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序　　　　　論　　　　　　　　　　　　　　　　対象および方法

わが国の平均寿命は,男性が74.84歳,女性　　　調査地は,沖縄本島の西方約100kmの洋上に

が80.46歳(昭和60年)に達した1).また, 90　　位置する周囲48kmの久米島である.久米島は,

歳以上長寿者は全国で185,800人(昭和60年)　　総人口が10,415人,老年人口が1,526人,老年

になり2),百歳以上長寿者は全国で1,851人(昭　　人口比率が14.7%であり,県内では比較的に老

和61年)に達し3),我が国では90歳または百歳　　年人口の多い島である.また,長寿率(老年人

を越える長寿者は決して稀ではなくなった.　　　ロに占める90歳以上長寿者の割合)も4.1%

長寿をまっとうするには,乳幼児期から老年　　で,県内では上位に位置する(昭55年国調によ

に至るまでのあらゆる疾病や危険を克服してい　　る).

かなければならない4).　　　　　　　　　　　　　調査は,島内に籍をおき,昭和60年8月1日

ところで,疾病成立の過程には,環境と遺伝　　現在90歳以上長寿者62人(男性17人,女性45

の両者が密接にからみあって関与し,こ_の関与　人)を対象とし21)同年の8月と9月に訪問面接

の割合は疾病によって異なるといわれるが5),　　調査を行ない,その健康歴・家族歴・学歴・職

高血圧,心疾患,癌,糖尿病などの成人病にお　　歴等について,直接本人又は家族員から聞き取

いても,その発生基盤として遺伝の関与が指摘　　り調査を行なった.面接は1人当たり2-3回

されている4-17)　　　　　　　　　　　　　　　　　行ない, 1回30-60分の時間をかけた.なお,

そして,これらの疾病を克服してきた結果と　　死亡・島外等の調査不能者が14人おり,分析は

して長寿が達成されると考えると、長寿も遺伝　　48人(男性10人,女性38人)について行なっ

と環境との相互作用によって得られるものであ　　た.

る4)18)また,長寿に対する遺伝の関与について　　　今回は,特に長寿に対する遺伝の関与を解明

は,肯定的見解5,18,19)と否定的見解20)があるが,　　することが目的である.その分析方法として,

これらの研究では対象長寿者数や対照の選択,　　長寿者の家族歴を通して両親・同胞・配偶者の

調査方法の点で,必ずしも充分とは言えず,長　　死亡年齢及び生存年齢を把握し, 60歳未満,

寿に対する遺伝的な関わりについて,統一的な　　60-70代, 80歳以上, 90歳以上(80歳以上の

見解を得るに至っていない.　　　　　　　　　　再掲)に区分し, 60歳未満の死亡割合, 80歳以

そこで今回,我々は沖縄の-離島において90　　上の死亡割合または90歳以上の死亡割合,ま

歳以上長寿者の全数調査を実施し,長寿におけ　　た, 60歳未満の生存割合, 80歳以上の生存割合

る遺伝的な関わりについて,いろいろな角度か　　または90歳以上の生存割合,さらに,80歳及び

ら検討を試みた.　　　　　　　　　　　　　　　90歳達成率について性別に比較分析を行なっ

た.そして,それぞれの割合を性別に比率検定22)
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で有意差の検定を行なった.また,出生順位の　　　両親の死亡年齢(年齢不詳4人を除く)をみ

分析も行なった.それは長寿者の出現率が出生　　ると,図1のとおりである.

順位によって異なるかをみるためで,　　　①平均死亡年齢:両親の平均死亡年齢は,男

Greenwood-Yule法㍑)を用いた.さらに,既住歴　　性では父親が65.6±17.5歳,母親が74.6±18.

の分析も試みた.　　　　　　　　　　　　　　　7歳,女性では父親が60.8±14.9歳,母親が71.
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が5人(14.7%)であり,統計的な有意差があ

る.つまり,女性では母親が父親より60歳未満

での死亡割合が低率である.また,男女でみて

ち,父親が16人(36.5),母親が6人(13.6%)

で母親が低率であり,統計的な有意差がみられ

る.

③80歳以上の死亡: 80歳以上での死亡割合

は,男性では父親が2人(20.0%),母親が5人

(50.0%),また,女性では父親が3人(8.8%),

母親が9人(26.5%)であり,双方とも母親が

父親より高率であるが,統計的な有意差はない.

