
  
  高齢者における牛乳摂取と身体活動に関する研究

  誌名 ミルクサイエンス = Milk science
ISSN 13430289
著者名 川上,浩

朴,眩泰
朴,晟鎭
青栁,幸利

発行元 日本酪農科学会
巻/号 63巻3号
掲載ページ p. 145-153
発行年月 2014年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Milk Science Vol. 63， No. 3 2014 

曹露草翠譲型車

高齢者における牛乳摂取と身体活動に関する研究

川上浩1*・朴肱泰2・朴毘鎮3・青柳幸利3

(1共立女子大学大学院家政学研究科，東京都千代田区 101-8437) 

(2国立長寿医療研究センター，大府市 474-8511) 

(3東京都健康長寿医療センター研究所，東京都板橋区 173-0015) 

Habitual physical activity and milk intake in the elderly 

Hiroshi Kawakami1*， Hyuntae Park2， Sungjin Park3， and Yukitoshi AoyagP 

(IFaculty of Food Science & Nutrition， Kyoritsu Wom巴n'sUniversity， Chiyoda-ku， Tokyo 101-8437) 

(2Department of Functioning Activation， National Center for Geriatrics & Gerontology， Obu 474-8511) 

(3Division of Physiology & Aging， Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology， Itabashi-ku， Tokyo 173-0015) 

Abstract 

We investigated the relationship between milk intake， habitual physical activity， and body composition in 179 free-liv-

ing healthy Japanese individuals (88 men and 91 women) aged 65-84 years. An electronic pedometer/accelerometer 

was attached to the subjects to measure the number of steps taken and the intensity of physical activity， which was 

expressed in metabolic equivalents (METs， multiples of resting metabolic rate); nutritional status and milk intake was 

assessed using a food frequency questionnaire. Body composition was assessed using a bioelectrical impedance analyzer， 

and calcaneal bone stiffness was evaluated on the basis of the osteo sono・assessmentindex. All subjects were divided into 

a low milk-intake group (<200 mL/day) and high milk-intake group (ミ200mL/ day). We detected statistically sig-

nifi.cant differences (p < 0.05) in year-averaged step count， year-averaged duration of physical activity > 3METs， walk-

ing velocity， trunk muscle mass， appendicular lean tissue index， calcaneal osteo sono・assessmentindex， and serum albu-

min concentration between the low and high milk-intake groups. In particular， a correlation was found between milk 

intake and appendicular lean tissue index in the male subjects， and between milk intake and bone intensity in the female 

subjects. Adjusted odds ratios for the estimated risk of developing sarcopenia by multivariate logistic regression analysis 

indicated a synergistic interaction between milk intake and physical activity. The risk was signifi.cantly higher in the low 

milk-intake/low physical activity group than the other three groups (high milk-intake/high physical activity， high milk-

intake/low physical activity， and low milk-intake/high physical activity). The results suggested that milk intake in the 

elderly may be benefi.cial for maintaining habitual physical activity and improving body composition. 

緒言

牛乳・乳製品の摂取が高齢者の健康に及ぼす効果につ

いては，これまで骨粗霧症，歯周病，循環器系疾患等の

生活習慣病を予防する観点から多くの研究がなされてき

た1)。骨粗霧症の予防に関しては，食品中で最も適した
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カルシウム供給源である牛乳・乳製品の栄養機能が広く

知られている2)。また，歯周病の予防に関しては，牛

乳・乳製品由来のカルシウムでは歯周病予防に効果があ

ったが，乳由来ではないカルシウムでは有効性がみられ

なかったという結果が報告されている3)。さらに，循環

器系疾患との関係については，複数の疫学研究が総合的

にメタ解析され，牛乳・乳製品の摂取量の多いグループ

で，収縮期血圧や血清 LDLコレステロール等が低下す

るだけでなく，脳卒中や心臓疾患の発症率も低いことが

明らかにされている4~6)。我が国においても， 2008年に

発表された厚生労働省研究班による大規模追跡調査

(40~59歳の男女41 ， 526名)で，牛乳・乳製品由来のカ

ルシウムの摂取により，脳卒中の発症リスクが50~60
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%程度にまで低下することが明らかとなっている7)。

一方，加齢に伴う筋量の減少は，身体活動量の少ない

人に多くみられるが，筋肉をよく動かす人でも避けられ

ない現象であり， 40歳以上になると10年間で平均1.2kg 

以上の筋肉が減少し，場合によっては筋量が最大30%

も減少するといわれている8)。こうした筋量の減少はサ

ルコペニア(筋減少症)といわれ，加齢による姿勢の変

化のみならず，様々な運動機能にも支障をきたすことに

なる。また，筋肉や骨などの運動器の障害により，要介

護になるリスクの高い状態となることをロコモティブシ

ンドロームという。こうしたロコモティブシンドローム

を予防する観点から，牛乳・乳製品摂取の有用性につい

て研究した報告は，先に述べた生活習慣病の予防に比べ

るとそれほど多くはない。 Hayesらの研究グループ9，10)

