
なっていると思います。
　あと、手術ができない方については、
今、ゲムシタビンという抗がん剤と重
粒子線を同時に行うというのを膵臓が
んで行っていまして、これだと２年の
生存率が約６割になっています。この
２年の生存率６割というのも、実は従
来のものに比べると倍ぐらいになって

いるのです。ただし、５年生存という
ことになるとちょっとパワー不足とい
う状況で、これを何とかもう少し上げ
たいと臨床試験を始めようとしている
ところです。
　池脇　また数年後に進歩をお聞かせ
ください。どうもありがとうございま
した。

国立環境研究所主任研究員
谷　口　　優

（聞き手　池田志斈）

　歩幅と認知症の関係についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

歩幅と認知症

　池田　谷口先生、歩幅と認知症の関
係について質問が来ているのですが、
こういった研究はいつ頃から進められ
ているのでしょうか。
　谷口　2000年代に高齢者の健康指標
の中で、身体機能と認知機能の関係性
を明らかにする研究が盛んに行われて
きました。老年医学の世界では一般的
になりましたが、ヒトの健康をみる上
で、いわゆる疾病のありなしではなく
て、心身の機能を段階的に評価するよ
うになっています。
　当初、何がわかっていたかというと、
身体機能の中で握力やバランス能力、
歩く能力が、高齢者のその後の健康状
態を予測する上でかなり使えるのでは
ないかということでした。今では歩行
能力が、フレイルやサルコペニアの基
準として広く使われています。
　体の機能、特に足腰の機能が落ちて

くると、転倒しやすい、入院しやすい、
要介護になりやすい、さらには死亡し
やすいこともわかってきました。つま
り、歩行速度は転倒だけではなく、将
来の大きな健康事象も予測することが
わかってきました。
　また、歩行速度がほかにも多くの健
康指標に影響しているということがわ
かってきました。2005年頃、身体機能
は認知機能とも関係しているといわれ
てきたのです。
　池田　例えば、歩くスピードが遅い、
歩幅が狭いことと認知機能の低下と、
どちらが先だとか、そういうのはある
のでしょうか。
　谷口　身体機能と認知機能の横断的
な関係が報告されてきました。つまり、
身体機能が落ちている人はすでに認知
機能も落ちていることがわかってきた
のです。その後、縦断的な研究が行わ
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ぐらい影響力を持っていたかを調べた
結果、身体機能、特に歩行速度が低下
していると、その後の認知機能の低下
が起こりやすいことが明らかになりま
した。また、歩行速度の中で歩幅がす
ごく重要であることがわかってきたの
です。
　逆に、認知機能が低下していた方々
の中で、その後、身体機能が落ちると
いうことに明確な関係性はみられませ
んでした。身体機能が先に落ちてきて、
認知機能があとで落ちてくることが、
この研究でわかったことです。
　池田　その参加された方々は、男女
も、それから身長の高い人、低い人な
ど、歩幅もばらばらだと思うのですが、
どのように線引きされたのですか。
　谷口　歩幅は、身長や体格、それか
ら目の見え方や耳の聴こえ方、バラン

ス能力などいろいろなことが影響して
きます。当然、膝が痛い方や腰が曲が
っている方は歩幅は狭くなりがちです。
いろいろな要素がある中で、研究成果
をどういうかたちで一般の方々に届け
るか考えたときに、身長のみで補整し
た値で歩幅を出すということは、避け
るべきだと考え、単純に歩幅の数値を
用いました。
　歩幅を狭い人から広い人まで並べま
す。一番狭い人は一番下、一番広い人
が一番上に来るように並べた上で、下
から33％、真ん中33％、上から33％で
区切ると３グループに分けることがで
きます。歩幅が広い群、普通の群、狭
い群という分類をしました。
　池田　４年間経過を見られて、認知
機能の低下と相関があったのでしょう
か。

図２　血清アルブミン値と認知機能低下のリスク

Yu Taniguchi, et al. The Journals of Gerontology Medical Science 2014.

れ、どちらが先に起こっているかが議
論され始めました。身体機能が落ち、
その後に認知機能が落ちてくるという
研究もあれば、逆に認知機能が落ち、
その後身体機能も落ちてくるという研
究成果もあるのです。私はこのどちら
が先なのかにすごく興味がありまして、
今回の研究をするという着想に至りま
した。
　池田　具体的にはどのように研究さ
れたのでしょうか。

　谷口　心身機能が健常な集団の方々
を対象とした疫学調査を行いました。
東京都健康長寿医療センターの研究に
協力いただいた一般高齢者の方々の中
で、身体機能も認知機能も正常だった
方々を抽出しました。その後、４年間
の観察期間を置いて認知機能が落ちた
か、落ちなかったかを調べました。観
察期間中に認知機能が落ちた方は約16
％でした。その認知機能が落ちたとい
うイベントに対して、身体機能がどれ

図１　認知機能低下発生のリスク

Yu Taniguchi, et al. Journal of Gerontology 2012.