ただし,男女でみると,父親が5人(ll.4%),

図　2

Ii

女　性

(N=38)

133

母親が14人(31.8%)となり,統計的な有意差

がみられる.

④90歳以上の死亡: 90歳以上での死亡割合

をみると,男女で父親が1人(2.3%),母親が

5人(ll.4%)となる.母親が父親より高率で

あるが,統計的な有意差はない.

2.同胞の死亡年齢

死亡している延同胞数は172人である.この

死亡年齢をみると,図2のとおりである.

①平均死亡年齢:同胞の平均死亡年齢は,男

性では兄弟が64.4±25.8歳,姉妹が53.1±25.
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6歳,女性では兄弟が56.8±23.6歳,姉妹が60.

1±30.1歳である.ただし,男女とも統計的な有

意差はない.

③60歳未満の死亡: 60歳未満での死亡割合

は,男女では兄弟が32人(39.5%),姉妹が39

人(42,8%)であり,姉妹が兄弟よりやや高率

であるが,統計的な有意差はない.男女別でも

その傾向はあるが,双方とも統計的な有意差は

ない.

③80歳以上の死亡: 80歳以上での死亡割合

は,男性では兄弟が6人(35.3%),姉妹が2人

(10.5%)であり,兄弟が姉妹より高率である

が,統計的な有意差はない.しかし,女性では

兄弟が12人(18.7%),姉妹が31人(43.1%)

で,姉妹が兄弟より高率であり,統計的な有意

差がみられる.また,女性の姉妹は男性の姉妹

より高率であり,統計的な有意差がみられる.

ただし,兄弟ではそういうことはみられない.

④90歳以上の死亡:さらに, 90歳以上での

死亡割合をみると,男性では兄弟が1人(5.

9%),姉妹が1人(5.3%)であるが,統計的な

有意差はない.しかし,女性では兄弟が3人(4.

7%),姉妹が12人(16.7%)で,姉妹が兄弟よ

り高率であり,統計的な有意差もみられる.

3.同胞の生存年齢

生存している延同胞数(長寿者自身を含む)

は107人である.この生存年齢をみると,図3

lSi3.長寿者のセ生月IJにみた
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のとおりである.

①平均生存年齢:同胞の平均生存年齢は,男

性では兄弟が86.9±8.2歳,姉妹が79.9±10.4

顔,女性では兄弟が81.9±7.4歳,姉妹が　5.2

±7.1歳である.ただし,男女とも統計的な有意

差はない.

②60歳未満の生存:60歳未満の同胞は,男

女とも一人もみられない.

③80歳以上の生存rs0歳以上での生存割合

は,男性では兄弟が13人(76.5%),姉妹が6

人(60.3%),女性では兄弟が14人(77.8%),

姉妹が51人(32'.3%)であるが,男女とも兄弟

と姉妹の80歳以上での生存割合には統計的な

図　4
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④90歳以上の生存:さらに, 90歳以上での

生存割合をみると,男性では兄弟が10人(58.

8%),姉妹が3人(30.3%)であるが,統計的

な有意差はない.しかし,女性では兄弟が1人

(5.6%),姉妹が38人(61.3%)で姉妹は兄弟

より高率であり,統計的な有意差がみられる.

また,女性の姉妹は男性の姉妹より高率であり,

統計的な有意差がみられる.なお,逆に女性の

兄弟は男性の兄弟より低率であり,統計的な有

意差もある.

4.同胞の80歳・90歳達成率
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死亡者と生存者を含めた全延同胞数279人の

80歳及び90歳達成率をみると,図4のとおり

である.

(980歳達成率: 80歳達成率は,男性では兄

弟が19人(55.9%),姉妹が8人(27.6%)で

兄弟が姉妹より高率で,統計的な有意差がみら

れる.一方,女性では兄弟が26人(31.7%),

姉妹が82人(61.2%)で姉妹が兄弟より高率で,

統計的な有意差がみられる.ぞして,女性の姉

妹は男性の姉妹より高率で,逆に女性の兄弟は

男性の兄弟より低率で,双方とも統計的な有意

配偶者の死亡年齢をみると,図5のとおりで

ある.

男怪の配偶者の死亡年齢は, 60歳未満が1人

(14.3%), 60-70代が、 3人(42.9%), 80代

が2人(28.6%), 90代が1人(14.3%)である.