は，レジスタンス運動(スクワット，腕立て伏せ，ダン

ベル体操等)の際に，乳清タンパク質の摂取が筋量な

どの維持向上に効果的であると報告している。また，

Phillipsら11)は，レジスタンス運動による筋量の維持向

上に対する摂取タンパク質源の違いについて調べ，乳清

タンパク質が大豆タンパク質よりも優れていることを明

らかにしている。しかしながら，筋肉に負荷を与えるレ

ジスタンス運動時ではなく，一般的な日常生活における

身体活動と，牛乳・乳製品の摂取との関係を中心に解析

した研究は少なく，特に高齢者の日常の身体活動に及ぼ

す牛乳・乳製品摂取の有用性を見出した例はほとんどみ

られない。たとえば，運動機能の一つである歩行速度

は，脚筋力やバランス能力などの体力だけでなく，知的

活動や社会参加などを行う能力を含む日常生活機能，転

倒・骨折・寝たきりの発生率，さらには余命(健康寿命)

をも反映するといわれており 12)，ロコモティブシンド

ロームを評価する上で重要な指標の一つである。また，

血清アルブミン濃度4.7g/dl以上の高齢者では， 10年後

生存率が80%以上に達するともいわれている12)ことか

ら，牛乳・乳製品の摂取量との間で有意な正の相関関係

がみられれば，高齢者の健康寿命に及ぼす牛乳・乳製品

摂取の有用性を科学的に証明することができる。

我々 は， 65歳以上の高齢者を対象に，牛乳中の生理

活性成分を含有するサプリメントの介入試験を行ってき

た。これまでに，牛乳に含まれる塩基性タンパク質の骨

代謝改善作用13)や，ラクトフェリンの免疫機能改善作

用14)などを明らかにしている。高齢者を対象にした介

入試験は数多く報告されているが，特定の疾患を抱え，

医療機関に通院している患者ではなく，健康的な日常生

活を過ごしている高齢者を対象にした我々の研究のよう

な報告例は数少ない。骨代謝に関する介入試験では， 1 

年間にわたり牛乳由来の塩基性タンパク質を毎日摂取す

ることによって，骨吸収マーカーである尿中のデオキシ

ピリジノリンや， 1型コラーゲン架橋N-テロベプタイ

第63巻

ドの濃度が有意に減少し，腫骨の骨密度が増加すること

が確認できた。また，免疫機能に関する介入試験では，

3ヵ月間にわたり腸溶性ラクトフェリンを毎日摂取する

ことによって，自然免疫系の中核をなす NK細胞活性

や好中球貴食能が高まり，炎症性サイトカインバランス

が改善することも明らかにした。

そこで本研究では， 65歳以上の高齢者において，牛

乳・乳製品の摂取が，身体活動や体組成の維持向上，お

よび疾病発症の抑制に寄与するかどうかを明らかにする

ことを目的とした。対象とする高齢者は，加速度セン

サー内蔵の身体活動量計を，これまで10年間以上にわ

たり24時間装着しており，日常的な身体活動や生活習

慣との関係が科学的に把握されている。したがって，こ

うした対象における牛乳・乳製品の摂取量を食事調査に

より精査し，日常生活での身体活動量(中強度活動時

間)，歩行速度，および健康状態を把握するとともに，

体組成(筋量，タンパク質量，脂肪量，水分量，細胞外

液比率，基礎代謝量等)，骨強度，血清アルブミン濃度

等を計測することで，高齢者における牛乳・乳製品摂取

の有用性を調べることとした。

方法

1. 試験デザイン

本研究は， 1964年に世界医師会総会 (World Medical 

Assembly)で承認されたヘルシンキ宣言 (2008年改正)

の精神に則り，疫学研究に関する倫理指針(文部科学

省・厚生労働省，平成20年改正)および臨床研究に関

する倫理指針(厚生労働省，平成20年改正)を遵守し，

東京都健康長寿医療センター倫理委員会の承認を得て実

施した。群馬県吾妻郡中之条町に在住している65歳以

上の高齢者約5，000名の中で，毎日24時間連続して10年

間以上にわたり身体活動量を計測している高齢者に本研

究の趣旨を十分に説明し，本研究への参加に同意を得た

179名(男性88名，女性91名)を対象に調査した。

2. 栄養摂取調査

食物摂取頻度調査票 FFQg(Food Frequency Ques-

tionnaire Based on Food GroupsJ Ver. 3.0)を用いて，

栄養士がフードモデルや写真を提示しながら，対象者の

栄養状態を把握した。 FFQgは29食品群と10種類の調

理法から構成される20の質問グループからなる調査票

であり， 1 週間の摂取頻度の質問から過去 1~2 か月間

における 1日のエネルギー，栄養素，および食品群別

の摂取量を推定するものである。本研究では，牛乳・乳

製品の摂取状況に焦点を絞り解析を行った。
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3. 身体活動量

