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戦後沖縄における "Welトbeing転換"とソーシャルキャピタル

等々力英美*・白井こころ帥

Well-being transition and social capital in post-war Okinawa 

TODORIKI Hidemi， SHIRAI Kokoro 

1.亜熱帯地域の島嘆としての沖縄の特徴

第二次世界大戦後の沖縄の well-being転換について、時間空間的側面から考

えて見たい。本稿における well-beingとは、 WHO (1999) の定義に従い身体

的・精神的・霊的・社会的な健康状態を含み、筆者らのパックグラウンドであ

る公衆衛生学と疫学からみた well-being (健康な状態)として考える。本稿で

は、沖縄における社会経済的環境の変化と well-being転換の関係について考察

し、最後に、島l填地域としての沖縄の地域社会とソーシヤルキャピタルとの関

係性について論じる。

沖縄は、我が国において唯一の亜熱帯地域に属する県であり、歴史的にも日

本、中国、アメリカからの影響を受容した地域であるが、亜熱帯地域における

沖縄の地政学的特徴は、健康の形成と大きく関連しており極めて興味深い。表 1

に沖縄を含む人口が約 50万人から 1000万人以下の主要な島唄地域を示した。

表 1:主要なE熱帯地域における島醜の比較

主要なE艶帯抽鐘由凪舗の比駿

島蝦名 目名 人口

海南島 中軍人民英和国制785万人
シ手リ7島 イ~リ7 範軍四万λ
守ル宇一ニャ島 イ~')7 舗も65:万λ
キプロス島 キブ目見、北キプ鈎110万人
コルシカ島 フランス 約30.2万人
。レ曹島 ギリシャ 約50万人"'.*. 日本 約1咽万人{本島鈎129万人.
マル宮島 マル4接 的41万人

，.宥【車線帯地篇以外の主要な島観}
キューパ島 キューパ 約1124万人
セイロン島 スリラ〉古 約2022万人
台湾島 中穆民国 約23田万人
シンガポール島 シンガポール 絢507万人
オ7フ烏 アメリカ合衆国約制万人
涜州島 大腸民国 約55万人
ハワイ島 アメリカ合様図的15万人

醐同鰍帯 警富事
33.572豆腐帯+協帯中国文陸
25，4曲車線帯 ヨーロッパ大陸
23.813 :!(勝帯 ヨーロッパ大燈
9.251重勝街 ヨーロッパ大峰
6.回 1亙鶴帯 ヨーロッパ大鐘
8.261豆鵬帯 ヨーロッパ大陸
1.208車線帯
248璽繍帯

軍軍弱震Z冒
互選率島国

宮町琵罰冒
重量孟血盟

軍寵布琵罰冒
墨盆率畠屋

日本本士、中医大随
ヨーロッパ大陸
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注:亜熱帯は緯度 20-30度の聞とした。

省琉球大学大学院医学研究科准教授、琉球大学国際沖縄研究所併任教員 Associate 
Professor， Graduate School of Medicine， University of the Ryukyus. International 
Institute for Okinawa Studies， University of Ryukyu. 
合琉球大学法文学部准教授 Associate Professor， University of the Ryukyus Faculty of 
Law and Letters. 
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疫学的な観点から見ると、沖縄は時間空間的側面から見てユニークな島l興地