ベースライン時点の年齢、性別、教育年数、調査地域、同居家族の有無、
高脂血症の既往歴、身長、赤血球数、総コレステロール値、クレアチニン値、
アルブミン値、MMSE得点、追跡年数を調整。
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ぐらい影響力を持っていたかを調べた
結果、身体機能、特に歩行速度が低下
していると、その後の認知機能の低下
が起こりやすいことが明らかになりま
した。また、歩行速度の中で歩幅がす
ごく重要であることがわかってきたの
です。
　逆に、認知機能が低下していた方々
の中で、その後、身体機能が落ちると
いうことに明確な関係性はみられませ
んでした。身体機能が先に落ちてきて、
認知機能があとで落ちてくることが、
この研究でわかったことです。
　池田　その参加された方々は、男女
も、それから身長の高い人、低い人な
ど、歩幅もばらばらだと思うのですが、
どのように線引きされたのですか。
　谷口　歩幅は、身長や体格、それか
ら目の見え方や耳の聴こえ方、バラン

ス能力などいろいろなことが影響して
きます。当然、膝が痛い方や腰が曲が
っている方は歩幅は狭くなりがちです。
いろいろな要素がある中で、研究成果
をどういうかたちで一般の方々に届け
るか考えたときに、身長のみで補整し
た値で歩幅を出すということは、避け
るべきだと考え、単純に歩幅の数値を
用いました。
　歩幅を狭い人から広い人まで並べま
す。一番狭い人は一番下、一番広い人
が一番上に来るように並べた上で、下
から33％、真ん中33％、上から33％で
区切ると３グループに分けることがで
きます。歩幅が広い群、普通の群、狭
い群という分類をしました。
　池田　４年間経過を見られて、認知
機能の低下と相関があったのでしょう
か。

図２　血清アルブミン値と認知機能低下のリスク

Yu Taniguchi, et al. The Journals of Gerontology Medical Science 2014.

れ、どちらが先に起こっているかが議
論され始めました。身体機能が落ち、
その後に認知機能が落ちてくるという
研究もあれば、逆に認知機能が落ち、
その後身体機能も落ちてくるという研
究成果もあるのです。私はこのどちら
が先なのかにすごく興味がありまして、
今回の研究をするという着想に至りま
した。
　池田　具体的にはどのように研究さ
れたのでしょうか。

　谷口　心身機能が健常な集団の方々
を対象とした疫学調査を行いました。
東京都健康長寿医療センターの研究に
協力いただいた一般高齢者の方々の中
で、身体機能も認知機能も正常だった
方々を抽出しました。その後、４年間
の観察期間を置いて認知機能が落ちた
か、落ちなかったかを調べました。観
察期間中に認知機能が落ちた方は約16
％でした。その認知機能が落ちたとい
うイベントに対して、身体機能がどれ

図１　認知機能低下発生のリスク

Yu Taniguchi, et al. Journal of Gerontology 2012.

ベースライン時点の年齢、性別、教育年数、調査地域、同居家族の有無、
高脂血症の既往歴、身長、赤血球数、総コレステロール値、クレアチニン値、
アルブミン値、MMSE得点、追跡年数を調整。
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して十分に期待できます。脳の活性化
には歩幅以外にも方法は当然あると思
いますが、歩幅のコントロールは実践
しやすい方法だと思います。
　池田　歩幅の調整がうまくできたと
きに、歩幅というのは広がっていくも
のなのでしょうか。
　谷口　歩幅は意識するとかなり広が
ります。しかし、歩幅が狭くなってい
る原因、ここで申し上げたのは脳の原
因ですが、ほかにも筋肉の問題や膝の
関節の問題などもありますので、誰で
もすぐに広がるとはなかなか言い切れ
ないところもあります。ただ、加齢と
ともに徐々に歩幅が狭くなってきてい
る方に関しては、歩幅はコントロール
できます。意識して歩くことだけでも
十分広がりますし、正しい姿勢で歩く、
正しい靴を履くなど、いろいろな方法
で歩幅は広がります。
　「歩幅を広げましょう」と言われる
と、歩き方が変になることがあります。
歩幅を意識するあまり、バランスを崩
すということはよくあります。そこで、
腕の振りを使って、腕で歩幅を誘導す
ると効果的です。
　「腕を振りましょう」と言うことで
効果的に指導ができるかというと、こ
れもまた難しい問題があります。「腕
振りましょう」と言うと、前方に大き