アルゴリズムに独自の工夫を加えた一軸加速度セン

サー内蔵の身体活動量計ライフコーダ(スズケン)を用

いて，身体活動の実態を毎日24時間連続して調べた。

本身体活動量計は，腰部に装着するだけで歩数や活動強

度を数秒ごとに正確に自動記録できる小型機器であり，

信頼性の点で他の歩数計や加速度計に比べて勝るといわ

れている(型内信頼性0.998;絶対精度:t3%以下)。あ

る一定基準以上の腰部上下振動(加速度)が検出された

時に，歩行と認識される原理を用いている。また，身体

活動の強度は，加速度信号に基づいて10段階以上に分

類され，その出力は METs(代謝当量)という安静時

代謝量の倍数で表される。本研究では，臼常身体活動の

量と質の指標として，それぞれ 1年間の平均歩数(歩/

日)，および平均中強度 (3METs以上)活動時間(分

間/日)を算出した。

4. 歩行速度

ロコモティブシンドロームを評価する上で重要な指標

の一つであるといわれている最大歩行速度，および通常

歩行速度を調べた。具体的には，全長11mの水平歩行

路上の 3~8m 区間(長さ 5m) を，できるだけ速く，

あるいは普段の快適な速さで移動するのに要した時聞を

測定した。各2回の測定のうち，最大歩行速度は速い

ほうを選択し，通常歩行速度は平均値を算出して評価し

た。

5. 体組成

マルチ周波数体組成計 MC-190(タニタ)を用いて，

上肢，下肢，体幹，および全身の体組成(筋量・タンパ

ク質量・脂肪量・水分量・細胞外液比率・基礎代謝量

等)を測定した。本装置は， 4種類の周波数 (5，50， 250， 

および500kHz)により，両手および両足の遠位端の電

極から電流を供給し，近位端で電圧を測定する 8電極

法を採用している。本研究では，健常若年成人の平均値

の一標準偏差以下をサlレコペニアとする国際基準に照ら

して，サルコペニアの闘値を男性9.37kg/m2，女性7.01

kg/m2と設定した15)。血清アルブミン濃度は，医師の

監督のもと，看護師が採血を行い血清分離した後，改良

型BCP(bromocresol purple)法で測定した。

6. 骨強度

超音波骨評価装置AOS-100NW(アロカ)を用いて，

右撞骨の各種変数を測定した。すなわち，骨密度を反映

する超音波伝搬速度 (Speedof Sound: SOS)，および骨

量を反映する超音波透過指標 (TransmissionIndex: TI) 

を測定し，これらの値から骨強度の指標である音響的骨

評価値 (OsteoSono-Assessment Index: OSI)を，計算
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式 (OSI=TxSOS2)を用いて算出した。また，対象者