域である。すなわち、人口は約 100万人規模であり、社会的文化的に影響力の

強い地域(日本本土、中国)からの物理的距離は約 600km前後であり、人口移

動や流入は近年までは限定的であった(集団として遺伝的に固定され、蓄積さ

れることを意味する)。平均気温も 210C前後の亜熱帯性気候地域である(脳循

環器疾患リスクが低いことを意味する)。このような条件をもっ島l興を亜熱帯地

域で探索すると、唯一、沖縄が該当する。また、沖縄は戦前から戦後にかけて、

日本→米国→日本と大きな社会政治的変遷を経ている。このような条件を考え

ると沖縄は、公衆衛生学・疫学的にみて、社会的影響が well-beingの形成・転

換に与える影響を検討するためのモデル構築に適した地域であると考えられる。

2. 戦後沖縄の政治社会経済的変化がおよぽす栄養・健康転換

戦後沖縄は 1946年から 1972年の米国の統治を抜きにしては考えられない。

1946年から約 10年の問、東西冷戦や朝鮮戦争などの国際情勢の影響を受け、

米国の統治形態も複雑に変化していった。しかし、一貫して米国の沖縄統治は

実質的に、軍政によるものであった。政治機構は琉球列島米国軍政府 (1945年

は米国海軍政府が統治、その後は陸軍に変わる)による直接統治の時代から、

琉球列島米国民政府 (USCAR:United States Civil Administration of the 

Ryukyu Islands) による間接統治の時代に変わり 1972年の本土復帰まで継続

した。沖縄の人々の完全な自治は認められていなかったが、一応の行政組織と

して、沖縄諮詞会 (1945年 8月"-'1946年 4月)、沖縄民政府 (1946年 4月~

1950年 11月)、沖縄群島政府(1950年 11月4月"-'1952年 3月)、琉球政府(1952

年 4月"-'1972年 5月)があった[宮里 2006J。

戦後沖縄における米国の公衆衛生政策は、米軍の戦力を低下させない事柄が

最優先されていたが、これは、日本本土の GHQによる占領初期医療政策とほ

とんど同じである。しかし、沖縄の場合は日本本土のような日本政府を介した

間接統治ではなく、軍政による直接統治であった。戦後沖縄の食形態と疾病形

態の変遷も、 3つの時代区分が考えられる [Todoriki 2010J。

図 1に示すように、第二次世界大戦前は沖縄の伝統的食文化が主体で、日本

や中国の食文化の影響を受けていた。疾病は感染症が主体であった。戦後、米

国の食文化がさらに加わり、米国の価格政策や経済政策により 1960年頃から海

外からの加工食品(たとえば肉加工食品)が大量に輸入された。栄養学的には

脂質摂取が増加し、高脂血症と体重増加が増えてきた。日本復帰後は日本の食

品が流通し、本土からの食材の流入による質と量の変化が起こり、この結果、

全国との食材の差が少なくなってきている。沖縄社会の本土化に伴い、男性の

自殺、糖尿病や食塩摂取の増加が見出されている。

さらに、主食の摂取の推移も、沖縄は大きな特徴を持っている。図 2に見る
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ように [Todoriki 2010J、主食の変遷が第二次世界大戦を境にして、甘藷から

コメに短期間で転換した。「主食転換Jという面から見ると、全国は戦前からコ

メが主体であり、沖縄とは大きく違っていた。甘藷は、 17世紀に沖縄にもたら

されたといわれ、台風にも強くやせた土地でも育ち、農作物として沖縄にはう

ってつけであった。戦前の沖縄は経済的に貧しく、コメの生産量も低く、一部

の富裕層を除いた戦前世代の大半は、甘藷を主食としていた。

以上のように食材単位でみると沖縄の食構造の変化は大きいといえるが、調

理形態は他県と比較して「妙めJr煮るJが多く、「焼きJが少ないといった沖

縄の特徴は保持されている。

世界的に見ると沖縄と同様に主食の転換が起こった地域がある。例えば、ハ

ワイやポリネシアやミクロネシアなどの太平洋諸島があげられ、ハワイ先住民

沖縄の社会経済的変化が及ぼす栄養・健康転換

ヱl

職前
1945 1972 現在

00米l統治開始瞳日本復帰

肥満・高脂血症
脂質摂取増加

栄養絃換・体質婚加

自殺増加:男性 精尿病・
(本土化) 若年者の食塩絹加

)総務殺事E容

図 1:沖縄の社会経済的変化がおよぽす栄養・健康転換のモデル図
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図 2:コメ、甘藷、パンの摂取量年次推移(全国の 1950年のデータの年次は、沖縄の 1949年に

一致させてある。)
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の主食は、サトイモの仲間であるタロイモであったが、近年、イモ類に対する

依存度が、急速に下がっていった。その理由として、都市化と西欧化によりコ

メやパンを現地の人々が購入して食べるようになったからといわれている。特

に、 1980年代にエネルギー密度の高い輸入食品が、伝統的食品に置き換わり、

太平洋諸島は、沖縄よりも主食転換後の食形態の西欧化が進んでおり、 WHOに

よると太平洋島l興民の肥満率は世界的に高水準にあると報告されている。特に

女性の肥満が問題となっており、例えば、 BMIが 25以上の肥満率は、米国領

サモア女性 87.6%、 トンガ女性の 84.1%、サモア女性の 74.3%、ナウル男女の

77%に達している。これは、長期間かけて形成された土地の風土や住民の心身

の状態に合った伝統食が、外からの環境変化の結果、短期間で変更を余儀なく

させられた結果とも解釈できる。沖縄では 1950年代、太平洋島l興地帯では 1980

年代に、イモを主食としていた時代から、コメやパンの時代に変わった [WHO

2003J。この背景には、沖縄やポリネシアなどの島l興地域は、経済的に脆弱で輸

入食品など国外からの食文化の影響により食事摂取の構造が大きく変換した事

が共通点としてあげられる。 PanPacificの島l興地域国家の肥満率の上昇は顕著

なものがあり、健康水準の低下に影響を及ぼしている。このように沖縄と共通

した島l興地域の問題が存在する。

日本本土においても伝統食離れが見られるが、沖縄の伝統食離れは著しく、

沖縄の伝統的食材の一つである昆布を例にとると、那覇市が 1988年まで消費量

全国 1位であったが、 2002年には全国 28位に低下し、この 20年間に昆布の消

費量が約 1/3以下に減少した(表 2) [総理府統計局 1892・2002J。

この昆布の消費量の著しい減少の要因のーっとして考えられることは、若年

者の「伝統的料理」離れと、食事の多様化があげられるであろう。しかし、昆

表 2:家計調査年報による昆布の 1世帯あたりの購入推量の年次別県庁所在地順位

1982 1988 1993 1998 1999 2000 2001 2002 
1那覇(1405)那覇(1103)富山(1138)富山(1044)富山(1126) 山形(992) 富山(854) 富山(874)
2富山(1281)富山(1087)盛岡(1053)盛岡(1021)青森(891) 青森(886) 山形(806) 青森(777)
3盛岡(1023)青森(918) 那覇(969) 山形(977)山形(848) 富山(810) 盛岡(761) 千葉(776)
4青森(949) 山形(869) 山形(927) 青森(784) 盛岡(798) 北九州(769) 青森(715) 山形(760)
5長崎(908) 盛岡(864) 青森(904) 福島(752)仙台(764) 盛岡(731) 金沢(656) 盛岡(750)
6山形(815) 仙台(821) 高知(817) 仙台(752) 宇都宮(706)福島(676) 福島(618) 新潟(726)
7福岡(787) 松江(749) 仙台(800) 那覇(622) 新潟(705) 仙台(642) 高知(613) 福島(681)

19那覇(511) 11那覇(514) 16那鼠 (545) 28那覇(428)

全国 全国(596) 全国(601) 全国(585) 全国(511) 全国(470) 全国(451) 全国(463) 全国(482)

