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抄録：一職域男性集団におけるメタボリックシンドロー

したコックス比例ハザードモデルでは，「腹部肥満の保

ムの発症率およびメタボリックシンドローム発症に関連

有」および「その他の構成因子数の 1 増加」はともに

する生活習慣因子の検討：大塚俊昭ほか．日本医科大学

MetS 発症に対する有意なハザード比の上昇を示した

衛生学・公衆衛生学講座―目的：メタボリックシンドロ

（5.23 および 4.79，ともに p ＜ 0.001）．同様に，睡眠時

ーム（MetS）の予防は職域健康増進活動における主要

間 5 時 間 以 下 ，現 在 喫 煙 ，お よ び エ タ ノ ー ル 摂 取 量

課題の一つである．そこで今回，我々は一職域男性集団

300 g ／週以上が MetS 発症に対する有意なハザード比

における MetS の発症率および MetS 発症に関連する生

の上昇を示した．結論：本検討においては，腹部肥満を

活習慣因子の検討を行った．対象と方法：対象は，神奈

有する者のみならず，腹部肥満を有さずともその他の

川県内の精密機器開発事業所における 2005 年度定期健

MetS 構成因子を複数認める者において MetS 発症率は

康診断を受診し，本邦における MetS の診断に非該当で

高率であった．また，睡眠不足，喫煙，および過剰飲酒

あった男性社員 948 名（平均 44 歳）である．対象者の

が MetS 発症リスク上昇に関わっていた．職域における

2006 年度から 2009 年度の定期健康診断データを追跡

ハイリスク・ストラテジーに基づいた MetS 発症予防対

し，MetS の新規発症の有無を調査した．2005 年度の健

策を行うにあたっては，これらの病状や生活習慣を有す

康診断結果から，対象集団を腹部肥満の有無とその他の

る者を優先した活動の有用性が期待される．

MetS 構成因子（血圧高値，脂質代謝異常，空腹時血糖

（産衛誌 2011; 53: 78–86）

高 値 ）保 有 数 の 組 み 合 わ せ で 分 類 し ，各 群 に おける
MetS 発症率を算出した．また，生活習慣因子（食事内

キーワード： Incidence, Lifestyles, Metabolic syndrome,

容，喫煙，睡眠，運動，飲酒）の相違による MetS 発症

Risk factors, Working population

率を比較した．コックス比例ハザードモデルを用い，上
記各因子から MetS 発症リスク上昇を規定する因子を求
めた．結果：平均 3.7 年の追跡において，76 人に MetS
新規発症を認めた．MetS の年間発症率は 2.2 ／ 100 人年，

Ⅰ．緒

言

腹部肥満および関連する生活習慣病の集積であるメタ

カプラン・マイヤー法による 4 年発症率は 8.5 ％であっ

ボリック・シンドローム（MetS）は心血管疾患に対す

た．対象を腹部肥満の有無とその他の MetS 構成因子保

る高リスク状態であり 1，2），地域や職域における健康増

有数の組み合わせで分類すると，腹部肥満を認めずその

進活動においては，心血管疾患の発症予防を目的とした

他の構成因子を二つ以上保有する群で最も高い発症率

MetS の改善・予防対策が求められている．実際，2008

（37.9 ％）を示し，これに腹部肥満を認めその他の構成

年度から MetS に着目した特定健康診査および特定保健

因子を一つ保有する群が続いた（24.6 ％）．年齢で調整

3）
指導の実施が保険者に対して義務づけられ ，これに関

連した様々な保健活動が職域においても行われている．
2010 年 10 月 19 日受付； 2011 年 1 月 26 日受理
J-STAGE 早期公開日： 2011 年 3 月 1 日
連絡先：大塚俊昭 〒 113–8602 東京都文京区千駄木 1–1–5
日本医科大学衛生学・公衆衛生学講座
（e-mail ： otsuka@nms.ac.jp）

MetS の発症予防を目的とした健康増進活動を行うに
あたっては，ポピュレーション・ストラテジーに基づい
た対策とともに，ハイリスク・ストラテジーに基づく
MetS 発症高リスク者の識別が有用と思われる．このた
めには，職域における MetS の発症率や MetS 発症に関
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連する生活習慣因子を明らかにする必要がある．現在ま
でに，本邦における職域集団を対象とした MetS 発症に
関する前向き観察研究は散見されるものの

