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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ただ今から、「生活習慣病予防の食事因子に関する疫学的証明」について、お話いたします。
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Chronic diseases are diseases of long duration Chronic diseases are diseases of long duration 
and slow progressionand slow progression

Examples: heart disease, stroke, cancer, Examples: heart disease, stroke, cancer, 
chronic respiratory diseases, diabeteschronic respiratory diseases, diabetes

Leading cause of mortality in the world, Leading cause of mortality in the world, 
representing 60% of all deathsrepresenting 60% of all deaths

35 million people died from chronic disease 35 million people died from chronic disease 
every year, half were under 70 years and half every year, half were under 70 years and half 
were women (World Health Organization)were women (World Health Organization)

BACKGROUND: BACKGROUND: Chronic Diseases

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず背景として生活習慣病についてお話します。
生活習慣病は、長い時間をかけてゆっくりと進行する病気です。
例えば、心臓病、脳卒中、がん、慢性呼吸器疾患、糖尿病などがあります。
これらは世界の全死因の６０％にのぼり、死因の第一位を占めています。
WHOの統計によると、３５００万人の人が毎年生活習慣病で死に、その半分は７０歳以下であり、半分は女性であります。







Highest fatalityHighest fatality--toto--case ratiocase ratio of all of all 
gynaecological malignancies gynaecological malignancies 

55--year survival rate < 30%year survival rate < 30%

LittleLittle practical strategies for tertiary practical strategies for tertiary 
preventionprevention

Silent killer for women Silent killer for women −−
 

detection is detection is 
difficult difficult 

BACKGROUND:  BACKGROUND:  Ovarian Cancer

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
卵巣がんの背景についてです。
卵巣がんは高い致死率の婦人科の悪性腫瘍、
５年生存率は３０％以下、
三次予防としての実質的戦略はほとんど無く、
発見が難しく、女性にとってはサイレントキラー （静かに、死をもたらす病気）と呼ぶべきものであります。




Most common diagnosed cancer for men 
in developed countries

USA has highest incidence of 104 per 
100,000 population

Australia also a high risk country with 76 
per 100,000 population

Japan has lower incidence at 11.1 but 
China very low at 1.7 

BACKGROUND:  BACKGROUND:  Prostate Cancer

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
前立腺がんについてです。
先進国の男性においてもっともふつうに診断される癌であります。
アメリカ合衆国では、１０万人に１０４人、オーストラリアでも１０万人に７６人という
日本では１１人ですが、中国では２人に満たない数であります。
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Source: Source: IARCIARC

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このように、前立腺がんは、欧米諸国では頻繁に発生しますが、アジアでは非常に少なく、これは食生活に何か理由があるのではないかと考えられます。




Occurs when artery (blood vessel) supplying 
blood to part of brain becomes blocked

Lack of blood supply in brain can paralyse 
body parts and affect speech, vision and 
other functions, even fatal (about 1/3 patients 
die)

Every year, 40000 Australians suffer a stroke 
or one per 15 mins

High burden - number one cause of disability 
in Japan

BACKGROUND:  BACKGROUND:  Ischemic Stroke

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
虚血性脳梗塞（脳卒中）は、脳へ血液を供給する動脈の血管がブロックされるときに発症します。
脳における血液供給の欠如は、身体各部をマヒさせ、言語、視力、その他の機能障害をきたし、約１/３の患者が死に至る命取りにさえなる病気です。毎年４万人のオーストラリア人が脳梗塞（脳卒中）を患う、すなわち、１５分に一人がこの病気にかかるということです。
この病気は高い負担を強いられるものであり、日本において身体障害の第一の原因となるものであります。このことは患者本人の負担となるだけでなく、介護をする家族や、国家の医療費の増大といった面でも様々に負担となるということを意味しています。食生活の面からこれらの病気を予防することが望まれるところです。



Airflow limitation not fully reversible

Symptoms include breathlessness (need for 
air), excessive sputum production, chronic 
cough

Cigarette smoking is principal cause

COPD prevalence is 11% for Japanese aged > 
40 years 

Disease burden increasing in Japan because of 
continued tobacco consumption

BACKGROUND:  BACKGROUND:  Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
慢性閉塞性肺疾患は、息を吐くときに肺から出る空気の量が減少し、慢性的に気道がふさがった状態になります。 
呼吸困難や過剰な痰生成、慢性的な咳などの症状をきたすもので、喫煙が主な原因であり、
COPD患者数（有病率）は、４０歳以上の日本人の１１％にのぼります。
タバコの消費が続いているために、日本においてこの病気による負担が増加しています。