出典家計調査年報(総理府統計局)
括弧内の数字は1世帯あたりの購入数量
那覇市の前の数値は全国順位

12 



『国際琉球沖縄論集』創刊号

2012年 3月

沖縄 にがうり(摂取頻度 回/日)

0.30 

n=60. ANOVA p=0.023 
0.27 

民

J
v
n
u

q

L

n

t

 

n
U

ハU

0.24 

0.21 

0.15 

0.10 

0.05 
0.05 

0.00 

40歳未満 40歳代 50歳代

図 3:沖縄県宜野湾市における延べ 16日間秤量食事記録調査結果から得られた、にがうり

の摂取頻度(回/日) ([佐々木、等々力 2006J のデータを引用改変)

布の消費量の減少に替わり、風味調味料の消費が増大し、「味Jに対する噌好の

変化は少ない点が、興味深い。以上のように食材単位でみると沖縄の食構造の

変化は大きく、戦前世代のイモと汁を主体とした食事形態から、戦後世代とな

って急速に伝統食離れがおこり、米国の食事文化と日本本土からの食品流入に、

沖縄の食形態が影響を受けたと考えられる。

沖縄の伝統的野菜摂取にも変化が顕著に現れている。沖縄県宜野湾市在住の

健康な成人男女 64名を対象として春、夏、秋、冬の各季節に 4日間の合計 16

日間の秤量食事記録調査をおこなったが、年齢により顕著なちがいが観察され、

男女合計の結果では、 3種の野菜(ゴーヤ一、ンスパナ一、ウンチェー)、およ

び沖縄特産野菜総量において、年齢が高いほど摂取量が多い傾向が認められた

(pく0.05)。図 3にゴーヤー(にがうり)の摂取量を示 した。ゴーヤー(にがう

り)摂取量は、 40歳以上の平均が 0.21回 (6.32g)/日であったのに比べて 30

歳代は 0.05回 (2.91g)/日であった。 この結果より、世代(年齢)によって沖

縄特産野菜の摂取量が大きく異なり、これらの食品摂取量のちがし、が、生活習

慣病との関連が注目されている栄養素(ビタミン C、葉酸、カロテン、カリウムな

ど)の摂取量に影響を与えている様子が観察された。

3. 社会経済的要因による肥満と栄養転換への影響

国民健康栄養調査の 1995'"1999年の 20歳から 64歳の男女のデータを集計

した結果によれば、沖縄の肥満度は全国で男女とも最上位であり 、脂質隈取エ

ネルギー比率は 30%を超え、肉類摂取量ともに沖縄は全国で 1位 、運動は一 日

あたりの歩数のデータによると沖縄は全国でも低水準であった[中村、吉池、田

中 2003J。図 4は、 1949年以降の沖縄と日本の男性 40歳台の肥満度の平均値

13 
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園 4:全固と沖縄の 40歳代の男性の平均 BMI値の年次推移

の年次推移を示した(沖縄の 1960年.-.....1977年のデータは未測定)[GHQ/SCAP 

1949 ;琉球政府厚生局 1960・1965;沖縄県 1967・1970・沖縄県環境保健部

1982-1993;沖縄県福祉保健部 1998;厚生省公衆衛生局栄養課 1954・2003]。

この結果から見ると、 1949年における沖縄の男性の BMIは全国よりも低い水

準であったが、日本復帰 (1972年)後の BMIの増加は著しく、 1982年以降全

国よりも大きく、 25以上を推移している。このことは、 1949年から 1982年の

聞に沖縄の男性の肥満度が本土のそれと比較して逆転したことを示している。

この逆転の時期と、脂質の「栄養転換Jとが一致する。

沖縄県民の健康水準の指標として血中コレステロールや中性脂肪、血圧値を

見ても他県と比較して高水準にあり、無作為抽出した男性対象者 17，177名の肥

満度は、全国 12地域の平均値 23.6と比較して沖縄県石川では 24.8(2位)、宮

古では 24.8(1位)と高く、女性も同様の傾向を示した(厚生労働省の大規模

な疫学調査[日本公衆衛生協会 1996]による)。

沖縄と全国の 6歳から 12歳の学童の体重変動の解析によると、 1962年から

1974年の聞に急激な体重差の変動が観察されている(例えば、 11歳男子で約

2.5kg、女子で 3kgの沖縄の学童の体重増加が見られた。)。この 12年間の聞に

急激に体重変動が起こった期間は、脂質エネルギー比率で大きく変化した栄養

転換の時期と対応している。復帰前の沖縄の自動車普及率と TV普及率は全国

と比較して低く、恐らく栄養転換の初期は、運動よりも栄養摂取からの寄与が

大きいと思われる。

肥満は心臓病や糖尿病、ある種のがんなどの生活習慣病のリスクを増大させ

るが、環境要因以外にも遺伝的特性にも関係があり、沖縄の場合、遺伝的な特
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性を考慮する必要があるかもしないが、まだ推測の域を出ていない。