4–6）

，これら
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MetS の診断
MetS の診断は日本内科学会・合同 8 委員会による診
断基準

8）

を用いた．すなわち，腹部肥満（腹囲径 85 cm

は米国の MetS 診断基準を用いたものや腹囲径の代用と

以上）を必須とし，腹部肥満以外の下記 MetS 構成因子

して body mass index（BMI）を用いた報告であり，本

3 項目のうち 2 項目以上を満たすものを MetS とした；

邦の診断基準を用いた検討は，最近我々が報告した 1 年

1）血圧高値（収縮期 130 mmHg 以上かつ／または拡張期

追跡調査

7）

以外には十分になされていない．

85 mmHg 以上）
，2）脂質代謝異常（中性脂肪 150 mg/dl

本論文著者らが関わる神奈川県内の精密機器開発事業

以上かつ／または HDL コレステロール 40 mg/dl 未満），

所では，本邦における MetS 診断基準が発表された直後

3）空腹時血糖高値（空腹時血糖 110 mg/dl 以上）
．ただ

の 2005 年度定期健康診断から腹囲測定および MetS の

し，高中性脂肪血症，低 HDL コレステロール血症，高

判定を行い，健康増進活動に役立てている．そこで今回

血圧，糖尿病に対する薬物治療を受けている場合はそれ

我々は，ハイリスク・ストラテジーに基づく MetS 発症

ぞれの項目を満たすものとした．

予防対策の一環として，MetS の発症率および MetS 発
症に関わる生活習慣因子を明らかにすべく，当事業所に
おける 2005 年度から 2009 年度までの定期健康診断デー
タの縦断的解析を行った．
Ⅱ．方

法

対象
本研究は，過去の定期健康診断データを用いた回顧的
コホート研究である．対象者は，前述の事業所に所属し，
2005 年 度 の 定 期 健 康 診 断 を 受 診 し た 35–63 歳 （平 均

生活習慣問診
2005 年度の定期健康診断において，自己記入式質問
票を用い以下の生活習慣について質問を行った．
A．食事内容
1．1 日あたり野菜 350 g（両手山盛り 2 杯分位）以上の
摂取
2．油っこい食品の摂取
3．塩辛い食品の摂取
（A1 − 3 の回答選択肢：よく食べる，時々食べる，ほと

44 ± 6 歳）の男性社員 948 人である．同年の定期健康診

んど食べない）

断時，心血管疾患または悪性腫瘍の既往・現病歴を有す

B．その他の生活習慣

るもの（9 人）および MetS の診断に該当するもの（99

1．運動習慣（回答選択肢：定期的［1 回 15 分を週 2 回

人）は対象から除外した．問診を含め本研究に必要な健
康診断データが欠損のもの（28 人）も対象から除外し
た．また，女性社員についても少数（85 人）であった
ため対象から除外した．本研究は，文部科学省・厚生労
働省「疫学研究に関する倫理指針」および日本産業衛生
学会「産業保健研究倫理ガイダンス」に則り実施された．
本研究は日本医科大学倫理委員会において承認された．

以上，1 年以上継続］，不定期，なし［欠如］）
2．睡眠時間（回答選択肢： 5 時間以下，5 時間超 –6 時
間以下，6 時間超）
3．喫煙（回答選択肢：非喫煙［過去喫煙含む］，現在喫
煙）
4．飲酒（回答：週当たりの飲酒日数および 1 日当たり
の日本酒換算飲酒量）
飲酒については，同質問から週当たりのエタノール摂