女性の配偶者では,前者から15人(42.9%),

15人(42.9%), 2人(5.7%), 3人(8.6%)

であるが,男女ともいずれの死亡年齢の割合に

おいても統計的な有意差がみられない.

また,配偶者の平均死亡年齢は,男性の配偶

者が74.1±11.4歳,女性の配偶者が61.2±16.

【望】5.長寿者のセ生月Ijもこみた
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差がみられる.

②90歳達成率,:さらに1 90歳達成率(SO歳

達成率の再掲)をみると,男性では兄弟が11人

(32.4%),姉妹が4人(13.8%)で兄弟が姉妹

より高率であるが,統計的な有意差はない.し

かし,女性では兄弟が4人(4.9%),姉妹が50

人(37.3%)で姉妹が兄弟より高率であり,疏

計的な有意差がみられる.また,女性の姉妹は

男性の姉妹より高率で,統計的な有意差がみら

れる.ただし,女性の兄弟は男性の兄弟より低

率で統計的な有意差がみられる.

5.配偶者の死亡年齢

8歳で,男性の配偶者が女性の配偶者より高齢

であるが,統計的な有意差はない.

なお,今回,長寿者48人中2人は配偶者の死

亡年齢が不明であった.また, 4人(男性3人,

女性1人)は配偶者が生存していた.しかも,

この4人とも配偶者は80代後半の長寿であり,

男性は10中3人がそうである.

6.長寿者の出生順位

長寿者48人の全延同胞数279人から90歳以

上長寿者68人を捜し,その出生順位をGreen-

wood・Yule法でまず分析してみた.すると,表

1のとおり,第7子以降では期待値に対する観
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表1.長寿者(90才以上)の出生順位

(全延同胞数によるGreenwood・Yule法)

出 生
観察値 期待値

観 察値

順 位 / 期待 値

1 位 14 13 .84 1 .0 1

2 15 12 .84 1 .17

3 13 8 .8 4 1 .4 7

4 12 8 .17 1 .4 7

5 6 蝣7 .17 0 .84

6 6 6 .17 0 .9 7

7 + 2 10 .97 0 .18

計 6 8 68 .00

(注1 )観察値は長寿者の延同胞数

(長寿者本人、 90才以上の同胞を含む)

(注2)戦死・事故死の同胞を含まず

表2.長寿者(90才以上)の出生順位
( 6人同胞までによるGreenwood-Yule法)

出 生
観 察値 期 待値

観察 値

順 位 / 期待値

1位 10 9 .34 1 .07

2 8 8 .34 0 .96

3 4 4 .34 0 .32

4 4 3 .6 7 1.09

5 2 2 .67 0 .75

6 2 1 .67 1 .20

計 30 30 .03

(注1 )観察値は長寿者の延同胞数

(長寿者本人、 90才以上の同胞を含む)

(注2)戦死・事故死の同胞を含まず

測値の割合が極端に低下している.なお,対象

長寿者48人のみの分析でも結果は同様である.

このことは, 7人以上同胞になると第7子以降

ではまだ90歳に達している者が少なく,第7子

前後で同時に長寿者が把握されることはないか

らだと考えられる.

そこで,次に6人同胞までの中から90歳以上

長寿者30人を捜し,同様な方法で分析してみる

と,表2のとおりになった.期待値に対する観

測値の割合はどの出生順位でも約1.0でほぼ同

率である.また,長寿者が長子か末子かである
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割合(一人子1人を除く)ち,表3のとおり,

前者が9人(31.0%),後者が8人(27.6%)で

ほぼ同率である.

7.長寿者の既往歴

長寿者が過去において入院又は何日も寝込む

ほどの病気をしたことがあるかをみると,表4

及び表5のとおりである.既往歴ありは, 26人

(54.2%)と約5割であるが,発病した疾病は

表3.長寿者(90才以上)の出生順位

(6人同胞までによる長子・中間子・末子)

長 子 中 間 子 末 子 計

9 1 2 8 2 9

( 3 1 .0 (4 1 .4 2 7 .6 ) 1 0 0 )

(注1)観察値は長寿者の延同胞数

(長寿者本人、 90才以上の同胞を含む)

(注2)戦死・事故死の同胞を含まず

(注3)一人子1人を除く

表4.既往歴(発病年代)