沖 縄 に お ける肥満度が高くなった 理 由 を 、 「 栄 養 転 換 (Nutrition

Transition) Jのモデルから考えると興味深い。栄養転換は、時代の変遷ととも

に栄養摂取状況が社会経済的影響により量的質的な転換をとげることであり、

栄養素の摂取が低い水準から過渡期になり、安定状態に落ち着く現象のことで

ある [Caballeroand Popkin 2002J。

図 5に示すように沖縄の脂質の栄養転換をエネルギー密度(摂取エネルギー

に対する摂取脂肪エネルギーの比率)でみると、 1960年から 1970年の 10年の

聞に 25%を越え、全国よりも 10年以上も早く栄養転換を迎えた。しかも現在

は 30%を越えて欧米諸国並の水準になっている。また、韓国、中国の脂質の栄

養転換は、日本の水準には達していないが、いずれ日本と同一の水準に達する

と考えられる。沖縄が日本本土と比較して早い時期に栄養転換を迎えた理由と

して、米国の 27年間の統治と、日本復帰の影響は無視できないであろう。

栄養転換の生じた理由を、社会的経済的要因から考えてみると、脂質摂取の

変動は食事内容の変化に起因する。沖縄における脂質摂取について摂取エネル
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ギー寄与率を食品別にみると、豚肉、ポーク缶が上位に来る。肉類と肉類加工

食品の沖縄の輸入量の推移は 1960年から急激に増大している。 1950年から

1998年の肉類加工食品の輸入量と、沖縄における食肉生産量の一人あたりの合

計量の年次推移[琉球政府経済局畜産課 1964 ;沖縄県農林水産部畜産課

1982;同 2002;琉球政府企画統計局 1953・1972;日本関税協会 1973・1999J

と脂質摂取量の年次推移は、ほぼ一致している。ポーク缶の輸入量は 1988年ま

で全国の約 90%を占めていた[金城 2005:p.202Jo 1960年初期のポーク缶の

急激な輸入量の増大は、米国による通貨政策の変更(軍票 B円からドルへの変更)

の時期と一致しており、社会経済政策の転換が脂質摂取量の増大に結ひ、ついた

可能性がある。脂質摂取は一般に所得水準の向上とともに増加するが、沖縄で

は日本本土よりも所得の上昇は約 10年近く遅れていたが、脂質摂取量の増加は、

日本本土よりも 10年以上早い逆転現象が見られた。これは、沖縄では所得水準

の変化以上に食肉の価格変化が弾力的であったことと、日本本土では食肉を含

む農作物の輸入規制下にあったことから、沖縄における食肉輸入が日本本土よ

りも容易であったと考えられる。

学童時代に栄養転換の時期と一致した出生コホート群は、現在 40・50歳代で

あり、この群が肥満度、コレステロール値、血圧値、中性脂肪が高値を示して

いる(厚生省コホートベースラインデータから)。この出生群は栄養由来のコホ

ート効果を受け、沖縄の平均余命の伸びの低下に寄与している可能性がある。

全圏、沖縄の9歳女児の体重の年次
推移

全圏、沖縄の9歳女児の体重差の年
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図 6:戦後沖縄における経済政策と学童の体重変動
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軍票時代・ 1!l6Q ドル経済・自由貿易
管理貿易 ~ 

1972所得水準の上昇

I I輸入肉食品、急治 | 

与 |脂質摂取、急消(栄養転換)I 

弘 |B附加(沖縄学童)

図 7:戦後沖縄の栄養転換モデル

図 6に示したように、 1958年から 1959年に米国民政府による、経済政策の

変更により 、海外からの肉加工食品が急増 した。また、 所得は日本本土と比較

して低かったが、食肉を購入する程度には所得も改善した。また、 1960年以降

に学校給食が完全実施され、学童のエネノレギー摂取量は急激に改善された。1960

年から 1970年の男女学童の体重の伸び率は、日本本土よりも大幅に大きく、

1970年代には日本本土よりも体重が大きい時期があった。1972年に日本本土

の復帰があり 、学校給食も 日本型の米食も加わったメ ニューに変化した。

経済政策の転換→輸入加工肉食品を含む食品摂取の増加→脂質摂取量増加→

コホート効果による体重増加→成人期の生活習慣病リスクの増大→平均余命の

伸びの低下の時経列モデ、/レが考えられた(図7)。

沖縄の場合、日木本土と比較して、社会経済的変化が短期間に起こり、戦前

世代と戦後世代の食環境の質的変化が顕著となり栄養転換が明瞭に観察された

と考えられる。平均余命の伸びの急激な変動も、戦前世代と戦後世代の生活環

境の質的な差に依存した可能性がある。

4. 社会経済環境の健康への影響

日本の経済バブ、/レ崩壊後、収入格差が拡大し、社会的結束 (socialcohesion) 

の弱まり、これと並行して食生活の欧米化に伴 う心疾患と 肥満の増加し続けて

いるのにもかかわらず、持続的に日本人の平均寿命が トップに位置 しているこ

とについて注目すべきとの指摘がある [Marmotand Smith 1989J。一方、沖

縄に目を転ずれば、はじめに述べたように沖縄男性の都道府県別平均寿命で

17 
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1995年の 4位から 、2005年の 26位へ急落 (26ショック )して以来、ほとん