健康診断

取量を算出した．本邦で実施の「多目的コホート研究

本事業所における定期健康診断は毎年春季に行われ

9）
（JPHC study）」 では，特に喫煙者においてエタノー

る．全ての健康診断測定は午前中に行われ，受診者は前

ル摂取 300 g ／週以上から全死亡およびがん死亡リスク

日午後 9 時以降の食事およびエネルギー含有水分の摂取

の上昇傾向を認めたため，本研究では 300 g ／週以上の

を控えた．身長，体重，腹囲径および血圧測定，および

エタノール摂取を「過剰飲酒」と定義した．

静脈血採取は専門の保健スタッフによって行われた．腹
囲径は，立位軽呼気時の臍高位径とした．血圧は 5 分以

追跡調査

上の座位安静後，水銀血圧計を用い右上腕で測定した．

向こう 4 年間（2006–2009 年）の定期健康診断結果を

静脈血は肘正中静脈から採取し，血清総コレステロール，

用い，本研究対象者の MetS 新規発症状況を調査した．

中性脂肪，HDL コレステロールおよび血漿グルコース

MetS の診断基準を満たした時点，心血管疾患を新たに

（血糖）の測定を外部検査機関（株式会社エスアールエ

発症した時点，および異動や退職などで健康診断データ

ル）に委託した．測定は同社の社内精度管理基準を満た

の利用が不可能となった時点で対象者の追跡は打ち切り

した試薬，および自動分析機を用いて行われた．

とした．
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統計解析

より推測した．MetS4 年発症率の比較はログ・ランク

全てのデータは連結不可能匿名化へ変換の後，統計解

検定により行った．コックス比例ハザードモデルを用い，

析に用いた．統計解析は SPSS for Windows（ver11.0.1）

MetS 発症に対する予測因子を求めた．全ての統計解析

を用いた．連続変数は平均±標準偏差で，カテゴリ変数

は両側検定で行い，p ＜ 0.05 を有意差ありとした．

はパーセンテージで記した．MetS の年間発症率は人年
法により算出し，4 年発症率はカプラン・マイヤー法に

Ⅲ．結

果

ベースライン（2005 年度健康診断）における対象者
背景を Table 1 に示す．BMI，血圧，脂質代謝指標およ
Table 1. Baseline characteristics of the study population
(n=948)

び空腹時血糖の平均値は基準範囲内を示した．MetS 構
成因子のうち，空腹時血糖高値の保有は 3.2 ％と最も低

Age (yr)

44 ± 6 (35–63)

Body mass index (kg/m2)
Waist circumference (cm)

23.0 ± 2.7 (15.6–37.5)

Systolic BP (mmHg)

119 ± 13 (90–182)

た．追跡期間中 178 人が追跡打ち切りとなり，その内訳

Diastolic BP (mmHg)

76 ± 9 (54–130)

は 101 人が健康診断データ利用不可能，1 人が心血管疾

Total cholesterol (mg/dl)

199 ± 31 (115–411)

患 の 新 規 発 症 ，76 人 が MetS の 新 規 発 症 で あ っ た ．

HDL cholesterol (mg/dl)

57 ± 13 (25–150)

MetS の 年 間 発 症 率 は 2.2 ／ 100 人 年 ，4 年 発 症 率 は

Triglycerides (mg/dl)

105 ± 89 (24–1698)

8.5 ％であった．

Fasting plasma glucose (mg/dl)

91 ± 11 (69–252)

81.4 ± 7.2 (52–119)

率であった．
平均追跡年数は 3.7 ± 0.9 年で，計 3,418 人年を追跡し

腹部肥満の有無およびその他の MetS 構成因子の保有
数で分類した各群における MetS の 4 年発症率を Fig. 1

Components of MetS
Abdominal obesity (%)

28.6

に示す．腹部肥満を認めず，その他の構成因子を 2 つ以

Elevated blood pressure (%)

26.8

上保有する群で最も高い発症率（37.9 ％）を示した．こ

Dyslipidemia (%)

18.5

の群において，BMI≥25.0 kg/m2 は 5 人（12 ％）に認め

3.2

た．続いて，腹部肥満を認めその他の構成因子を一つ保

Elevated fasting glucose (%)

有する群，腹部肥満を認めその他の構成因子を有さない
Frequency of vegetable intake

群の順で高い発症率（24.6 および 11.2 ％）を示した．腹

≥350 g/d (%)