既 往 歴 な し 22 45 .8

既 往 歴 あ り 26 54 .2

計 (人 ) 48 (1 0 0 %

6 0代 以 前 5 19 .2

6 0 代 1 3 .8.l.i

7 0 代 1 0 38 .5

8 0 代 13 (5 0 .0

9 0 代 7 26 .9

(注)既往歴ありの発病年

代は複数回答である

表5.既往歴(発病名)

病 名 件数 病 名 件数

事故 (転倒等) 9 フィラリア 2

目の疾患 4 破傷風 1

胃腸病等 5 足のハレ物 1
神経痛 2 ノ、プ唆症 1

;神経症 2 産科手術 1

iねたきり 2 ぜん息 1

-痴 呆 2 パーキンソン 1

計 (延件数) 3 4(注1)疾病件数は複数回
答である

(注2)病名不明2件を除く
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転倒などの事故が9人(34.6%)と車も多く,

次に胃腸病が5人(19.2%),眼の疾患が4人

(15.4%)と続いている.その発病年代をみる

と, 60代以前は5人(19.2%)と2割以下であ

り,約8割の者は60代以降での発病である.し

かも, 80代が13人(50.0%)と半数を占めて最

も多い.

考

長寿に関する指標はまだ統一的なものはない

が,宮城24)は,次のような指標で沖縄県が日本一

長寿県であることを指痛している.つまり,沖

縄県は平均寿命と老人の平均余命が最も長い.

また,百歳長寿者の割合(10万対)と長寿率(65

歳以上者に占める90歳以上者の割合)も最も高

率である.さらに,沖縄県は長寿への確率が全

国対比でみると高齢になるほど高くなってい

る.鈴木18)ち,沖縄県が日本一長寿県であり,・沖

縄の百歳長寿者は世界の3大長寿地域に比べて

年齢の信頼性が高いことを指摘している.そこ

で,長寿県としての沖縄において長寿研究を進

めることは意義あることである.

ところで,長寿は遺伝と環境との相互作用に

よって得られるものである4)18)という見解に準

じて考えると,長寿に関する疫学的研究は, E4

6の研究枠組で進められるべきであると考え

る.そして今回は,長寿者の家族歴の分析を通

して,その両親や同胞も長寿であったかどうか,

また長寿者の出現率は出生順位によって異るか

どうかを検証し,さらに生活歴,特に既往歴の

分析を行ない,長寿者はもともと健康であった

かどうかの検証をも加え,それらによって長寿

に対する遺伝要因のかかわりを解明することを

試みた.

なお,今回の調査研究を進めるに当って,義

も重要なことは年齢の確認であった.そのため,

結婚年齢,出産年齢,死亡年齢,子供等の年齢

などの聞き出しは慎重に行なった.そして,午

齢は十二支を用いてチェックを重ね,なかでも

還暦(数え年61歳)の前後かに注目した.また,

トシピー(数え年85歳),ト-カチ(数え年88

歳,米寿),カジマヤ- (数え年99歳,白寿)

の敬老行事をいつ行なったかを年齢チェック及

び長寿の重要な目安とした.

その結果,両親では60歳未満での死亡割合は

母親が父親に比べて少ないが, 80歳以上の死亡

l望I 6　「長寿の瀕芝学」研究の枠組み

〔要　　因〕 〔仮　　　　説〕 〔鵡'査〕
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割合では多い.同胞では姉妹が兄弟に比べて80

歳以上の死亡割合が多く,女性の姉妹が男性の

姉妹に比べて同割合が多い.また,姉妹が兄弟

に比べて90歳以上の死亡割合も多い.さらに,

姉妹が兄弟に比べて90歳以上の生存割合が多

く,女性の姉妹が男性の姉妹に比べて同割合が

多い.さらにまた,姉妹が兄弟に比べて80歳を

達成する割合が多く,女性の姉妹は男性の姉妹

に比べて同割合が多い!また,姉妹が兄弟に比

べて90歳を達成する割合も多く,女性の姉妹が

男性の姉妹に比べて同割合が多い.

以上のことは,'父親より母親がまた兄弟より

姉妹が,しかも男性の姉妹より女性の姉妹が長

生きであることを示しており,そして,「長寿は

女性を介して遺伝する」ことを示唆している.