く振る動作になってしまいます。前方
に腕を大きく振ると体が曲がってしま
い、体が大きく揺れます。こうなると
歩幅は安定しません。なので、「腕を
後ろに振ってくださいね」という指導
をします。特に、肘から腕を後ろに振
るように誘導すると歩幅が10％程度広
がります。
　池田　そこがポイントですね。
　谷口　はい。
　池田　今後は、先生が集められたデ
ータと、そういう指導された方のフォ
ローアップを続けていくのでしょうか。
　谷口　そうですね。一つは実践的に
歩幅を広げることによって、認知機能
が変わるのか、そして本当に認知症に
ならないのかを見ていくことがリサー
チクエスチョンです。もう一つは、ど
の脳の部位が歩幅のコントロールを大
きくつかさどっているのかを解明する
ことなども残されている課題だと思い
ます。そういうことがわかれば、より
効果的に脳に対して刺激を与えること
で、認知症や認知機能低下を遅らせる
ことができるかもしれません。脳と運
動機能の間にあるメカニズムを解明す
ることも大きなリサーチクエスチョン
です。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　谷口　歩幅が広い人に比べて、歩幅
が狭い人の認知機能低下を発症するリ
スクの比は3.39倍でした。
　池田　すごいですね。
　谷口　ちなみに、普通の人でも1.22
倍ということで、２割ぐらい高くなる
のですが、狭い人の場合はこれが３倍
以上ということで、かなり大きなリス
クの比の開きになります。
　池田　３倍というのはすごいですよ
ね。
　谷口　そうですね。その後、血液検
査のいろいろな指標で同様の研究をし
ましたが、白血球やアルブミン、ヘモ
グロビンといった血液検査のデータを
用いてリスクの比を計算しても、３倍
まで開くことはありませんでした。
　池田　本当に強い相関なのですね。
単純に考えて、どうしてこれがリスク
になるのかはわかっているのでしょう
か。
　谷口　リスク比の3.39倍の開きとい
うのは、単純に歩幅の影響だけを調べ
たのではなく、いろいろな要因の影響
を調整しています。統計学的に調整を
行うのですが、もちろん性別や体格、
栄養状態やもともとの認知機能などを
調整しても、これぐらい開きがあると
いうことです。男性でも女性でも、身
長が高い人でも低い人でも、おしなべ
て歩幅が狭いとリスクが高いというこ
となのです。
　最近、脳画像検査の技術が発展し、

研究にもかなり応用されるようになっ
てきました。脳の病理学的な所見と歩
行の様子との関係が徐々に明らかにな
ってきているのです。脳の中でも、脳
の前頭領域や運動野の大きさ、それ以
外にも脳の血流が落ちてくると歩行速
度が遅くなり歩幅が狭くなることがわ
かってきました。つまり、歩幅が狭く
なる原因は脳の状態であるということ
です。
　池田　脳の状態が歩幅に反映されて
いるのですね。
　谷口　そうなのです。もともと正常
であった脳に徐々に変化が起こってく
る。その段階で、歩幅に兆候が出てく
る。その後、数年間で認知機能検査で
異常が検出できるようになるのです。
　池田　歩幅が狭くなった人が認知症
になりやすいことがわかっていると、
家族も含めて、歩幅を制御することに
よって認知症を遅らせるとか、少しで
もリカバーするとか、そういうことは
あるのでしょうか。
　谷口　認知症の場合は、一度診断が
つく水準になった方は、残念ながら歩
幅でそれを改善することは少し難しい
と思います。しかし、認知症の前の段
階、つまりMCIや認知機能の低下が起
こっている段階で、まだまだ十分に機
能の改善が見込めます。この段階の
方々に対して、歩幅をコントロールす
ることによって脳を活性化するという
考え方は、認知症予防の一つの方法と
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して十分に期待できます。脳の活性化
には歩幅以外にも方法は当然あると思
いますが、歩幅のコントロールは実践
しやすい方法だと思います。
　池田　歩幅の調整がうまくできたと
きに、歩幅というのは広がっていくも
のなのでしょうか。
　谷口　歩幅は意識するとかなり広が
ります。しかし、歩幅が狭くなってい
る原因、ここで申し上げたのは脳の原
因ですが、ほかにも筋肉の問題や膝の
関節の問題などもありますので、誰で
もすぐに広がるとはなかなか言い切れ
ないところもあります。ただ、加齢と
ともに徐々に歩幅が狭くなってきてい
る方に関しては、歩幅はコントロール
できます。意識して歩くことだけでも
十分広がりますし、正しい姿勢で歩く、
正しい靴を履くなど、いろいろな方法
で歩幅は広がります。
　「歩幅を広げましょう」と言われる
と、歩き方が変になることがあります。
歩幅を意識するあまり、バランスを崩
すということはよくあります。そこで、
腕の振りを使って、腕で歩幅を誘導す
ると効果的です。
　「腕を振りましょう」と言うことで
効果的に指導ができるかというと、こ
れもまた難しい問題があります。「腕
振りましょう」と言うと、前方に大き