ど改善の兆しは見せていない。一貫して首位を保ってきた女性 も順位を落とす

可能性があり、男女とも長寿県復活はきわめて厳しい状況にある[桑江、新垣

2009 ;桑江 2010J。 日本人の長寿性を考える価値があるとすれば、 沖縄の状

況を考えることは逆の意味で重要な教司iIになるに違いない。

米国統治期間の問、沖縄の社会経済環境は日本本土と 比較して急激に変化し

た。沖縄の平均寿命の伸びを見ると男女とも 1985年ごろから鈍化し、 1995年

から 2000年ま での伸び率は男性で 0.42歳(全国最下位)、女性で 0.93歳 (全

国 46位)となった。出生コホー ト日IJの分析では、 沖縄の明治生まれの全死亡率

は全国平均よりも低く、戦後生まれは高い死亡率となっている(図 8)[等々力

2000J。 この結果 55歳前後を境にして高齢者層と若年者層の全死亡率が逆転 し

た。

沖縄の場合、 日本本土と 比較して 、社会経済的変化が短期間に起 こり、栄養

転換にみるように戦前世代と戦後世代の食環境の質的変化が大き いことが観察

されて いる。 これと関連して、平均余命の伸びの急激な変動も 、戦前世代 と戦

後世代の生活環境の質的な差に原因がある 可能性がある。 体重の変動要因は、

身長の変化 と比較 してマクロ 的にみれば社会経済的要因が影響 してい る [Todo

riki et al. 2004; Todoriki et al. 2002J。すなわち、沖縄の肥満度の増加 も、

日本の将来を先取り した可能性がある。

沖縄の平均寿命の伸び率は、27年間の米国統治聞に行われた公衆衛生政策によ

り、影響を受けている [Todorikiet al. 2002J。戦後初期に行われたマラ リア

対策などによる大幅な感染症死亡率の減少と、集団を対象とした公衆衛生政策
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策による効果が平均寿命の延長に寄与したが、本土復帰後は米国の食文化の長

期的な影響が徐々に現れてきている。

5.食事による Well-beingを目指して

1972年の復帰後の沖縄の医療は、医療人材や医療設備面で急速に改善してい

った。しかし、 26ショックで代表されるように、沖縄県民の平均寿命の延びの

低下や生活習慣病の有病率の増加など、これまで沖縄の長寿を支えてきた戦前

生まれの高齢者の減少とともに沖縄の長寿性は悪化して来ており、この現状が

続く限り、長寿県の復活は困難で、ある。

沖縄の長寿性には現在の高齢者が大きく貢献していると言っても過言ではな

い。高齢者の過去の食事内容は野菜が豊富で、塩分の少ないことが食事調査な

どでわかっている。もしもこの食事内容を改良して現代人に食べてもらい、そ

の効果が得られれば、現在の沖縄の健康水準の改善に役立つのではないかと考

えられた。

近年、食事パターンへの介入によるポピュレーションアプローチ(集団への

働きかけにより健康改善を行う方法)が有効である証拠が蓄積されてきている。

伝統的沖縄型食事が、アメリカの高血圧予防ガイドラインで推奨されている心

血管疾患予防のモデ、ル食である DASH食*と同様の効果を示したことが、我々

の行っている「チャンプルースタディ(沖縄型食事と野菜を組み合わせた食事

介入研究)Jのエピデンスから明らかになってきた。チャンブルースタディ食は、

わが国の高血圧を含めた生活習慣病の予防や治療において、沖縄発のモデ、ル食

および食事パターンとして発信できる可能性がある。

1950年代に青年期であった出生コホートのグ、ループは、現在 80歳代の高齢

者となっており、このグループが沖縄の長寿性を支えている [Todorikiet al. 

2004Jo 1949年に GHQ/SCAP(連合国軍最高司令官総司令部)が沖縄の地域住

民から無作為に 450世帯を抽出して秤量食事調査を行っており [GHQ/SCAP

1949J、戦後初期の日常生活における客観的な食事調査結果が得られている。

さらに、琉球政府厚生局により栄養調査が行われており、これらの結果を基に、

現在の人々が食べやすい内容にしたレシピをデザインすることが、今回可能と

なった。

沖縄の過去の日常食は、エネルギー、ナトリウム摂取が低く、野菜、カリウ

ム、マグネシウム、葉酸、ビタミン Cの摂取が多いが、カルシウムが少ない。

これは、高血圧の予防食として推奨されている DASH食 [Appelet al. 1997J 

に類似している。 DASH食よりも歴史的流れの中でつくられた沖縄食のほうが、

工夫次第で若年者層にも受け入れやすいと考えられる。また、伝統的沖縄食の

内容は、我が国の高血圧治療ガイドライン (JSH2004)の食事療法の項目と合

致する。日本食の主要栄養素組成は DASH食の組成に近いが、ミネラル組成の
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面から見るとナトリウムが多い。一方、沖縄食ではナトリウムが少なく、日本

食から食塩を減らした栄養組成であり DASH食の組成に近く、高血圧予防の点

から見て有利な組成となっている。一方、沖縄特産の緑黄色野菜はミネラル成

分や抗酸化成分を多く含むことが報告されており、また、ラットの実験では、

薬物代謝ならびに抗酸化誘導への効果も報告されている [Kankeet al. 1996J。

6. 沖縄野菜と伝統食レシピによる介入研究(チャンプルースタディ)

沖縄はわが国の中でも特徴的な食材を産し、中でも伝統的野菜はE熱帯特有の

ユニークな内容を持っている。すなわち、ゴーヤーを代表とする独特の味・形

態を示し、紅芋、黄人参など色彩が鮮やかな野菜が多く食のプランド化に有利

である。また、沖縄野菜は栄養学的にみても抗酸化栄養素が多く [Maedaet al. 

