー摂取量が少ない人にお
いても糖尿病・境界型糖尿病が見つかり、それは
レー・ドムカルの 2地域で同様に見られた。過剰
なエネルギー摂取量や肥満が糖尿病の原因となる
ことはよく知られているが、エネルギー摂取量の
少ない人にも糖尿病がかなりの頻度で見られた原
因のひとつとして、摂取食品の多様性の低さが考
えられた。FDSK-11の数値からも分かるように、
摂取される食品群の種類が限られており、食品群
の内容を見てみると、個人差はあるものの、特に

穀類、乳製品、豆類、いも類、野菜類の摂取に偏っ
ていることが確認できた。これらは主な栄養素と
しては炭水化物として摂取されるものであり、短
時間で血糖値を上げやすい食品ともいえる。先行
研究では、多様な食品を摂取することが、糖尿病
を含む生活習慣病の発生リスクを下げることが報
告されている 16,17）。高所地域という、多様な食品
入手の限られた環境下での限界はあるものの、栄
養摂取の偏りをなくすことが重要であるという知
識を普及させるだけでも生活習慣病予防の効果を
あげる可能性がある。
　本研究より、エネルギー摂取量が適量であった
群に糖尿病の頻度が低かったことが判明したが、
これには単に食事による栄養状態だけでなく、エ
ネルギー摂取量が多い人や少ない人に、特有の生
活習慣がある可能性があることも考えられる。例
えば、エネルギー摂取量の多い人は経済的に裕福
である、職業が商店をやっている、運動量が少な
いというような背景が、複雑に作用していること
も考えられる。
　さらに、エネルギー摂取量が少ない人に糖尿病
が見られた理由として、経口ブドウ糖負荷テスト
という方法に原因があるという点も考えられる。
通常、少ないエネルギーの摂取に慣れている人々
では、糖を低下させるインスリンの働きが弱く、

図2　3段階のエネルギー摂取量における糖尿病の頻度
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急なブドウ糖負荷に対応できずに一時的に血糖値
があがったという可能性も否定できない。しかし、
この仮説が正しいとすれば、日常的に低エネル
ギー摂取に慣れてきた人々が、生活の変化などに
より急激に食事量が増えることが、糖尿病を発症
するリスクを増大させる危険があるとも言える。
今後の、さらなる縦断的研究での追跡が課題であ
る。
　本調査の限界として、ここでの糖尿病 /境界型
の頻度（％）は住民の全数調査でなく、健診に参
加した人のうちからランダムにサンプリングを行
い栄養調査で回答を得た人を対象としているた
め、各地域の糖尿病の有病率を表すものではない。
　栄養摂取量に関しても、目安として日本人の栄
養摂取基準を併記したが、実際はラダークに住む
人々の個々のエネルギー消費量によって必要な栄
養摂取量は異なる。一人一人のエネルギー消費量
の把握には及んでいない点も本研究の限界といえ
る。
　また、本調査で対象とした、レーに居住するチ
ベット人とラダーク人では、一日のエネルギー摂
取量の平均値に有意な差は見られなかったことか
ら（チベット人 vs ラダーク人：2114 kcal/day vs 
2068 kcal/day）、エネルギー摂取量と糖尿病の関連
について、民族を分けずに検討している。レーと
いう中心都市での生活環境においては、住民の食
事についてはチベット人もラダーク人も、その栄
養摂取量に変化があらわれるほどの食生活の違い
が見られなかった。しかし、本調査ではレーに居
住しているラダーク人の対象者人数が少なかった
ことから、今後はラダーク人をさらに調査するこ
とで、チベット人とラダーク人の栄養摂取状態と
健康状態を比較検討することも課題である。
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Background and aim: Highland is one of the most severe places to get enough foods in the world. However, our 
current study found relatively high prevalence of lifestyle-related diseases such as obesity, hypertension and 
diabetes even in such remote highland. Assessing dietary status is important to show one of the backgrounds of 
these lifestyle-related diseases. This study aims to reveal the nutritional intake of the people living in Ladakh and 
analyze the relation between nutritional intake and diabetes. 
Settings and subjects: In July 2010, we conducted health check-up including nutritional assessment in Leh, the 
central city of Ladakh, and in Domkhar village located about 120km northwest of Leh. Study subject was people 
aged 40 years and older who joined health check-up and answered nutritional assessment (Leh: 109, Domkhar: 40).  
Methods: Diabetic status was diagnosed by 75g oral glucoses tolerance test. Total energy intake was estimated 
using 24h recall method. Food quality was determined using an 11-item Food Diversity Score Kyoto (FDSK-11). 
Body mass index were determined by measuring height and body weight.
Results: Mean of total energy intake per day was; Leh: men 2305kcal/day (N=51), women 1933 kcal/day (N=58), 
Domkhar: men 2272 kcal/day (N=18), women 2226 kcal/day (N=22). When we divided subjects into 3 groups; 1) 
people who had low energy intake than the energy requirement by the guideline, 2) those who had adequate energy 
intake (up to standard requirement plus 300 kcal/day and 3) those who took high total energy intake (more than the 2) 
level) for statistical analysis. We found higher prevalence of diabetes in not only high energy intake group, but in 
low energy intake group, compared to adequate energy intake group. Food diversity was low in the low energy 
intake group in Leh, which can be considered as unbalanced diet such as carbohydrate excessive dietary style and 
that might lead to be diabetic status.
Conclusion: Low energy intake can be also one of the risks of diabetes, with the background of poor food variety 
in highland.