部肥満を認めずその他の構成因子の保有が一つの群，お

Always

10.5

Sometimes

66.7

よび腹部肥満を含めたいかなる構成因子も有さない群に

Infrequently

22.8

おける発症率は低値であった（3.7 および 1.2 ％）．年齢
で調整したコックス比例ハザードモデルでは，「腹部肥

Frequency of oily foods intake (%)
Infrequently

10.7

満の保有」および「その他の構成因子数の 1 増加」は，

Sometimes

69.1

ともに MetS 発症に対する有意なハザード比の上昇を示

Always

20.2

Frequency of salty foods intake (%)
Infrequently

19.0

Sometimes

67.2

Always

13.8

した（Table 2）
．

Exercise habit (%)
Regular*

22.5

Irregular

26.1

None

51.4

Sleep duration (%)
>6 h

28.4

>5 but ≤6 h

59.0

≤5 h

12.6

Current smoking (%)

29.3
†

Excess alcohol intake (%)

6.9

Values are the mean ± SD (minimum and maximum of the
range) or the percent of the total. *Defined as continuous
exercise for at least 15 min 2 days or more per week for at
least 1 yr. †Defined as the amount of ethanol consumption
≥300 g/wk.

Fig. 1. The 4-year incidence of MetS according to the combination of abdominal obesity and the number of
other components of MetS. *Elevated blood pressure, dyslipidemia, and elevated fasting glucose.
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Table 2. Multivariate Cox proportional hazard analysis for the risk of MetS, with the
presence of abdominal obesity and the number of other components of MetS
as explanatory variables
Hazard ratio

95% CI

p value

Abdominal obesity

5.23

3.18–8.61

<0.001

Number of other components of MetS*
(per 1-component increase)

4.79

3.26–7.04

<0.001

Explanatory variables

All results are adjusted for age. *Elevated blood pressure, dyslipidemia, and elevated fasting glucose.

Fig. 2. Comparison of the 4-year incidence of MetS according to the frequency of vegetable, oily foods,
and salty foods intake.

食事内容別にみた MetS 発症率を Fig. 2 に示す．
「1 日

定が必須である．この点において，本研究は，職域での

あたり野菜 350 g 以上の摂取」では「ほとんど食べない」

ハイリスク・ストラテジーに基づく MetS 発症予防活動

群において，「油っこい食品の摂取」と「塩辛い食品の

を行うにあたり，有用な情報を提示し得たと考えられる．

摂取」では「よく食べる」群において MetS 発症率が最

腹部肥満の有無とその他の MetS 構成因子保有数別に

も高かったが，統計学的有意差は認めなかった．一方，

みた MetS の発症率は，腹部肥満を認めずその他の構成

その他の生活習慣因子については，運動習慣の「欠如」

因子を 2 つ以上保有する群で最も高く，続いて腹部肥満

群，睡眠時間が「5 時間以下」群，
「現在喫煙」群，お

を認めその他の構成因子を一つ有する群，腹部肥満を認

よび「過剰飲酒」群において MetS 発症率は上昇し，統

めその他の構成因子を有さない群の順で高値を示した．

計学的有意差を認めた（Fig. 3）
．年齢で調整したコッ

コックス比例ハザードモデルでは，腹部肥満の保有およ

クス比例ハザードモデルでは，食事内容に関しては

びその他の構成因子の保有数増加と MetS 発症リスク上

MetS 発症に対する有意なハザード比の上昇を示さなかっ

昇との間に有意な関連性を認めた．MetS の診断は腹部

たが，その他の生活習慣因子に関しては，睡眠時間が

肥満の存在かつその他の構成因子の集積によってなされ

「5 時 間 以 下 」（vs.「6 時 間 超 」），「現 在 喫 煙 」，お よ び

るため，腹部肥満や複数の構成因子を有する群において

「過剰飲酒」において MetS 発症に対する有意なハザー

高い MetS 発症率を認めた本結果は妥当と思われる．こ

ド比の上昇を示した（Table 3）．運動習慣の「欠如」

こで，腹部肥満の存在を必須とする本邦の MetS 診断基

（vs.「定期的」
）においても MetS 発症に対するハザード

準の成立背景には，内臓脂肪型肥満を上流とした病態生

比の上昇傾向を認めたが，統計学的有意所見には至らな

理学的変化が血圧上昇，脂質代謝異常や耐糖能異常を惹

かった（p ＝ 0.07）．

起するという発想がある 8）．よって，当初我々はこの発

Ⅳ．考

察

今回我々は，本邦における MetS の診断基準を用い，

想に基づき，腹部肥満を認めその他の MetS 構成因子を
一つ有する群，すなわち経過中に新たな MetS 構成因子
が加わることで MetS 発症と見なされる群において，最