2006J、「食j、「健康」の面から見て極めてイメージがしやすい食材である。

最近の傾向として、欧米では単独の食品や効果を期待して人為的に作られた

献立ではなく、実際に存在し、住民によって頻繁に摂取されている現実的な献

立を摂取させた際の効果を検討する介入研究が発表されるようになってきた。

これまでは、内容を厳密に管理し食事を配給する形が多かったが、食事パター

ンを提示し自分で摂食するが、目標を決めて栄養指導を繰り返すことで、ほぼ

同等の効果が得られることも明らかとなってきた [Appelet al. 2003J。わが

国においても、日常生活において実践可能な強制力の強くない食事指導で降圧

が保持されることが、明らかとなり、新しいポピュレーションアプローチの可

能性として注目されている [Takahashiet al. 2006J。

チャンブルースタディによる介入研究の有利な点は、ヒトを対象として単一の

野菜を取り上げるのではなく、代表的な沖縄特産野菜を組み合わせて豊富に摂

取する食事を提案し、かつ、野菜離れが起こっていると言われている若年者群

にも摂取しやすい野菜料理レシピを提案し、その健康影響を臨床疫学的な高度

な検証方法、すなわち、介入試験によって明らかにすることにある。

さらに、沖縄県民の長寿性の改善のために、本研究の成果が直接活用可能で

ある。すなわち、科学的裏付けのある野菜を中心とした食事摂取の促進を図る

ことにより、最終的に沖縄県民全体の健康行動変容と健康指標の改善を図るた

めのポピュレーションアプローチが可能となる。

現在まで、 2005年より様々な角度からの研究が行われ、すでに 1000名の対

象者が参加した。現在はチャンブルースタディ 5が進行中だが、いずれのスタ

ディも無作為化割付による介入試験として行っている(表 3)。これまでの一連

の研究において、若年健康女性に沖縄緑黄色野菜の摂取促進を行う介入を行っ

たところ、尿中カリウム排世の有意な増加 (364mgl日の増加)と尿中ナトリウ

ム排世の低下傾向 (209mgl日の低下)を認めた 37)。これらの変化は高血圧患

者では降圧を生じさせる可能性がある。また、同様の対象者において沖縄野菜
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は動脈硬化のマーカーである末梢血 EPC(血管内皮前駆細胞)を増加させ、動脈

硬化の進展抑制が認められた [Manoet al. 2009J。

本稿では、チャンプルースタディ 3と4について紹介したい。チャンプルー

スタディ 3における対象者は、沖縄在住の健康な 40・60歳代の米国人男女であ

り、研究に最後まで参加した人数は 138名で、平均年齢は 50.0歳であった。 4

週間を介入期間とする交差試験とした(図 9)[Todoriki et al. 2008J。前期お

よび後期介入群に、伝統的沖縄食を現代風のレシピに改良したチルド食を週 8

食分、(月~木の昼、夕食)、ジュース約 1L(土日)を配送した。チルド 1食分

の野菜は平均して 243g(沖縄野菜:その他の野菜=2:1)、食塩相当量は 2g、カリ

ウム 1471mg、ビタミン C95mg、エネルギー713キロカロリー(米飯含む)で

あった。対照群は欧米型食事を摂取するように指導した。前期介入、後期介入

群ともに介入前後に DHQ(食事暦調査票)を記入させ空腹時血清と 24時間尿

を採取した。家庭内血圧(連続 7日間を 3回)及び介入前後に脈波伝達速度を

測定した。

表 3:チャンブルースタディ 1-5の内容

表1チャンブルース;ディ1-5の内容

プロジェクト名 食事介 対象者特性 対象者数 配布方法 アウトカム

実施場所
(期入後期間介)間入

(ベースライ

実施年 ン時)

チャンブルース告 2週間 女性(18・38歳) 39名
沖便縄にて野週菜2を回宅配急布 血液、 1日トレ蓄スマ尿サ{一ー)般、家生庭化血学圧、抗、食酸事化調栄査養

ディ1 (なし) 学生、社会人 索、酸ス

沖縄 沖縄在住 (週2.6kgl名) など

2005 

チャンブルース9 1ヶ月 中年夫婦(40.69 229名
便沖縄にて野週菜2を固宅昆急布 血液、 1ト日レ蓄スマ尿ーカt一ー}般、家生庭化血学圧、抗、P酸W化V栄'JA養l、

ディ2 {なし) 念) 索、酸λ
沖縄 沖縄在住 (週2.6kgl名) 食事調査など

2006 

チャンブルース告 1ヶ月 中年男女(40・69 138名
チ(沖週ル縄1ド野食菜を主宅体配の 血索食液事、酸調、ス1査日トレ、蓄ス社マ尿ー会カ十一行ー}級動、家生調庭化査血学な圧、ど抗、P酸W化V栄'/A養l、ディ3 (なし) 歳)

沖縄 沖縄在住

2007 米国人 圏、昼タ4日)

チャンブルースヲ 1ヶ月 中年夫婦(40.69 282名 沖縄野菜主体の 血液、 1日蓄尿(一ーカ般ー)生、家化庭学血、抗圧酸、化栄饗
ディ4 (11ヶ月) 歳) チルド食を宅毘 索、酸化ストレスマ

横浜 横浜・東京在住 (週2 PWV/AI、食事調査、社会行動、意識調

2008 園、昼タ4日) 査など

チャンブルース告 1ヶ月 中年夫婦(40-69 301名 血液、 1日蓄尿{一級生化学、抗酸化栄養

童謡
ディ5 (23ヶ月) 歳) 索)な、家庭血圧、食事翻査、社会疫学調

沖縄 沖縄在住

2009 

介入方法は無作為割付による食事介入。 チャンブルースタディ 3、4、51まクロスオーバーデザイン
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園 9:チャンブルースタディ 3の無作為割付比較詰験

米国人において沖縄野菜を豊富に取り入れた伝統的沖縄型食事が、高血圧予

防に有効である可能性が示唆された。血圧変動は、収縮期血圧と拡張期血圧に

有意な減少効果が見られた(図 10)。前半介入の結果では、沖縄食群で、尿中

ナトリウム排世(-0.94gl日;95%CI -1.3"'-0.6)、体重(・0.9kg;95%CI -0.3"'-0.6) 

