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【背景】
現在，日本人勤労者のおよそ 5 割が抑うつ症状を呈しているといわれている(1)。抑うつ症状
はうつ病発症や自殺の危険因子であること(2)，さらにうつ病発症者の再発割合は 50-80%である
ことから非常に問題であると考えられる(3)。したがって，勤労者における抑うつ症状に対する
迅速かつ効果的なサポートの実施や早期発見のためには，抑うつ症状の危険因子を特定するこ
とが重要であると考えられる。
先行研究において，低い身体機能が抑うつ症状の発症(4)，(5)やうつ病患者における症状の持続
(6)

と関連することが明らかにされている。さらに，身体機能の評価指標である握力と抑うつ症

状発症リスクを検討した先行研究によると，高握力群と比して低握力群では抑うつ症状発症リ
スクが 1.8 倍高まることが報告されている(7)。しかし，英国の高齢者のみを対象とした研究であ
り，勤労者の約半数が抑うつ症状を呈する本邦で検討した報告はないため，本邦における詳細
を知る必要があると考えられる。
そこで本研究は，日本人勤労者における身体機能と抑うつ症状発症との関連を前向きコホー
ト研究によって明らかにすることを目的とする。
【目的】
日本人労働者である男女 4,000 名を対象に，身体機能の一つである握力と抑うつ発症との関
連を前向きコホート研究によって明らかにすること。
【方法】
1) 研究デザイン

Ø 対象者 ： 2016 年に健診を受診した男女 4,000 名 (勤労者)

Ø 健康診断
Ø 質問紙調査 : CES-D (16 点以上は除外)
Ø 身体機能測定 : 握力
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2) 対象者（サンプリング/サンプルサイズ）
対象者は，平成 28 年に健康診断を受診した日本人労働者である男女 4,000 名とする。サンプルサイ
ズは，先行研究(7)を参考に算出した。
3) 曝露要因 / 介入内容
曝露要因：握力の三分位
アウトカム：CES-D16 点以上
4) 評価項目
年齢，BMI，喫煙，飲酒，仕事，教育歴，婚姻状況，一人暮らし，身体活動量，睡眠時間，糖尿病，
高血圧，脂質異常症，関節炎，仕事量，座位時間
5) 統計解析
モ デ ル：Cox 比例ハザードモデル
独立変数：握力の三分位
従属変数：CES-D 得点
補正項目：年齢，BMI，喫煙，飲酒，仕事，教育歴，婚姻状況，一人暮らし，身体活動量，睡眠時間，
糖尿病，高血圧，脂質異常症，関節炎，仕事量，座位時間
6) 倫理的配慮
本研究は，研究倫理審査委員会の承認を得て実施する。被験者としての参加の拒否および随時撤
回の機会が担保されるようにする。各種測定結果はプライバシー保護の観点からコード化して主任研
究者が厳重に管理し，個人情報の漏洩がないよう配慮する。

【期待される効果・意義】
本研究から握力と抑うつ発症との関連が示唆される結果が得られるだろう。具体的には，握力高群か
ら低群へと段階的に抑うつ症状の出現数が高まると予想される。握力最高群と最低群では相対危険度
が有意に高くなることが期待される。また，全身筋力の代替変数として握力を用いることから，握力測定
によって抑うつ発症を予測可能であることを示すと考えられる。さらに握力測定は簡便かつ低予算で行
えるため，スクリーニングへの導入も期待される。
【研究予算】
質問用紙
・1 人分：依頼文，同意書，質問紙 各 1 枚（@10 円×3 枚×10,000 名×3 回）
・配布用封筒 (A3 サイズ) 10,000 枚
握力計

900,000 円
1,320,000 円
181,959 円

研究補助
・入力用パソコン

150,000 円

・解析用ソフト

100,000 円

・入力業務 (業者委託)

600,000 円

・握力測定補助

50,000 円

学会
・学会参加費
・学会交通費 (宿泊代含む)

50,000 円
300,000 円

論文
・論文検索

30,000 円

・論文掲載費

50,000 円

・英文校正費用
合計

150,000 円
3,881,959 円
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【質疑応答】
 握力を計測する際に，体格などによる個人差について，どう考えているか？
⇒生値を使うか体重で補正するかは，検討中。先行研究においては，考慮されていない
⇒補正に BMI を入れていれば，ある程度改善できるかも
 この仕事がどれだけストレスフルなのかは，どのように計量するのか？
⇒今のところは座業か内業でしか判断していないので，職業別では考えていない。
 握力は男性と女性で明らかに違うが，性別については，どのように考えているか？
⇒層別で解析することだけで，男女一緒にした。一応，補正項目で性別も考えている。
（コメント）
性別に特異的な三分位にして，解析という手もある。
 ベースラインでの対象者の除外基準は？
⇒2016 年にベースライン調査を行う前に 2015 年の一年間に精神疾患や糖尿病，心疾患，脳
血管疾患に罹患した人は除外。
（コメント）
抑うつ症状の少し前に CES-D が出ている可能性もあると思うので，その辺を参考にして
みては。
 打ち切りの定義は？ CES-D の得点だけで良いのか？
⇒打ち切りは 16 点。その他は，退職したり休職したりした場合については，議論は行った
が結論に至っていない。
（コメント）
退職者はうつ症状と関係なく辞めている可能性があり，正確に拾えていない可能性がある。
それがアウトカムの割合に低く出てくる場合がある。
 CES-D は鬱の代替指標であり，結果を見ていない。野球の試合で 7 回の表でヒット数の多い
チームが勝つのではなく，9 回の裏に筒香がホームランを打てば試合はひっくり返る。この
時，ヒット数が代替指標であり，試合に勝ったか負けたかが結果になる。握力を高めたら鬱
が予防できるのか？介入研究をして握力を高めることが必要か？
⇒握力だけではなく，その全身の筋の機能を高める為にこの実験を実施した。
（コメント）
 その次の研究をどう持っていくかが大切。リスク因子を見つけることと，予測因子を見