職域男性集団における MetS の発症率および MetS 発症

も高い発症率を示すであろうと推測した．しかしながら，

に関わる生活習慣因子を明らかにした．ハイリスク・ス

実際は，腹部肥満を認めずその他の構成因子を複数有す

トラテジーに基づいた予防対策を講じるにあたっては，

る群，すなわち経過中に腹部肥満が加わることで MetS

対象疾病（状態）の発症率および発症に関わる因子の同

の発症と見なされる群において最も高い発症率を示すと
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Fig. 3. Comparison of the 4-year incidence of MetS according to exercise habits,
sleep duration, smoking status, and weekly alcohol intake.
Table 3. Multivariate Cox proportional hazard analysis for the risk of MetS, with
lifestyle factors as explanatory variables
Explanatory variables
Frequency of vegetable intake
≥350 g/d
Always
Sometimes
Infrequently
Frequency of oily foods intake
Infrequently
Sometimes
Always
Frequency of salty foods intake
Infrequently
Sometimes
Always
Exercise habit
Regular*
Irregular
None
Sleep duration
>6 h
>5 but ≤6 h
≤5 h
Current smoking
Excess alcohol intake†

Hazard ratio

95% CI

p value

1.00
1.14
1.33

Reference
0.48–2.70
0.52–3.37

0.77
0.55

1.00
1.71
1.82

Reference
0.66–1.16
0.62–5.35

0.27
0.28

1.00
0.79
0.87

Reference
0.42–1.48
0.38–2.02

0.47
0.75

1.00
1.83
1.99

Reference
0.82–4.09
0.96–4.14

0.14
0.07

1.00
1.83
3.18
1.63
2.19

Reference
0.96–3.48
1.52–6.64
1.02–2.60
1.12–4.27

0.07
0.002
0.04
0.02

All results are adjusted for age. *Defined as continuous exercise for at least 15 min 2 days or
more per week for at least 1 yr. †Defined as the amount of ethanol consumption ≥300 g/wk.
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いう，本邦における MetS 診断基準の成立背景と相容れ