Cigarette smoking

Heavy alcohol drinking

Poor (e.g. high fat, low fibre) diet

Physical inactive

Overweight/obese
------------------------------------------------------------

Pollution environment

Increasing age

Genetics (family history)

BACKGROUND:BACKGROUND: 
Common Risk Factors

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（生活習慣病の）よく知られたリスクファクターとしては、
・　喫煙
・　お酒の飲みすぎ
・　高脂肪、低食物繊維などの質の悪い食事
・　身体活動が少ないこと
・　過体重/肥満であること、などがあげられます。
これらは、一人ひとりが気をつければ、コントロール可能なリスクファクターですが、
制御できないリスクファクターとして、
・　環境汚染や
・　加齢
・　遺伝的要因(家族歴)
などが、あります。





Stop smoking

Reduce alcohol drinking

Regular moderate physical activity (30 mins 
per day)

Monitor weight and blood pressure

Reduce cholesterol level → heart disease, 
stroke 

Dietary change (e.g. reduce salt, sugar and fat 
intake)

Preventing Chronic Diseases: Preventing Chronic Diseases: 
Known Factors

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
生活習慣病予防のよく知られた因子としては
・　禁煙すること、
・　飲酒を減らすこと
・　1日30分程度の習慣的な適度な運動
・　心臓病や脳卒中予防のために、コレステロールレベルを下げること
・　食生活を変えること　（すなわち、食塩、砂糖、脂肪の摂取を控えること）




Study DesignStudy Design
1. Case-control study
2. Epidemiological    

approach
3. Cost effective

PurposePurpose
Find new dietary 
factors to prevent 
chronic diseases, 
thus reduce 
healthcare costs

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
私たちの研究デザインは、
１．ケース‐コントロールスタディーで、
２．疫学的なアプローチによるものであり、
３．研究費があまりかからない経済的な方法で行っています。

目的
生活習慣病予防のための新しい食事要因をみつけること
こうした面から医療費のコストを下げること
を目的としています。




Ovarian cancer Ovarian cancer -- Hangzhou, Zhejiang Province, Hangzhou, Zhejiang Province, 
China: 254 cases, 652 controls China: 254 cases, 652 controls 

Prostate cancer Prostate cancer -- Hangzhou, Zhejiang Province, Hangzhou, Zhejiang Province, 
China: 130 cases, 274 controlsChina: 130 cases, 274 controls

Ischemic stroke Ischemic stroke -- ShundeShunde, Guangdong Province, , Guangdong Province, 
China: 374 cases, 464 controlsChina: 374 cases, 464 controls

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) -- 
central Japan (Aichi, Gifu, Kyoto) : 278 cases, central Japan (Aichi, Gifu, Kyoto) : 278 cases, 
340 controls340 controls

19981998--2009:  2009:  Case-control Studies

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは、１９９８－２００９に実施した過去10年間のケース‐コントロールスタディー（症例・対照研究）についてお話します。
・卵巣がんの研究　（中国ハンジョウ市で実施、２５４症例、６５２対照）
・前立腺がんの研究　（同上、130症例、２７４対照）
・虚血性脳梗塞・脳卒中（中国シュンデ、３７４症例、４６４対照）
・慢性閉塞性肺疾患：COPD（中部日本、愛知、岐阜、京都、２７８症例、３４０対照）



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
浙江省は、中国南東部に位置し、緑茶の生れたところ、魚や米の産地として知られています。



West Lake, Hangzhou

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
杭州市は、浙江省の首都、中国でもっとも美しい町です。



METHODS:METHODS: Case subjects 
Incident patients recruited from hospitals via 
medical doctors

Stage/severity of disease confirmed by 
medical records and clinical measures

Exclusion criteria
x Dementia, memory loss
x Cannot be interviewed
x Long-term diet modification

Inclusion criteria:   
Under 75 years of age  
Local residents for > 5 years

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
研究方法：症例対象
・医師をとおして発症を診断された患者が研究対象とされた
・医療記録（カルテ）と臨床検査値により確認された病気の段階・重症度
・除外基準
・認知症、記憶障害の人
・インタビューできない人
・長期間にわたる食生活改善を必要とする人（例えば、糖尿病のような）
・試験対象患者基準
・75歳以下の人
・その地域に5年以上住んでいる人