このことは,鈴木ら18,25)やAbbottら19)の研究で

もすでに指摘されている.

しかしながら,鈴木らは百寿者家系と対照家

系について家族歴調査を実施し,両家系間の

case control studyを行なった.しかし,対照

家系が11人と少なく,また,対照家系の選択の

妥当性が検討されていないことに問題を残して

いる.また　Abbottらは, 90歳長寿者1766人

の家族歴調査を約45年後に実施していること

から,子供等の追跡調査や対照群の選択にバイ

アス因子の混入が考えられる.

今回は,長寿が女性を介して遺伝するならば,

長寿の実態は男女によって異るのではないかと

いう問題意識のもとに,長寿者を性別に比較分

析を行なった.そして,その親と同胞をも性別

に比較検討するという方法を試みた.そして,

今回も「長寿は女性を介して遺伝する」という

鈴木らやAbbottらの見解が追記された.

ただし,このことは,寿命の男女差の反映と

も考えられる.今回また,両親や兄弟・姉妹の

平均死亡年齢及び平均生存年齢に有意差がない

こと,女怪の兄弟が男性の兄弟に比べて90歳以

上の生存割合や80歳達成率及び90歳達成率が

高いとは言えないことなどは,長寿が女性を介

して遺伝することに問題を提起している.今回

さらに,男性長寿者の例数が10人と少ないこと

は,鈴木らのcase control studyと同様に問題
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を残している.

そこで, 「長寿は女性を介して遺伝する」とい

う見解は,女性の平均寿命が男性のそれよりな

ぜ長いのかということの解明と供に今後さらに

追及される必要がある.

今回の調査では,また次のようなことも明ら

かになった.つまり, 90歳以上の生存割合をみ

ると,女性では姉妹が兄弟に比べて多く有意差

がある.また,女性の姉妹が男性の姉妹に比べ

て多く有意差がある.しかしこのことは, SO歳

以上の生存割合では男女別に有意差はない.

以上のことは,長寿が女性を介して遺伝する

ということを示唆するものの,長寿現象は90歳

以上になってはじめて発現することを示唆して

いる.しかし今回,両親の死亡年齢をみると,

母親が父親に比べて80歳以上の死亡割合が多

く有意差があるが, 90歳以上の死亡割合は両親

に有意差はない.つまり,両親の世代では80歳

以上での長寿現象は発現するが, 90歳以上での

長寿現象は発現しないことを示唆している.こ

のことは,両親の世代の平均寿命が長寿者及び

その同胞の世代のそれより男女とも低かったこ

とを反映していると考えられる.そこで,「長寿

にはその時代及びその地域の平均寿命あるいは

平均余命などの何らかの"年齢要因"が関与し

ている」ことが考えられる.

長寿現象が何歳以上になって発現するかとい

うことは,長寿を何歳以上とするか,また人間

の限界寿命は何歳かということと深く関係して

おり,今後さらに追及される必要がある.しか

も人間の限界寿命についてはまだ統一的な見解

はないのである.

今回の調査では,前記のように死亡年齢や生

存年齢から長寿に対する遺伝の関与についての

解明を加えた.さらに今回,長寿者の出生順位

をGreenwood-Yule法にて解析することによ

り長寿に対する遺伝の関与についての解明を加

えた.すると, 6人同胞までの長寿者の出現率

は出生順位によって異なるものではないことが

明らかになった.つまり,長寿に関する親の遺

伝要因は出生順位に関係なく兄弟姉妹に等しく

伝達されると考えられる.
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なお,今回同様に延同胞数から長寿者を捜し,

その出生順位をGreenwood-Yule法にて解析

した酒井26)の研究によれば,出生順位が3位ま

では観測値が期待値を上回っている.このこと

から彼は出生順位が早いほど長寿者が誕生しや

すいと指摘している.しかし,延同胞数から長

寿者を捜し,その出生順位を分析する方法では,

同胞数が多くて出生順位が遅い.草ほど90歳以

上に達している可能性が低いという事実を無視

している.そこで今回, 6人同胞までの中から

長寿者を接し,その出生順位を分析したのであ

る.今回また,対象長寿者のみ(同胞の中で把

握された長寿者は除く)の出生順位の分析も試

みたが,結果は同様であった.