指標や糖代謝指標と独立して血圧上昇に関与するとの報

ない結果となった．米国 National Cholesterol Education

告もある

Program Adult Treatment Panel III およびその改訂版

酸の増加から中性脂肪の上昇と HDL コレステロールの

で あ る National Heart, Lung, and Blood Institute/

低下をきたす

American Heart Association の MetS 診断基準

10，11）

で

15）

．喫煙は交感神経系の活性による遊離脂肪
16）

．また，喫煙はカテコラミンやコルチ

ゾールなどのインスリン拮抗ホルモンの増加や 17），ニ
18）

は，腹部肥満が MetS 発症要因の一つであるとしつつも，

コチンによる膵 β 細胞の機能低下をきたす

．これら

その他の各構成因子に対するアプローチの重要性をふま

が本結果を説明しうる病態生理学的機序として考えられ

え，腹部肥満とその他の MetS 構成因子を並列に扱い，

るが，先行する疫学的検討では，睡眠，過剰飲酒，およ

その保有数によって MetS の診断がなされる．本検討結

び喫煙と MetS 発症との関連性について一定の見解は示

果に鑑みて，本邦における MetS 診断基準も今後は全て

されていない 6，7，19–28）．今後は，これら生活習慣の改

の診断基準項目を並列に扱う方式への変更を検討する必

善による MetS 発症予防効果を検討した介入研究が期待

要があろう．

される．

対象者数は少なかったものの，腹部肥満を認めずその

一方，運動習慣の欠如は，多変量解析において MetS

他の構成因子を複数有する群で最も高い MetS 発症率を

発症に対する有意な予測因子とはならなかった．しかし

認めた本結果は，現行の特定保健指導におけるリスク階

ながら，運動による MetS 予防効果はすでに明らかにさ

層化を再考する上でも重要な意味を持つ．同指導におけ

れており

る積極的支援および動機づけ支援の該当基準は，腹部肥

発症との関連性を否定するものでない．かかる関連性が

2
満または BMI 高値（≥25.0 kg/m ）を必須としている．

認められなかった原因の一つとしては，運動習慣を調査

一方，本検討における，腹部肥満を認めずその他の構成

した 2005 年以降の追跡期間中に対象者の運動習慣が変

2

化した場合，この変化が統計解析上考慮されていない点

であるため，これらの者は将来の MetS 発症高リスク群

が考えられる．この関連性を明らかにするためには，追

であるにもかかわらず指導対象に含まれないことにな

跡期間中における運動習慣の変化を調査項目に含めた，

因子を複数有する群では 88 ％の者が BMI ＜ 25.0 kg/m

29）

，本結果がただちに運動習慣の欠如と MetS

る．厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム

さらなる検討が必要であろう．しかしながら，本研究の

3）
（確定版）
」 によれば，医療保険者の判断により，積極

目的の一つは，ある時点における生活習慣に関する問診

的・動機づけ支援対象者以外の者に対しても，保健指導

を含めた健診データから将来の MetS 発症予測因子を見

等を実施することができるとなってはいるものの，本制

出し，MetS 発症高リスク者の識別に貢献することであ

度の主旨から腹部肥満を有する者への指導が優先されて

る．よって我々は，本研究手法自体が特に不十分である

いるのが現状と思われる．同プログラムには，今後の集

とは考えていない．

積された知見に基づき必要に応じて保健指導対象者の選

本検討では，食事内容に関する習慣，すなわち塩辛い

定方法について見直すとあるが，今後の見直しにおいて

食品，油っこい食品，および野菜の摂取状況と MetS 発

はかかる対象者の取扱いについての再検討が必要であろ

症との関連性を示すことができなかった．
しかしながら，

う．また，職域における健康増進活動においては，特定

塩分や脂質の過剰摂取や野菜の摂取不足が高血圧や

保健指導における積極的・動機づけ支援対象者のみなら

MetS の発症に関連することは広く知られており 29，30），

ず，腹部肥満を認めずその他の構成因子を複数有する者

前述の運動習慣と同様，本結果をもってこれらの食事内

への積極的な対応を提案したい．

容と MetS 発症との関連性を否定するものではない．本

生活習慣因子による MetS 発症率の比較では，睡眠時

関連性が認められなかった原因の一つとしては，前述の

間が 5 時間以下の群，過剰飲酒群，現在喫煙群および運

運動習慣と MetS 発症の場合と同様，追跡期間中に食習

動習慣の欠如群において有意に高い MetS 発症率を認め

慣が変化した可能性が考えられる．その他の原因として

た．コックス比例ハザードモデルでは，前 3 者が MetS

は，質問および回答選択肢の設定が適切でなかった可能

発症に対する有意な予測因子となった．睡眠不足は交感

性も考えられる．すなわち，日常摂取している食事が

神経系の活性や炎症反応，酸化ストレスの増加を招き血

「塩辛い」「油っこい」のか否かは主観に基づいた判断で

管内皮障害から血圧上昇をきたす一方，レプチンやグレ

あり，さらに回答選択肢の「よく」「時々」「ほとんど」

リンなどの食欲調節関連内分泌物質の調節異常をきたし

についての頻度的目安が質問票で示されていなかったた

肥満や脂質・糖代謝異常を加速させる可能性が指摘され

め，正しく（客観的に）評価できなかった可能性がある．

ている

12）

．過剰飲酒は，アルコールによる食欲増進作

用のため肥満を助長する可能性があり

13，14）

，またイン

スリン抵抗性の悪化をきたすという報告もある 13）．さ
らに，正確な機序は不明であるものの，過剰飲酒は肥満

食事内容に関する習慣と MetS 発症との関連性について
は，秤量記録法などのより客観性の高い評価法を用いた
検討が必要であろう．
本研究における限界を複数列挙する．第一に，本研究

産衛誌 53 巻，2011

84

は男性を対象としたため，女性における同様の検討が今
後必要となる．第二に，本研究は精密機器の研究開発に
かかわる単一職場における比較的少人数の集団を対象と
した検討であるため，本結果が必ずしも他の職域集団に
適用され得るとは限らない．実際，我々が最近報告した
2 交替勤務制の製造ライン従事者を含む職域男性集団に
おける検討