METHODS:METHODS: Control subjects 
Healthy subjects recruited from hospital 
outpatient clinics (unrelated to chronic 
diseases) or community

Absence of disease status confirmed

Apply same inclusion and exclusion criteria 
as cases

Frequency matched to cases by age (± 5 
years) and gender

Agreed to be interviewed face-to-face

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
方法：対照群について
・健康な対象者（生活習慣病とは関係のない病気、たとえば歯の治療などで通院している地域の診療所、あるいは、その地域のスーパーマーケットなどでリクルートした人々が対象）
・病気の状態がないことが確認された人
・試験対照患者基準ならびに除外基準は、症例たいしょうぐんと同様の基準
・年齢（±5歳）ならびに性別は症例対象群と同程度にマッチさせた。
・面談によるインタビューに同意した人





METHODS:METHODS: Ethics and Interview
Research protocol approved by University 
Human Research Ethics Committee and 
participating hospitals

Informed written consent from participant

Ensure confidentiality of information and right 
to withdraw throughout study period

Cases: face-to-face interview in presence of 
next-of-kin to minimize recall error

Interview average 45 mins

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
方法：研究倫理とインタビュー
・研究計画は、大学の人研究倫理委員会と参加病院によって承認
・参加者からの文書によるインフォームドコンセント（状況をよく説明して文書による相手の同意を得た）
（医師が患者に対して病状・治療法・手術法などについて十分に説明をした上で患者がその治療・手術を受けることに同意すること。）
・情報の秘密性、研究機関をとおして辞退する権利を確認
・症例対象者の思い出しエラーを最小限にするため、親族を同席させて面談
・平均45分間のインタビューを実施





METHODS:METHODS: Food Frequency    
Questionnaire (FFQ)

A structured questionnaire including a validated 
and reliable FFQ and physical activity questions 
Subjects recalled foods and tea consumption 5 
years before diagnosis (cases) or interview 
(controls)
Standard portion size consumed per meal 
specified per item
Frequency and amount quantified in grams/day
Eating utensils and photographs of foods 
displayed to clarify size and amount
Other information: demographics, age, education, 
height, weight, smoking, alcohol 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
方法：食物摂取頻度調査（FFQ）
・有効で信頼性のあるFFQと身体活動の質問を含む構造化質問紙
・症例対象者は診断前５年間の、対照群の人々はインタビュー前の、食物とお茶の摂取を思い出した。
・一食あたりに摂取された、アイテムあたりに特定された、標準的なポーションサイズ
・一日あたりのグラム数で定量化された量と頻度
・食事のサイズや量を明確にするために食器や食物の写真を提示
・その他の情報：　層；　年齢、教育、身長、体重、喫煙、飲酒




“Never” tea drinker 
(< 1 cup per month)

“Ever” tea drinker

Drinking tea?

•• types of tea (green, black, oolong)?
• duration of drinking (years)?
• frequency (number of cups per day)?
• number of new batches brewed?
• quantity consumed (grams per year)?
• if quit, how long ago (months)?

METHODS: METHODS: Measuring Tea Exposure

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
研究方法：茶暴露の計量
参加者は、お茶を飲む頻度が、１ヶ月に１回以上か、１回以下かということで、 お茶を飲んだことがあるかないか、最初に分類されました。飲んだことがある対象者は、次いで、普段のお茶の摂取に関する次のような情報をもとめられました。即ち、
・普段のお茶の摂取の期間、何年ぐらいか
・年間の平均的な摂取量どれくらいのお茶を飲むか
・お茶の種類
・１日に煎れるお茶の回数
・１日に何杯のお茶を飲むか、頻度について

Participants were first classified as either “ever” or “never” tea drinkers (less than once per month). 
The ever-drinkers were then asked for information on usual tea consumption including
• The years (duration) of usual tea consumption
• The average quantity of tea consumed per year
• Types of tea 
• The number of new batches (Con.) brewed per day
 • The frequency, cups of tea consumed per day



METHODS:METHODS: Statistical Analysis
Raw interview data recorded in paper form

Enter data into SPSS package

Check, screen and clean data

Univariate analysis: descriptive statistics, 
graphs, tables to summarize sample 
characteristics, compare groups