データの若年成人平均値 (Young Adult Mean)に対す

る割合 (YAM比)を計算した。

7. 統計処理

すべての分析には， Statistical Package for Social 

Science 21.0 (SPSS Inc.， Chicago， IL) を用いた。

Student's t-testと，年齢および性別を調整した共分散

分析を用いて，低牛乳摂取群 (200mL未満/日)と高

牛乳摂取群 (200mL以上/日)の各変数を比較した。

また，年齢および性別を調整した偏相関分析により，牛

乳摂取量と各種変数との相闘を調べた。我々のこれま

での研究16，17)から，体力低下や動脈硬化などの疾患がな

い高齢者の日常身体活動の闘値が，男女ともに「歩数

7， 000~8， 000歩/日および/または中強度活動時間15~

20分間/日」であることが明らかにされている。したが

って，身体活動を「歩数7000歩以上/日および/または

中強度活動時間15分間以上/日」という闘値で二分割し

た。また，牛乳摂取量については，過去に行われた疫学

研究18-20)で， 200 ml/ 日 ~237ml/日の範囲で，一日あ

たりの牛乳摂取量の闘値が設定されている。また，日本

国内で推進されている乳製品摂取推進活動 (3-A-Day

活動)では，牛乳の摂取目安量として200ml/日が規定

されている。そこで，本研究では牛乳摂取量の闘値を

200 ml/日に設定して対象者を二分割し，牛乳摂取と身

体活動の交互作用も含めて調べるために， 2群 x2群

(計4群)で解析した。すなわち，対象者を牛乳摂取量

(200 mL未満/日 vs200 mL以上/日)，および身体活動

量(歩数7，000歩未満/日+中強度活動時間15分間未満/

日vs歩数7，000歩以上/日+中強度活動時間15分間以上/

日)に基づき，①「低牛乳摂取+低身体活動」グループ，

②「高牛乳摂取+低身体活動」グループ，①「低牛乳摂

取+高身体活動」グループ，および④「高牛乳摂取+高

身体活動」グループの 4群に分けた。これら 4つのグ

ループの補正四肢筋量を比較するため，年齢および性

別を調整した共分散分析を行い， post-hoc検定として

Bonferroni法で解析した。また，多要因(年齢・閉経

年数・カルシウム摂取量・喫煙量・飲酒量)ロジスティ

ック回帰分析を用いて，サルコペニアと牛乳摂取および

身体活動の交互作用を解析し， 4グループのサルコペニ

ア発症相対危険度を比較した。

結果

1. 身体的特性

一日の牛乳摂取量を200mL未満と200mL以上で分

けた 2つのグループについて，対象者の人数と身体的

特性を Table1にまとめた。低牛乳摂取グループの対象
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Table 1 Characteristics of participants according to milk 
intake. 
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Number (male/femal巴) 85 (41/44) 94(47/47) 

Age (years) 75.22:t 4.46 74.48:t4.09 

Body mass (kg) 54.36:t 8.36 55.72:t 9.29 

Height (cm) 153.0 :t8.3 155.4:t 8.5 

Waist-hip ratio 0.92土0.06 0.93:t 0.07 

Body mass index (kg/m2) 23.0:t 3.3 23.0:t2.8 

者は85名(男性:41名;女性:44名)，高牛乳摂取グ

ループの対象者は94名(男性:47名;女性:47名)で

あった。平均年齢は，低牛乳摂取グループが75.22土

4.46歳，高牛乳摂取グループが74.48土4.09歳で，両グ

lレープ問に統計学的有意差はなかった。平均身長は，低

牛乳摂取グループが153.0:!: 8.3 cm，高牛乳摂取グルー

プが155.4:!:8.5 cmで，両グループ聞に統計学的有意差

はなかった。平均体重は，低牛乳摂取グループが54.36

:!:8.36 kg，高牛乳摂取グループが55.72:!:9.29 kgで，

両グループ聞に統計学的有意差はなかった。ウエストヒ

ップ比は，低牛乳摂取グループが0.92:!:0.06，高牛乳摂

取グループが0.93土0.07で，両グループ聞に統計学的有

意差はなかった。 BMI値は，低牛乳摂取グループが

23.0:!: 3.3 kg/m2，高牛乳摂取グループが23.0:!: 2.8 kg/ 

m2で，両グ、ループ聞に統計学的有意差はなかった。

2. 栄養摂取量

牛乳摂取量で分けた 2つのグループの栄養摂取量を，

Table 2 Iこ示す。エネルギー摂取量は，低牛乳摂取グ

ループが1，906:!:378 kcal/日，高牛乳摂取グループが

2，153:!: 473 kcal/日で，統計学的有意に (p< 0.05)高

牛乳摂取グループのほうが多かった。タンパク質摂取量

は，低牛乳摂取グループが89.7:!:8.4g/日，高牛乳摂取

グループが81.5土6.9g/日で，両グループ聞に統計学的

有意差はなかった。脂肪摂取量は，低牛乳摂取グループ

が55.1:!:16.2 g/日，高牛乳摂取グループが69.2:!:19.8 

g/日で，統計学的有意に (p<0.05)高牛乳摂取グルー

プのほうが多かった。炭水化物摂取量は，低牛乳摂取グ

ループが257.2:!:50.3 g /日，高牛乳摂取グループが

298.3土58.5g/日で，両グループ聞に統計学的有意差は

なかった。カルシウム摂取量は，低牛乳摂取グループが

672.0:!: 108.1 mg/日，高牛乳摂取グループが905.3:!: 

122.3 mg/日で，統計学的有意に (p< 0.05)高牛乳摂

取グループのほうが多かった。

3. 身体活動量および、歩行速度

牛乳摂取量で分けた 2つのグループの身体活動量を，
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Table 2 Dietary analyses of the subjects in low milk-intake 
group and high milk-intake group. 