つけるといった二つの方法がある。
 握力に体重差を考慮しないというのは一般的であるが，先行研究の作法に則って，先行
研究が無ければ，管理者のレビューに則って判断する。
 男女の層別化については，メインの解析に加えて，男女で分けて行うサブ解析がある。
また，CES-D を 16 で切っているが，15 で切ったらどうなるのか，18 で切ったらどうな
るのか，といった感度分析もある。
 再発率が非常に高いため，過去の鬱は除外基準に入れるべき。
 鬱傾向の人は身体活動量が少なくなり，そのために握力が低くなるという因果の逆転の
可能性が考えられるため，追跡開始一年以内に鬱になった人を除いて，結果がどうなる
かのチェックも必要。特に，メンタル系を測定するチェックが必要である。
 モデル１とモデル２で，座位行動だけを分けてモデル２に入れている理由は？
⇒座位時間と抑うつ傾向に関連があると先行研究にあったので共変量として入れたが，モデ
ルに 2 に分けて入れた根拠はない。
【感想】
 今回，セミナーに初めて参加しまして，研究デザインや統計について理解を深めることと，
皆様から多くの刺激を頂きました。グループワークに関しても，一つの課題に対し様々な環
境や職種からの方達とディスカッションすることで，あらゆる方向から検討することができ，
大変有意義な時間を持つことが出来ました。今後，このセミナーで習得した事を，自分の研
究に活用して行きたいと思います。お忙しい中，ご指導頂いた講師の先生方，グループメン
バーの皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。また，今後ともよろしくお願い
致します。
（柏悠太郎）
 今回のセミナーでは，疫学の基礎知識から実践まで幅広く学ぶことができました。セミナー
内容は高度でついていくことに必死でしたが，これから何度も見直して理解を深めていきた
いです。セミナーでの一番の収穫は「人とのつながり」だと感じます。様々な立場の方とグ
ループワークをすることで，新しい知見，考え方を得ることができました。今後もこのつな
がりを大切にしていきたいです。セミナー関係者の皆様，参加者の皆様に心より御礼申し上
げます。
（後藤貴宏）
 今回初めて参加しましたが，先生方や参加者の皆さんの疫学研究に対する熱い思いを感じる
ことができ，とても刺激になった 3 日間でした。講義では，これまで関わることのなかった
コホートや介入研究を学び，運動疫学の奥深さを知りました。グループワークでは，研究デ
ザインをまとめるのに苦労しましたが充実感もあり，運動疫学の面白さを知りました。正直，
まだまだ勉強不足なところが多いので，自己研鑚を積み，また次回参加させていただきたい
と思います。お世話になりました。

（近森紀子）
 まず，セミナーを企画・運営してくださった先生の方々ならびにセミナーの講師をしてくだ
さった先生の方々に感謝申し上げます。セミナーに参加して本当によかった！と帰りの新幹
線の中で率直に思いました。また来年もよろしくお願い致します。
（杉山将太）
 初めてこのセミナーに参加しました。全ての講義時間が足りないと思うくらい，内容に集中
できるものばかりで，
充実した 3 日間を過ごすことができました。
特にグループワークでは，
題を考えたり，論文をひっぱってきたりなど，皆さんとの会話や動きの中からもやもやして
いたことが「こうやってやるんだ」と，知ることができました。講師の先生方をはじめ，グ
ループの皆さんには多くのことを教えてもらいました。前向きになる 3 日間でした。
（池野尚美）

【講師のコメント】
笹井 浩行（筑波大学医学医療系・日本学術振興会）
疫学研究の王道であるコホート研究で，運動疫学でよく用いられる体力指標を曝露要因としています
ので，この計画は運動疫学の王道といえるかもしれません。計画はよく練られており，フィールドの理解が
得られれば，すぐにでも実現できそうな研究といえます。本計画で対象とされた勤労者集団は，一般の住
民健診などと比べ，追跡率が高い傾向にあり，コホート研究のサンプルサイズに相当する人年を高めや
すいのが特徴といえます。その一方で，均質性の高い集団になりがちで，一般化可能性は必ずしも高い
とはいえません。以前，同様に勤労者で体力を曝露に，CES-D によるうつ症状との関連に関するコホート
研究に関わらせていただいた経験があります（久保田ら，厚生の指標，2011）。この研究は，運動疫学セミ
ナーの課題から実現に至った実例です。そこでは，現実的な問題として，エンドポイントである CES-D の
報告に際して，全部の質問に対して一番右を選択するなど，明らかに信頼性が低い回答が一定割合で
みられました。そのようなことを未然に防ぐにはどうすればよいか，そのような回答事例があった場合にど
のように対処するか，（データをみて決めるのではなく）事前に考えておくことも研究の質を高めるうえで重
要です。また，実際に CES-D で 16 点以上が観察された場合に，産業医や保健師など，現場でご活躍の
スタッフとどのようにその結果を共有するか，そしてどう対処するのかなど，手順についても取り決めをして
おく必要がありそうです。計画段階から，こういった細かな点にも思いを巡らせておくと，スムースに研究を
進められるでしょう。本計画は，コホート研究の中では調査負担やサンプル数を鑑みると，実現可能性の
高い種類といえます。ぜひ，計画を更にブラッシュアップされ，研究を実現できるといいですね。
久保田晃生, 竹内亮, 原田和弘, 笹井浩行, 甲斐裕子, 高見京太. 勤労者における抑うつ状態と体力と
の関連の縦断的研究. 厚生の指標 58(4): 15-22, 2011.