Multivariate analysis: logistic regression 
modelling to assess relationship between 
disease risk and exposure variables (e.g. tea 
drinking) adjusting for confounders

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
方法：統計的分析
・　書面に記録された生インタビューデータ
・　SPSS統計処理ソフトにデータを入力
・　書面データと入力済みデータを、見比べて入力ミスをチェックする
・　単変量解析：サンプルの特性を要約する記述統計量、グラフ、表を作成し、グループを比較する
・　多変量解析：交絡因子を調整して、病気のリスクと暴露変量の関係を評価するためのロジスティック回帰モデルをつくる




RESULTSRESULTS
New Findings

Increase consumption of green tea, soy foods, 
fruits, vegetables reduce risk of ovarian cancer, 
prostate cancer, ischemic stroke and COPD

Regular participation in moderate physical 
activity also reduces disease risk

Dose-response relationships are significant

Findings consistent with experimental cell 
and animal studies 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
結果：新知見について
・　緑茶、大豆食品、果物、野菜は、卵巣がん、前立腺がん、虚血性脳梗塞、COPDを減少する
・　適度な身体活動に習慣的に参加することも、病気のリスクを減少する
・　摂取量に応じた応答（効果）は統計的にも有意（に証明されている）

これらの知見は、実験的な細胞や動物の研究ともよく一致している




TEATEA

Tea is world's most widely 
consumed beverage after water

Chinese use tea as a medicine 
long time ago

Modern scientific research 
shows tea may protect against 
cancer and cardiovascular 
diseases

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
茶
・お茶は、水についで、世界で最も広く摂取される飲み物です。
・中国人は、その昔、お茶を薬として用いておりました。
・近年の科学的研究は、お茶が、ガンや心臓病を予防するかもしれないということを示しています。



Green tea Green tea –– nonnon--oxidized/nonoxidized/non--fermentedfermented

Black tea Black tea –– oxidized/fermented oxidized/fermented 

Oolong tea Oolong tea –– partially oxidized/fermentedpartially oxidized/fermented

Tea Types

Camellia sinensis - TEA

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
茶の種類
・緑茶　・・・　不発酵茶　・・・酸化されていない
・紅茶　・・・　発酵茶　・・・・酸化を受けている
・ウーロン茶　・・・半発酵茶・・・部分酸化を受けている
Camellia sinensisというのが、お茶の学名です。






Green tea is the most common beverage 
in China and Japan

Typical tea preparation method – brew dry 
tea leaves in hot water without adding 
milk or sugar 

Bio-availability of this tea preparation 
method supported by studies

GREEN TEAGREEN TEA

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
緑茶
・緑茶は、日本と中国においてもっとも馴染み深い飲み物です。
・典型的なお茶の入れ方は、ミルクも砂糖も入れずに、熱いお湯に乾燥したお茶の葉を浸して煎れるというやり方です。
・このお茶の入れ方が生体利用性にとって良いことが、研究によって支持されました。






Possible mechanism of green tea  Possible mechanism of green tea  
protecting against cancerprotecting against cancer

Tea Tea polyphenolspolyphenols

epigallocatechinepigallocatechin gallategallate (EGCG)(EGCG)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
前立腺がんに対する緑茶成分の可能な作用メカニズムとして示された実験的な証拠は、茶ポリフェノール、主要化合物EGCGが発がんのすべての段階イニシエーション、プロモーション、転移、そして増殖を抑制し、男性ホルモンアンドロジェン受容体の転写を抑制し、アンドロジェンの影響を阻害するというものです。

Evidence from laboratory showed the possible mechanism of green tea against prostate cancer may comes from the effect of tea polyphenols, the major active compounds EGCG may suppress carcinogenesis in every stage named as initiation, promotion, transformation and progression; and repress the transcription of the androgen receptor gene, thus inhibit the effect of androgens.