Greenwood-Yule法では患者の出生順位の分

布(観察分布)を,患者がその同胞中の各出生

順位にまったく同一の確率で生まれたと仮定し

た場合に期待される分布(期待分布)とを比較

する27)そのため,同方法は比較的例数が確保さ

れている必要がある.しかし今回,長寿者の例

数が少ないので,今後とも例数を増やし追試し

てみる必要があると考える.

今回,長寿者の既往歴をみると,既往歴あり

は約5割であり,しかも,その発病年代は60代

以降という者が約8割を占めていた.このこと

は,長寿者はもともと健康であったことを生活

歴を通して示唆するものである.ただ,鈴木25)が

指摘するように,沖縄百寿者にみられなかった

成人病の因子(DRw9:がこれらの90歳長寿

者にも備わっていなかったかは今後検討される

必要がある.

以上の結果は,長寿に対する遺伝の関与を肯

定的に支持するものであるが,長寿が遺伝のみ

によって規定されるということではない.両

親・同胞・配偶者の平均死亡年齢は性別に有意

差がない.また,同胞の平均生存年齢や60歳未

満の死亡割合は男女で有意差がない.このこと

は,女性でも長寿の素質があったにしても,男

性同様に早死にする者がいることを示唆してい

る.さらに,長寿者の配偶者も長寿であるとの

有意性はみられないが,男性長寿者では10人中

3人までが80代後半の長寿配偶者が生存して

いる.これらのことは,「長寿は遺伝と環境の相

互作用である」ということを示唆している.

なお,その相互作用を解明する統一的な方法

はまだ確立されていないが,長寿に関する遺伝

と環境の総合的な研究が望まれる.

要 旨

1)父親より母親が,兄弟より姉妹が,男性の姉妹

より女性の姉妹が長生きの傾向がみられたこ

とから,長寿は女性を介して遺伝することが示

唆される.このことは　Abbottらや鈴木らの見

解に一致するものである.しかし,このことは

寿命の男女差の反映とも考えられる.また,男

性長寿者の例数が少ないことから今後さらに

追及される必要がある.

2)女性が男性より長寿であることを示す指標に

は,80歳以上を基準にすると性別に有意差はな

いが,90歳以上を基準にすると性別に有意差が

みられる指標がある.このことは, 90歳以上に

なって長寿現象が発現することを示唆してい

る.

3)長寿者の出現率は出生順位によって異なるも

のではない.

4)長寿者の既往歴をみると,長寿者はもともと健

康であったことが示唆される.

5)以上の結果は,長寿に対する遺伝の関与を肯定

的に支持するものであるが,長寿は遺伝と環境

の相互作用であることを示唆する指標もみら

れる.

なお,本研究は文部省の昭和60年度の科学研究

費補助金(奨励研究A)によってなされたもの

であり,その一部は第42回琉球大学医学会

(1986. 3. 18)及び第51回日本民族衛生学会

総会(1986. ll. 7)において発表した.
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Abstract

48 cases, all nonagenarians (longeval persons over the age of 90) who live in the remote island,

Kume Island in Okinawa Prefecture were questionaire・interviewed to make clear whether or not

hereditary factors are involved in the attainment of longevity. Various indices of longevity were

calculated between male and female cases in each of these groups of family members : fathers,

mothers, brothers, sisters and spouses. The results are as follows :

(1) Mothers and sisters of nonagenarians lived longer than their fathers and brothers, and also

sisters of female cases lived longer than those of male cases. These results suggest that factors

influencing longevity are inherited mainly through the female line. But it is also regarded that sex

difference of life expectancey is reflected in the results.

(2) Of various indices of longevity involved, some indices on family members over the age of 80

showed no statistically significant difference by sex, but those on family members over the age of 90

showed statistically significant difference by sex. Therefore, it is probable that the phenomenon of

longevity appears in life stage over 90.

(3) After birth order analysis of 68 cases including siblings over the age of 90 by the Greenwood-

Yule procedure, birth rate of nonagenarians who early in the order of birth was not different from

that of these later in the order of birth.

(4) Nonagenarians were almost always healthy from their early life by the analysis of their

anamneses.

(5) The above-mentioned results positively suggest that the phenomenon of longevity is influenced

by hereditary factors. But some indices of longevity involved showed that the phenomenon of

longevity was influenced by environmental factors and the number of nonagenarians, especially male

cases, was not sufficient. So further surveys for the above-memtioned results should be made in the

future.