7）

では，対象者の平均年齢は本検討とほぼ

同一であるにも関わらず，MetS の年間発症率は 6.3 ％
と本報告の約 3 倍であった．この点については，今後，
様々な職種や勤務形態を含む大規模研究によって明らか
にされることが望まれる．第三に，本対象職域において
も他の職域と同様に健康診断に伴う事後指導が行われて
おり，これが MetS 発症率に影響を及ぼした可能性があ
る．しかしながら，職域の健康診断データを用いた回顧
的コホート研究では健康診断事後指導の影響を除いた検
討は事実上不可能であり，やむを得ないものと考えてい
る．第四に，本検討では腹部肥満以外の MetS 構成因子
を保有数で分類し MetS 発症率を算出したが，望ましく
は各構成因子の組み合わせパターンに対応した MetS 発
症率の算出であろう．しかしながら，対象者数が 1,000
名弱の本コホートでは，かかる分類を行うと含まれる人
数がきわめて少数となる群が存在してしまい，正確な検
討が困難となることが懸念される．この点についても，
今後のさらなる大規模コホートを用いた検討が待たれ
る．最後に，上述のごとく，本検討では食事内容および
運動習慣と MetS 発症との関連性を明らかにすることが
できなかった．
今回我々は，職域男性集団における MetS の発症率お
よび関連する生活習慣因子についての検討を行った．そ
の結果，腹部肥満を認めずその他の MetS 構成因子を複
数保有する群において MetS4 年発症率が最も高く，こ
れに腹部肥満を認めその他の構成因子を一つ有する群が
続いた．生活習慣因子については，睡眠不足，喫煙，お
よび過剰飲酒が MetS 発症リスク上昇に関わる因子であ
った．職域におけるハイリスク・ストラテジーに基づい
た MetS 発症予防対策を行うにあたっては，これら該当
者を優先した活動の有用性が期待される．
文
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Abstract: Objectives: The prevention of metabolic syndrome (MetS) is one of the main targets of health promotion activities in the workplace. The present study
aimed to clarify the incidence of MetS and associated
lifestyle factors in a worksite male population. Methods:
The study subjects consisted of 948 working men (mean
age: 44 yr old) who did not meet the Japanese criteria for
MetS during the annual health examination at a precision
instrument development plant in Kanagawa, Japan, 2005.
New-onset MetS was followed using the health examination data from 2006 to 2009. The incidence of MetS
according to the combination of the presence of abdominal obesity and the number of other components of MetS
(elevated blood pressure, dyslipidemia, and elevated fasting glucose) at baseline were calculated. The incidence of
MetS was also compared among the groups with regard
to differences in lifestyles (dietary habits, smoking status,
sleep duration, exercise habits, and alcohol intake). A Cox
proportional hazard model was used to identify independent factors contributing to an increased risk of MetS.
Results: New-onset MetS was observed in 76 subjects
during a mean follow-up period of 3.7 yr. The incidence
of MetS was 2.2/100 person-years and the 4-year incidence of MetS according to Kaplan-Meier analysis was

8.5%. The highest 4-year incidence of MetS was found
in the group without abdominal obesity but with two or
more components of MetS (37.9%) and the second highest incidence was found in the group with abdominal obesity and one other component of MetS (24.6%). The presence of abdominal obesity and each increase in the number of other components of MetS had an increased ageadjusted hazard ratio for an increased risk of MetS (5.23
and 4.79, respectively, both p<0.001). Similarly, sleep
duration 5 h or less, current smoking, and ethanol intake
300 g/wk or more had an increased age-adjusted hazard
ratio for an increased risk of MetS. Conclusions: The present study showed a high incidence of MetS in not only
the group with abdominal obesity, but also the group without abdominal obesity but with two or more components
of MetS. Sleep deprivation, current smoking, and excess
alcohol intake were found to be factors contributing to an
increased risk of MetS among several lifestyle factors
examined. The usefulness of health promotion activities
that preferentially target subjects who have such medical
conditions and/or lifestyles are therefore expected to
reduce the incidence of MetS in the workplace, from a
high-risk strategy viewpoint.
(San Ei Shi 2011; 53: 78–86)