SOY FOODSSOY FOODS
Soybean products: soybean, 
tofu, natto, miso soup, bean 
sprouts, soy milk, yuba (soy 
milk skin) and okara (bean 
curd byproduct)

Cases ate significantly less 
soy foods than controls

Experimental studies 
suggested soy main 
components (protein, 
unsaturated fat and dietary 
fibre) are beneficial to health

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大豆食品
・大豆製品には、大豆、豆腐、納豆、味噌汁、モヤシ、豆乳、湯葉（加熱豆乳表面の膜）、おから（豆腐製造の副産物）などがあります。
・症例群は、対照群に比べて、大豆食品の摂取が、有意に少なかったです。
・実験的な研究は、大豆の主要成分（タンパク質、不飽和脂肪酸、食物繊維）は、健康に良いということを示しています。

http://www.sciencedaily.com/images/2009/10/091006120510-large.jpg


SOY FOODSSOY FOODS

Primary source of isoflavones

Isoflavones from soy products have a 
molecule structure similar to oestrogen, can 
play important role in blood lipid regulation

Japanese average consumption level is 60 
g/day

Recommend > 75 g/day for maximum health 
benefits

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大豆食品
・主なイソフラホン源であり
・大豆製品からのイソフラボンは女性ホルモンに似た分子構造を持ち、血中脂質制御に重要な役割を果たすことができます。
・日本人の平均的な摂取量は、１日６０gです。
・最大の健康効果を得るためには１日７５gの摂取をお奨めします。




FRUITS AND VEGETABLESFRUITS AND VEGETABLES



Rich in antioxidants 
Flavonoids from vegetables and fruits act 
as anti-inflammatory agent in lung
Recommend eating > 5 serves vegetables 
and > 2 serves of fruit each day
1 serve vegetable: e.g. 1 cup of salad or ½ 
cup cooked vegetables
1 serve fruit: e.g. 1 apple or 2 plum pieces 

FRUITS AND VEGETABLESFRUITS AND VEGETABLES

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
果物と野菜
・抗酸化物質が豊富
・野菜果物からのフラボノイドは、肺において抗炎症剤として作用します
・1日に、5サーブの野菜、２サーブの果物を推奨します
・１サーブの野菜とは、１カップのサラダ（生野菜）または、2分の１カップの煮てちょうりした野菜
・１サーブフルーツとは、りんご１個、すもも２個
　くらいの量です




Prevent half of functional decline related to ageing 
if maintain adequate physical activity levels

But physical activity tends to decrease as people 
age

Physical activity combined with healthy diet is 
most suitable way to control obesity, maintain 
health and increase longevity

Guidelines recommend > 30 minutes moderate 
activity daily

PHYSICAL ACTIVITYPHYSICAL ACTIVITY

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
身体活動
・もし適切な身体活動レベルを維持するなら、老化に関連した身体機能低下の半分は予防するが
・身体活動は、ヒトが老化するに連れて減少する傾向にあります
・健康的な食事を伴う身体活動は、肥満を予防し、健康を維持し、寿命を延ばす最も適切な方法です。
・指針では、毎日30分以上の適度な運動を推奨しています。






Strengths
Cost effective
Single interviewer reduced bias
Validated and reliable instruments
Disease status confirmed, no misclassification
Habitual dietary information (e.g. tea)

Limitations
x Cannot establish cause-and-effect
x Biases: self report, recall, selection, information
x Time constraint: lack of follow up

DISCUSSIONDISCUSSION
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考察
この研究の強み(利点)は、
・コストがあまりかからないこと
・一人のインタビュアーなので、バイアスを減らすことができたこと
・有効で信頼性の高い手段（調査票）を用いていること
・病状を意思による診断のもとに確認しているので、分類間違いがないこと
・習慣的な食事情報であったこと（例えば、お茶のように）

限界としては、
・原因と影響を確立できないこと
・バイアス：自己申告、思い出し、選択による偏り、（健康関連）情報による影響の可能性
・時間的制約：追跡調査の欠如



CONCLUSIONSCONCLUSIONS
Reduced risk of ovarian cancer, prostate 
cancer, ischemic stroke, COPD associated 
with

High green tea consumption
High vegetable and fruit consumption
High soy foods intake
Regular moderate physical activity
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結論
卵巣がん、前立腺がん、虚血性脳卒中、COPDのリスク軽減には、
・緑茶の摂取を高めること
・野菜・果物の摂取を高めること
・大豆食品の摂取を高めること
・習慣的な適度な身体活動
などの要因が、関係していました。



Thank you

Professor Andy H. Lee
School of Public Health

Curtin University
Perth, WA, Australia

E-mail: Andy.Lee@curtin.edu.au
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ご清聴ありがとうございました。
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