Low milk-intake High milk-intake 

(<2S22/day)(きd
Energy In(tkackae l/day) 1906±378 2153 :t473 く0.05

Protein intake 89.7:t 8.4 81.5土6.9 NS (g/day) 

Fat intake (g/day) 55.1:t 16.2 69.2:t 19.8 <0.05 

Carbohydrate (gI/ndtaakye ) 257.2土50.3 298.3:t 58.5 NS 

Calc111m in(tmakge /day) 672.0±108.1 905.3:t 122.3 <0.05 

Values are means:tSD. 
NS: not significant. 

Table 3 Habitual physical activity patterns of the subjects in 
low milk-intake group and high milk-intake group. 
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Ycoeuanrt-av(setreapgse/d dasytE) P6650±2817 7603:t2731 <0.05 

Yra(acmetuamwnpn /atdyvoaef y〉rp)a3hgyhesd 4E 田dTu1 s 15.0:t 11.0 20.2:t 15.0 <0.05 

Preferred mw/aslekcin) g 1.27 :t0.20 1.32:t 0.15 <0.05 velocity ( 

Maximal (wma/lskeicn) g 2.08土0.20 2.03:t 0.35 NS velocity 

Values are means:tSD. 
NS: not significant. 

Table 3に示す。一日あたりの平均歩数は，低牛乳摂取

グループが6，650:!: 2，817歩，高牛乳摂取グループが

7，603:!:2，731歩で，統計学的有意に (p< 0.05)高牛乳

摂取グループのほうが多かった。一日あたりの平均中強

度活動時間は，低牛乳摂取グループが15.0:!:11.0分間，

高牛乳摂取グループが20.2:!:15.0分間で，統計学的有意

に (p< 0.05)高牛乳摂取グループのほうが多かった。

通常歩行速度は，低牛乳摂取グループが1.27:!:0.20 m/ 

秒，高牛乳摂取グループが1.32:!:0.15 m/秒で，統計学

的有意に (p<0.05)高牛乳摂取グループのほうが速か

った。最大歩行速度は，低牛乳摂取グループが2.08:!:

0.20 m/秒，高牛乳摂取グループが2.03:!:0.35m/秒で，

両グループ聞に統計的有意差はなかった。

4. 体組成値，骨強度および血清アルブミン濃度

牛乳摂取量で分けた 2つのグループの体組成値，骨

強度，および血清アルブミン濃度を， Table 4に示す。

体幹部推定筋量は，低牛乳摂取グループが20.3:!:3.4 

kg，高牛乳摂取グループが22.0:!:3.9 kgで，統計学的
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Table 4 Selected anthropometric， serum albumin， calcaneal 
quantative ultrasonic measurements of the subjects in 
low milk-intake group and high milk-intake group 

Low milk-intake High milk-intake 
group group p-value 

(<200 mL/day) (孟20()mL/day) 

<0.05 

<0.05 

Q
U
Q
U
Q
U
 

N

N

N

 

22.0:t3.9 

9.1:t 1.6 

14.8土4.3

9.2土2.6

41.4土7.6

8.7土1.5

15.6:t 5.4 

9.5:t 3.2 

38.0:t 6.6 

20.3:t3.4 

High MI 
High PA 

LowMI 
High PA 

High MI 
Low PA 

LowMI 
Low PA 

<0.05 91.3:t 8.9 87.6土9.9

Trunk muscle mass 
(kg) 

Appendicular lean 
tissue index (kg/m2) 

Body fat mass (kg) 

Trunk fat mass (kg) 

Lean body mass (kg) 

Percent YAM of 
the calcaneus (%) 

Serum albumin 
(g/dl) 

Appendicular lean tissue index of the subjects in 
four groups; low milk-intake (MI) /Iow physical 
activity (PA)， high MI/low PA， low MI/high PA， 
and high MI/high PA. 

Fig. 1 
<0.05 

YAM: young adult mean. 
Values are means:tSD. 
NS: not signi五cant

4.42:t 0.18 4.29:t0.34 

Table 5 Correlation coefficients adjusted for age and/or sex 
between milk intake and analysed variables. 