は減少、血圧(介入前 119175mmHg)は低下した(収縮期 -2.6mmHg;95%CI -4.3 

'" -1.1、拡張期 -2.1mmHg;95%CI -3.1"'-1.0)。対照群では、尿中ナトリウム

排世 (0.04gl日;95%CI -0.5"'0.5)、体重 (O.lkg;95%CI -0.1"'0.3)血圧(収

縮期 -0.2mmHg;95% CI -1.6'" 1. 1、拡張期 -0.3mmHg;95%CI -2.1 "'0.6) は

変化しなかった。 CI: 95%信頼区問。 抗酸化栄養素では、血中ビタミンCを

測定したが、沖縄食群では増加 (0.58μg/ml;95%CI 0.04'" 1.1)、対照群では変

化しなかった (-0.7μg/ml;95%CI -1.4"'0.1)。これらの測定項目の変化の各群

聞の差は有意(p=0.001"'0.02) であった。また、以上のような測定項目の介入

による変化は、後半介入においても認められた。食事噌好の傾向を見ると、米

国人対象者の 7割が、沖縄野菜を豊富に取り入れた伝統的沖縄型チルド食に対

して再購入を希望した。米国人の本研究の前期介入における脱落率は 12%、後

期介入では 15%であった。
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図 10:日本人と米国人(チャンブルースタディ 3、4)における沖縄野菜食による血圧の介入効果

チャンプノレース タディ 1-3の対象者は沖縄在住者であり 、日 本本土における

在住者において同様な結果が得られるか不明であった。そこで、チ ャンプルー

スタディ 4では、わが国における代表的地域である首都圏在住者を対象とした。

対象者は、主に神奈川県、東京都に居住している健康な 40歳以上 69歳未満の

日本人男女である。介入試験に参加した対象者は 282名(男性 131名、女性 151

名)であった。平均年齢は 52.2歳であった。 対象者の 90%が 12週間の研究

を終了した。介入方法は米国人を対象とした方法とほぼ同ーである。

前期介入群(介入前 127/78mmHg)で、 収縮期血圧が 4.4mmHg減少 (95%CI

-5.5'" -3.4)し、拡張期血圧 も 2.5mmHg減少 (95%CI-3.2'" -1.8)した。

また、高血圧被験者でより顕著であることも確認した。一方、対照群では、 収

縮期血圧は 2.5mmHg減少 (95%CI-3.2"'1.8)、拡張期血圧では 1.1mmHg減

少 (95%CI-1.8"'0.4) であり、血圧に有意な減少効果が見られたが、介入群

と比較して減少幅は少なかった。対照群における血圧の減少は、顕著な教育効

果が観察でき 、今回の介入研究における対象者の特性(健康、食、沖縄に関心

を持つ)が反映 されたと考えられる(図4)。収縮期および拡張期血圧の減少幅

は、同一の介入食を摂取した米国人の結果とほぼ同程度であり、今回の介入食

による減少効果は妥当な結果であると考え られる。介入食群で血中ビタミン C

および葉酸の増加 との体重減少が、有意に見いだされた。 これらの測定項目の

変化の各群聞の差は有意(p=O.OOOl"'0.05)であった。前期介入における脱落率

は 13%であった。
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チャンプルースタディ 3と4の結果をまとめると、収縮期血圧が 3-5mmHg

の減少であり、ほんのわずかな降圧効果しか得られていないと思うかもしれな

い。しかし、対象者の大半が高血圧を有しない健常人であり、降圧剤を服用し

たわけではなく食事のみで降圧したことに注目してほしい。また、特に、研究

担当者らが栄養指導や運動指導をしたわけではなく、対象者へ、配布された食

事を最初に食べてもらうことを要請したのみである。その他の食事(全昼食、金

~日曜日の食事)は自由に食べてよく、格別な制限は加えていない(全食事数 84

食のうち 62%は自由摂取)。したがって、介入期間 1ヶ月間に観察された降圧効

果は配布した食事による効果が大きいと考えられる。降圧効果が約 2mmHg低

下しただけでも、日本における循環器疾患の年間死亡率が約 2万人以上の減少

があると推定されている(121世紀における国民けんこうづくり運動(健康日本

21)報告書J)。ポピュレーションアプローチとしてみれば、食事による降圧の効

果は非常に大きなものになると考えられる。

日本人全体においても、高塩分摂取の食習慣を背景に高血圧の頻度が高いこ

とが言われてきた。高血圧は脳卒中や心筋梗塞といった循環器疾患の重要なリ

スクである。一方、沖縄の長寿性には現在の高齢者が大きく貢献していると言

っても過言ではない。高齢者の過去の食事内容は野菜が豊富で、塩分の少ない

ことが食事調査などでわかっている。もしもこの食事内容を改良して現代人に

食べてもらい、その効果が得られれば、現在の沖縄の健康水準の改善に役立つ

のではないかと考えられた。

最近欧米において食事パターンへの介入によるポピュレーションアプローチ

(集団への働きかけにより健康改善を行う方法)が有効である証拠が蓄積され

てきている。伝統的沖縄型食事が、アメリカの高血圧予防ガイドラインで推奨

されている心血管疾患予防のモデ、ル食である DASH食*と同様の効果を示した

ことが、チャンプルースタディのエピデンスから明らかになってきたことは前

述した。チャンプルースタディ食は、わが国の高血圧を含めた生活習慣病の予

防や治療において、沖縄発のモデ、ル食および、食事パターンとして発信できる可

能性があると考えている。

チャンプルースタディの一連の研究を通して得られた結論は、(1)沖縄野菜を

豊富に取り入れた伝統的沖縄型食事が、血圧予防に有効である可能性が示唆さ

れた。 (2)チャンプルースタディによる結果から、沖縄の伝統的食事によって日

本人と米国人に、それぞれほぽ同等に降圧作用が示され、部分的介入(食数あた

り38%)にもかかわらず一定の降圧効果が見出され、食事をきっかけに、生活習

慣全体の行動変容につながる可能性があることがわかった。 (3)欧米型食事を基

礎にして作られた DASH食とは異なる食文化である沖縄の伝統的食事が、

DASH食と同様の効果を示したことから、多様な食文化による食事パターンに

よる介入を試みる意義が見いだされた。 (4)高血圧を含めた生活習慣病の予防や
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治療において、食事パターンへの介入が有効な戦略となりうると考えられた。