く振る動作になってしまいます。前方
に腕を大きく振ると体が曲がってしま
い、体が大きく揺れます。こうなると
歩幅は安定しません。なので、「腕を
後ろに振ってくださいね」という指導
をします。特に、肘から腕を後ろに振
るように誘導すると歩幅が10％程度広
がります。
　池田　そこがポイントですね。
　谷口　はい。
　池田　今後は、先生が集められたデ
ータと、そういう指導された方のフォ
ローアップを続けていくのでしょうか。
　谷口　そうですね。一つは実践的に
歩幅を広げることによって、認知機能
が変わるのか、そして本当に認知症に
ならないのかを見ていくことがリサー
チクエスチョンです。もう一つは、ど
の脳の部位が歩幅のコントロールを大
きくつかさどっているのかを解明する
ことなども残されている課題だと思い
ます。そういうことがわかれば、より
効果的に脳に対して刺激を与えること
で、認知症や認知機能低下を遅らせる
ことができるかもしれません。脳と運
動機能の間にあるメカニズムを解明す
ることも大きなリサーチクエスチョン
です。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　谷口　歩幅が広い人に比べて、歩幅
が狭い人の認知機能低下を発症するリ
スクの比は3.39倍でした。
　池田　すごいですね。
　谷口　ちなみに、普通の人でも1.22
倍ということで、２割ぐらい高くなる
のですが、狭い人の場合はこれが３倍
以上ということで、かなり大きなリス
クの比の開きになります。
　池田　３倍というのはすごいですよ
ね。
　谷口　そうですね。その後、血液検
査のいろいろな指標で同様の研究をし
ましたが、白血球やアルブミン、ヘモ
グロビンといった血液検査のデータを
用いてリスクの比を計算しても、３倍
まで開くことはありませんでした。
　池田　本当に強い相関なのですね。
単純に考えて、どうしてこれがリスク
になるのかはわかっているのでしょう
か。
　谷口　リスク比の3.39倍の開きとい
うのは、単純に歩幅の影響だけを調べ
たのではなく、いろいろな要因の影響
を調整しています。統計学的に調整を
行うのですが、もちろん性別や体格、
栄養状態やもともとの認知機能などを
調整しても、これぐらい開きがあると
いうことです。男性でも女性でも、身
長が高い人でも低い人でも、おしなべ
て歩幅が狭いとリスクが高いというこ
となのです。
　最近、脳画像検査の技術が発展し、

研究にもかなり応用されるようになっ
てきました。脳の病理学的な所見と歩
行の様子との関係が徐々に明らかにな
ってきているのです。脳の中でも、脳
の前頭領域や運動野の大きさ、それ以
外にも脳の血流が落ちてくると歩行速
度が遅くなり歩幅が狭くなることがわ
かってきました。つまり、歩幅が狭く
なる原因は脳の状態であるということ
です。
　池田　脳の状態が歩幅に反映されて
いるのですね。
　谷口　そうなのです。もともと正常
であった脳に徐々に変化が起こってく
る。その段階で、歩幅に兆候が出てく
る。その後、数年間で認知機能検査で
異常が検出できるようになるのです。
　池田　歩幅が狭くなった人が認知症
になりやすいことがわかっていると、
家族も含めて、歩幅を制御することに
よって認知症を遅らせるとか、少しで
もリカバーするとか、そういうことは
あるのでしょうか。
　谷口　認知症の場合は、一度診断が
つく水準になった方は、残念ながら歩
幅でそれを改善することは少し難しい
と思います。しかし、認知症の前の段
階、つまりMCIや認知機能の低下が起
こっている段階で、まだまだ十分に機
能の改善が見込めます。この段階の
方々に対して、歩幅をコントロールす
ることによって脳を活性化するという
考え方は、認知症予防の一つの方法と
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