牛乳摂取と身体活動の相乗効果を判定するために，多

要因ロジスティック回帰分析でサルコベニア発症相対危

険度のオッズ比を計算した。 Fig.2に示すように， 1低

牛乳摂取+低身体活動」グループは，他の 3グループ

(1高牛乳摂取+高身体活動J1高牛乳摂取+低身体活動」

「低牛乳摂取+高身体活動J)に比べ，オッズ比が統計学

的有意に (p<0.05)高かった。すなわち， 95%信頼区

聞が基準値の 1を含むかどうかで判定したところ， 1低

5. 牛乳摂取量と各測定項目の偏相関

牛乳摂取量と各測定項目の偏相関分析の結果を，

Table 5に示す。それぞれを年齢および/または性別で

補正した。男女を含めたすべての対象者において，牛乳

摂取量との偏相関係数が統計学的に有意であった測定項

目は，血清アルブミン濃度，補正四肢筋量，骨強度(音

響的骨評価値)，平均歩数，および平均中強度活動時間

であった。これらのうち，筋量については男性で，骨強

度については女性で，牛乳摂取量との偏相関が統計学的

に有意 (p<0.05)であった。

Female 

0.12 

0.13 

0.19* 

0.14 

0.21* 

サルコぺニア発症相対危険度のオッズ比

0.15 

0.19* 

0.17 

0.25* 

0.28* 

Male Total 

0.17* 

0.19* 

0.17* 

0.23* 

0.25* 

Serum albumin 

Appendicular lean tissue index 

Osteo sono-assessment index 

Year-averaged daily st巴pcount 

Year-averaged duration of physical 
activity > 3 METs 

* p<0.05 

6. 

有意に (p<0.05)高牛乳摂取グループのほうが多かっ

た。補正四肢筋量は，低牛乳摂取グループが8.7:t1.5 

kg/cm2，高牛乳摂取グループが9.1土1.6kg/cm2で，統

計学的有意に (p< 0.05)高牛乳摂取グループのほうが

多かった。体脂肪量は，低牛乳摂取グループが15.6:t 

5.4 kg，高牛乳摂取グループが14.8:t 4.3 kgで，両グ

j レープ聞に統計学的有意差はなかった。体幹部脂肪量

は，低牛乳摂取グループが9.5:t3.2 kg，高牛乳摂取グ

ループが9.2:t2.6 kgで，両グループ聞に統計的有意差

はなかった。除脂肪量は，低牛乳摂取グループが38.0:t 

6.6kg，高牛乳摂取グループが41.4:t7.6kg，両グルー

プ聞に統計的有意差はなかった。腫骨の骨強度について

は，若年成人の平均値に対する割合を示す YAM比で

評価したところ，低牛乳摂取グループが87.6:t9.9%，

高牛乳摂取グループが91.3:t8.9%で，統計学的有意に

(p < 0.05)高牛乳摂取グループのほうが高かった。ま

た，血清アルブミン濃度は，低牛乳摂取グループが4.29

:t 0.34 g/dL，高牛乳摂取グループが4.42土 0.18g/dL 

で，統計学的有意に (p<0.05)高牛乳摂取グループの

ほうが高かった。

牛乳摂取量の多寡(低牛乳摂取vs高牛乳摂取)およ

び身体活動量の多寡(低活動vs高活動)を組み合わせ，

4つのグループに分類して補正四肢筋量を比較した。

Fig.1に示すように， 1低牛乳摂取+低身体活動」グルー

プ， 1高牛乳摂取+低身体活動」グループ， 1低牛乳摂取

+高身体活動」グループ，および「高牛乳摂取+高身体

活動」グループの順に，補正四肢筋量が多くなることが

明らかとなった。特に， 1高牛乳摂取+高身体活動」グ

ループの補正四肢筋量は， 1低牛乳摂取+低身体活動」

グループよりも統計学的有意に (p< 0.05)高値を示し

た。
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7 ，000~8 ，000歩/日および/または中強度活動時間15~

