Special Report
メタボローム解析を用いた新規バイオマーカーの確立へ

生活習慣病の予防法確立でコホート研究
住民１万人を対象に「鶴岡みらい健康調査」
鶴 岡 発

慶應義塾大学が主導し、35〜74歳の約10,000人を対象に25年間フォローするコホート研究「鶴岡みらい
健康調査」が2012年４月、山形県鶴岡市でスタートした。質量分析法を応用した様々な手法で低分子の代
謝産物を網羅的に解析する「メタボローム解析技術」を取り入れた世界初のコホート調査。メタボローム
解析技術の新規性・独自性を生かしつつ、日本多施設共同コホート研究であるJ-MICCスタディ（愛知県、
2005年スタート）や山形大学の分子疫学コホート研究（2010年スタート）などの他の研究とも連携し、よ
り大きな成果を目指す。新規バイオマーカーの特定や疾患リスクのスクリーニングといった将来的な医療へ
の応用に向けて、大きな一歩を踏み出した。
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■図２ 庄内地区の心血管イベントリスク（年齢調整死亡率、人口 10 万対）
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全国「人口動態統計」、山形県及び庄内は総合支庁保健企画課調べ
H17 年の全国と山形県の数値は、厚生労働省「都道府県別に見た死亡の状況」より作成
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*：企業が最終消費者や地域住民、地域行政に対して様々なリスク情報を開示、共有するための広報活動のこと。
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レベルの状態を鋭敏に捉えることが

■図３ メタボロームの位置づけ
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ある現在の体の状態が鋭敏に表現さ

活動レベルの情報
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■図４ 将来的な予防医療への可能性
現状

潜在するリスクを見つけられない。
高血圧状態に移行したら介入。

血圧値は正常で
問題ないですね。
診察室血圧が
収縮期 125mmHg
拡張期 83mmHg*
のAさん（50 歳）の場合
*：日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2009」では「正常血圧」に分類されます。
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Dr.

将来

リスクを特定し、リスク回避のための
ソリューションを未然に提案できる。

健診検査は正常でしたが、メタボロームパターン
を見ると、近い将来疾患 Aになるリスクが高いで
す。もともとの体質に加え、肉類の多い食生活と、
不規則な睡眠時間によるものです。
肉類の摂取を減らし、規則的な睡眠を心掛ける
ことで、リスクを下げられます。
一年間生活習慣の改善に取り組めば、
メタボロー
ムパターンにも反映されるので、頑張りましょう。

Dr.