今回のチャンブルースタディは、対象者に配布した食事を食べることを要請し

ただけで、特に栄養指導や健康指導などは行っていない。対象者が無意識のう

ちに行動変容をとげてくれるのがよしとすれば、チャンプノレースタディのよう

な食事パターンを小児期から組み込む方略もポピュレーションアプローチとし

て必要であろう。地域住民、地域企業、地域行政が健康づくりのために連携し、

地域全体が豊かになる取り組みが必要であろう。こうしたポピュレーションア

プローチによる取り組みを推進するためには、沖縄の地域共同社会の特徴や住

民の意識・講堂について理解することが必要になる。

* DASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension)食とは、降圧作用があるモデル食

であり、野菜や果物を多く含み，乳製品は低脂肪のもので，飽和脂肪酸やコレステロ

ールが少なくミネラルが豊富な食材で構成されている。

7.沖縄における共同体社会とソ}シャルキャピタル

Marmot [Marmot and Smith 1989Jによれば、日本は、他国と比較して、

高い収入、収入格差が小さいこと、失業率が低いこと、食生活などのほかに、

ソーシヤルキャピタル(社会的結束)が死亡の低減に寄与していると述べている。

一方、沖縄についてみると社会経済的環境は、全国と比較して県民所得、大学

進学率は最下位、離婚率、失業率、自殺率(男性)が極めて高い状況にある。

沖縄の場合は、戦前から所得水準は低い状況のまま、今日まで推移しているが、

1925年以降 (1945・1970年の平均寿命のデータは、沖縄の場合なし)の平均寿

命の推移を見ると、一環として高位にあり、特に女性の場合、 2005年までは 1

位を維持していたが、おそらく今後は男性と同様に順位を落とす可能性がある

という指摘がある[桑江、新垣 2009 J 0 Cockerhamは、沖縄の所得水準は相

対的に低いが平均寿命の順位が高いことについて所得と平均寿命の関係は日本

の場合、当てはまらないと指摘しているが、沖縄の場合は、それほど単純な関

係ではないだろう。少なくとも、現在でも地域ネットワークが他県と比較して

機能しており、戦前から戦後にかけてのソーシヤルキャピタルの寄与は無視で

きないであろう。ソーシャルキャピタル(社会関係資本)とは、社会的な人の

つながりと、そこから生まれる信頼や助け合いが外部化された資源として機能

し、地域において住民の健康を社会的サポートとして支える可能性が高いとい

われている[白井 2012J。

沖縄は血縁、地縁社会として地域ネットワークが維持されており、市場、共

同売庖、集落自治を基盤とする公民館、模合(講の一種)などの伝統的ソーシ

ヤルキャピタルが豊かであるといわれている。戦後の沖縄は、米国統治や日本

復帰を経て、社会経済環境は大きく変動してきたが、米国統治の聞に、脂質摂

取や肥満の増大などの食生活の大きな転換があり、それに加えて都市化の進行
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とともに地域共同体の希薄化に伴うソーシヤルキャピタルの低下が懸念されて

いる。沖縄の平均寿命の水準の急激な低下の要因は、このような社会経済的変

化による経済格差や社会階層性の進行が、地域住民の価値観や生活行動を変化

させ、地域のネットワークを分断し人の結びつきや信頼性を弱体化することで、

健康に影響を与えている可能性がある[白井 2012J。

8. おわりに

沖縄の長寿性の要因について、すでに海外の研究者 [Willcoxet al. 2001; 

Backman 2010J をはじめ、多くの研究がなされているが、その科学的解明が

十分に出来ないまま、今日を迎えてしまった感が強い。むしろ、沖縄の長寿性

がなぜ失われてきたのかを解明する方が、今後、わが国における高齢化社会を

迎えるにあたり政策的糧になりうると考えられる。

「沖縄は日本の未来の鏡であるJ という問し、かけがある。この間いに対して

簡単に答えることが出来るものではないが、特に、失われつつある沖縄の長寿

性の要因解明と、その解決策の糸口がわかれば、わが国にとっても沖縄にとっ

ても明るい展望をもたらすかもしれない。

【付記1
1.本論文におけるチャンプルースタディの項は、日本学術振興会科学研究費基盤研究(B)

研究課題番号:18300254、21300279、19590959、23591220の援助を受けて行われた。

チャンプルースタディのコアメンバ一、琉球大学大学院医学研究科衛生学・公衆衛生学

等々力英美、循環器・腎臓・神経内科学講座(第三内科)大屋祐輔、東京大学大学院医

学系研究科社会予防疫学 佐々木敏が中心となって行っている。

2.沖縄における高齢者とソーシャルキャピタルについて、海外・国内の研究者の関心は高

く、 2011年 7・8月に、琉球大学付属病院臨床研究センターの主催で地域疫学国際ワーク

ショップが、琉球大学と沖縄県今帰仁村で開催された。
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