20分間/日)を満たしている人のほうが，血清アルブミ

ン濃度は高かった11)。血清アルブミン濃度の高い高齢

者は，年齢，性別，病気の有無などの重要な交絡因子を

調整しても，統計学的有意に健康長寿を実現する可能性

が高い傾向を示した。すなわち，血清アルブミン濃度が

4.7 g/dLの高齢者は10年生存率が80%以上であり，次

いで4.5~4.6 g/dLが約75%，4.3~4.4 g/dL が70% ，

そして4.2g/dL以下が60%未満であった。

また，特に女性における牛乳摂取量と骨強度との聞

に，統計学的有意な正の相闘が認められた。我々は，高

齢女性の骨強度に対する日常身体活動と，牛乳由来の塩

基性タンパク質の摂取との相互作用について明らかにし

ている13)。骨代謝においては骨吸収と骨形成が繰り返

されており，骨粗霧症は骨吸収と骨形成のバランスが崩

れることによって発症する。牛乳由来の塩基性タンパク

質を配合した清涼飲料(特定保健用食品)を用いて，介

入試験を 1年間にわたり実施したところ，高齢女性の

骨代謝が改善され，骨密度が増加することが明らかとな

った。骨代謝マーカーの測定結果から，骨形成の促進よ

りも骨吸収の抑制が主要な作用機序であることが示唆さ

れた。また，榛骨や尺骨のような上肢の骨よりも，腫骨

のような下肢の骨において，その効果は顕著であった。

さらに，日頃から活動的な(特に中強度での身体活動が

多い)高齢女性ほど，塩基性タンパク質の効果が発揮さ

れる傾向にあった。これに関連する至適身体活動パター

ンの目安は，一日あたりの歩数7，000歩以上および/また

は中強度活動時間15分間以上であることが示唆された。

加齢に伴う筋量の減少は，身体活動量の少ない人に多

くみられるが，筋肉をよく動かす人でも避けられない現

象であり， 40歳以上になると10年間で平均1.2kg以上

の筋肉が減少し，場合によっては筋肉量が最大30%も

減少するといわれている8)。こうした筋量の減少はサル

コペニアといわれており，加齢による姿勢の変化のみ

ならず，様々な運動機能にも支障をきたすことになる。

こうしたロコモティブシンドロームの観点から，高齢

者におけるサルコペニアの予防のために，レジスタン

ス運動時の乳清タンパク質摂取に関する研究が， Hayes 

ら9，10，21，22)の研究グループや Phillipsら11，23-25)の研究グ

ループにより行われてきた。これらの研究では，スクワ

ットやダンベル体操等で筋肉に負荷をかけるレジスタン

ス運動を行った際に，体重 1kg あたり 0.25~ 1. 5 g程度

の乳清タンパク質を摂取することで，筋量や筋力の維持

向上効果が得られることが明らかにされている。また，

高齢者がレジスタンス運動を行う際に，カゼインあるい

は乳清タンパク質を摂取し，筋原線維におけるタンパク

質合成がどのように変化するのかが調べられた25)。そ

の結果，健康な高齢者では，レジスタンス運動によって
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LowMI 
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。

Adjusted odds ratios for the estimated risk of 

dev巴lopingsarcopenia in four groups; low milk-

intake (MI) /Iow physical activity (PA)， high MI/ 

low PA， low MI/high PA， and high MI/high PA. 

Fig.2 

牛乳摂取+低身体活動」グループは，他の 3グループ

と比べ，サルコペニア発症相対危険度が 2倍ほど高か

った。

本研究で得られた結果は，食生活(特に牛乳摂取量)

と，身体活動量，体組成および健康状態との相関関係に

基づいて，高齢者における牛乳摂取の有用性を示唆して

いる。具体的には， 1日あたり200mL以上の牛乳を飲

む高齢者は， 200 mL未満の高齢者に比べ血清アルブミ

ン濃度が高く，身体活動量(歩数および中強度活動時間)

が多く，骨強度が高く，筋量が多いことが明らかとなっ

た。また，一日あたりの牛乳摂取量が200mL以上で，

歩数が7，000歩以上および/または中強度活動時聞が15

分間以上の高齢者は，四肢筋量が多く，サlレコベニア発

症相対危険度が低いことが示唆された。

今回の栄養調査の結果から，牛乳摂取量と身体活動量

との聞には，有意な正の相関関係が認められ，日頃の身

体活動レベルが高い高齢者ほど，栄養バランスの良い食

事をとっている可能性が示唆された。このような身体活

動と食事内容との関係は，健康行動の一貫性や必然性を

少なからず反映しているものと考えられる。健康に対す

る意識が高い人は，運動だけでなく栄養にも大いに気を

遣うということ，あるいは身体を十分に動かす人は，空

腹を満たすためによく食べるので，必然的に豊富な種類

の食品を摂取するということも考えられる。

栄養状態を反映する指標のーっとして，血清アルブミ

ン濃度がある。本研究では，牛乳摂取量と血清アルブミ

ン濃度との聞に，統計学的有意な正の相闘がみられた。

これまでの研究においても，上記の身体活動基準(歩数

察考
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筋原線維におけるタンパク質合成が克進すること，ま

た，乳清タンパク質の摂取によって，タンパク質合成が

さらに促進されることが明らかにされた。また，レジス

タンス運動による筋量の維持向上に対する摂取タンパク

質源の違いについては，乳清タンパク質のほうが大豆タ

ンパク質よりも優れていることが明らかにされた11)。

本研究における栄養調査でも，低牛乳摂取グループと高

牛乳摂取グループのタンパク質摂取量には有意差がなか

ったにもかかわらず，高牛乳摂取グループの筋量のほう

が有意に高かった。 Leendersら26)は，レジスタンス運

動および摂取タンパク質強化が，高齢者の筋量や筋力に

及ぼす効果を調べたところ，レジスタンス運動には効果

があったが，タンパク質摂取量を 1日15g強化して

も，変化はみられなかったと報告している。したがっ

て，低牛乳摂取グループと高牛乳摂取グループのタンパ

ク質摂取量に有意差がなかった点に関して，牛乳摂取量

を分けた闘値の影響の可能性も考えられるものの，摂取

するタンパク質の量よりも，構成するアミノ酸組成等に

起因するタンパク質の質が重要であることが示唆された。

本研究では，対象者にレジスタンス運動等を負荷して

おらず，日常生活における歩数，歩行速度，中強度活動

時間等に着目して解析を行った点が， Hayesら9，10，21，22)

やPhi1lipsら11，23-25)の研究とは異なる。我々が用いた身

体活動量計は，腰部に装着するだけで歩数や活動強度

を，数秒ごとに正確に自動記録できる小型機器である。

型内信頼性が0.998，絶対精度::1::3%以下であり，ある一

定基準以上の腰部の上下振動(加速度)が検出された時

に「歩行」と認識される。また，身体活動の強度は，加

速度信号に基づいて10段階以上に分類され，その出力

はMETs(代謝当量)という安静時代謝量の倍数で示

される。高齢者の身体的および心理社会的健康に関する

諸変数の測定値は，日常身体活動の強度および総量と関

係があることが示唆されている。高齢者にとっていかな

るレベルの身体活動であっても，何もしないよりは良い

と認識されている部分もあるが，一貫して統計的かっ臨

床的に有意な効果を得るためには，ある最低限の身体活

動レベルが必要な可能性がある。これまでの研究で，男

性の健康度は 1日あたりの中強度活動時間のほうが， 1 

日あたりの歩数よりも重要であり，女性では逆に歩数の

ほうが重要であることが示唆されている27)。高齢女性

においては，日常生活における歩数の大半が，緩慢な歩

行というよりは小刻みな動作(すなわち低強度での立ち

居振る舞い)を反映する28)。中之条町に在住する典型

的な高齢女性は，低強度の家事に長時間を費やしている

ということが調査で明らかにされている29)。そのよう

な低強度作業の量が，様々な健康指標と正の相関関係に

あるとすれば，高齢者には低強度であっても定期的に身

体活動を行うことが重要である可能性がある。
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平成25年4月から新たに導入された健康日本21(第2

次)において，第ーの基本的な方針に示されている「健

康寿命の延伸と健康格差の縮小」および「社会生活を営

むために必要な機能の維持及び向上」という目標を達成

するために，高齢者における牛乳の摂取が有用である可

能性を，本研究により示すことができた。食生活(特に

牛乳・乳製品の摂取量)と，身体活動量，体組成，およ

び健康状態との相関関係を解析することによって，高齢

者のロコモティブシンドロームの予防に，牛乳の摂取が

有用であることが示唆されたことから，世界に類のない

高齢社会を迎える我が国において，牛乳・乳製品の需要

をさらに喚起することができると考えられる。今後は，

高齢者における牛乳摂取と身体活動の因果関係を明らか

にするために，引き続き縦断的研究を行う必要があると

考える。

要約

牛乳・乳製品の摂取が高齢者の健康に及ぼす影響につ

いては，これまで骨粗霧症や高血圧等の生活習慣病の予

防の観点から多くの研究がなされてきた。また，サlレコ

ペニア予防を目的としたレジスタンス運動時の筋肉の維

持向上において，乳清タンパク質等の摂取が有用である

ことも報告されている。しかしながら，通常の日常生活

における身体活動と，牛乳・乳製品の摂取との関係を中

心に解析した研究報告はほとんどみられない。そこで本

研究では，健康な高齢者における牛乳の摂取と，日常生

活での身体活動量，歩行速度，および体組成等との関連

について調べ，牛乳摂取の有用性を明らかにすることを

目的とした。

認知症や寝たきり等の症状を有さない65歳以上の高

齢者179名(男性88名，女性91名)を対象に，食物摂取

頻度調査票を用いて栄養状態および牛乳摂取量を把握し

た。身体活動については，一軸加速度センサー内蔵の身

体活動量計を用いて，歩数，身体活動強度，および身体

活動時聞を毎日24時間計測した。歩行速度(平均値・

最大値)は，全長11mの水平歩行路上の移動時聞から

算出した。筋量，脂肪量，および水分量等は，マルチ周

波数体組成計で全身および部位別に測定した。骨強度

は，超音波骨評価装置で右腫骨を測定した変数から，音

響的骨評価値を算出した。全対象者を低牛乳摂取グルー

プ (200mL未満/日)85名，および高牛乳摂取グルー

プ (200mL以上/日)94名に分けた。日常生活におけ

る身体活動量，歩行速度，筋量，骨強度，および血清ア

ルブミン濃度に統計学的な有意差 (p< 0，05)がみられ，

高牛乳摂取グループで高値を示した。特に，筋量は男性

において，骨強度は女性において牛乳摂取量との相闘が

高かった。また，牛乳摂取量と身体活動の相乗効果を判
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