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プログラム Program

13:45 開会挨拶
 阿部　啓子（ネスレ栄養科学会議理事長・東京大学特任教授）

13:50 来賓挨拶
 丹下　健（東京大学大学院農学生命科学研究科長・農学部長）

13:55 栄養とエイジング研究
 ファブリツィオ・アリゴニ（ネスレ栄養科学会議理事）

14:15 イントロダクション
 田村　あゆち

14:25 講演１「骨の健康づくりと栄養・運動」
 石見　佳子（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所）

15:20 ネスレ栄養科学会議　2015年度論文賞授賞式

15:30 コーヒーブレイク

16:00 イントロダクション
 田村　あゆち

16:10 講演 2「中高齢者の栄養・食事と生活習慣病の関連性」
 磯　博康（大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座教授）

17:05 まとめ
 加藤　久典 (東京大学総括寄付講座「食と生命」特任教授 )
 田村　あゆち

17:25 閉会挨拶
 中島　昭広（ネスレ栄養科学会議理事）

総合司会　  田村　あゆち Master of ceremony   Ms. Ayuchi Tamura

13:45 Welcome address
 Prof. Keiko Abe (Chairperson of the Board of Nestlé Nutrition Council 
 Japan and Professor at The University of Tokyo)

13:50 Speech by the Guest-of-Honour 
 Prof. Takeshi Tange (Dean of Graduate School of Agriculture and Life Sciences,
 The University of Tokyo) 

13:55 Nutrition and Aging Research
 Dr. Fabrizio Arigoni (Nestlé Research Center Tokyo & Beijing)

14:15 Introduction
 Ms. Ayuchi Tamura

14:25 Lecture 1 “Nutrition and Physical Activity for Bone Health”
 Dr. Yoshiko Ishimi (National Institute of Health and Nutrition, National 
 Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition)

15:20 Nestlé Nutrition Council Japan Award Ceremony for the 2015
 Best Original Paper Award

15:30 Coffee Break

16:00 Introduction
 Ms. Ayuchi Tamura 

16:10 Lecture 2 “Relationships of nutrition and diet with lifestyle-
 related disease in middle-aged and elder Japanese”
 Prof. Hiroyasu Iso (Public Health, Department of Social Medicine, Osaka
 University Graduate School of Medicine)
 
17:05 Wrap-up
 Prof. Hisanori Kato (The Endowed Chair of “Food for Life”, The University 
 of Tokyo)
 Ms. Ayuchi Tamura

17:25 Closing remarks
 Mr. Akihiro Nakajima (Nestlé HealthScience Company)
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ご挨拶 Preface
加藤 久典
東京大学総括プロジェクト機構　総括寄付講座「食と生命」

阿部 啓子
ネスレ栄養科学会議理事長・東京大学　特任教授

ファブリツィオ・アリゴニ
ネスレリサーチセンター東京＆北京

Hisanori Kato
The Endowed Chair of “Food for Life”, Corporate Sponsored Research Program
Organization for Interdisciplinary Research at the University of Tokyo

Keiko Abe
Chairperson of the Board of the Nestlé Nutrition Council Japan
Professor at the University of Tokyo 

Fabrizio Arigoni
Nestlé Research Center Tokyo & Beijing

ける全死亡の 21％は、果物、全粒粉、野菜が不足し、赤身肉、
砂糖入り飲料が過剰であるなど食事由来の危険因子をすべて
有することが原因でした。結論として、食事は、その基本的
な生理機能以上に、いかに高齢者の全体的な生活の質（QOL）
に著しい影響を及ぼすかということを強調した公衆衛生研究
は確実に増加する傾向にあります。このことは、信頼性の高
い健康管理システムの一環として、バランスの取れた栄養価
の高い食生活を促進する国家戦略が不可欠であるという考え
を強く支持しています。

　本日の食と生命のサイエンス・フォーラム「栄養とヘル
シー・エイジング」の目的は、年齢に関連した疾患を予防し
治療する上で、栄養が担うきわめて重要な役割についての関
心を高めることです。つきましては、この分野でご活躍され
ている先生方にテーマに関する展望をご紹介していただきま
す。本フォーラムが参加された皆様にとって関心を持つきっ
かけとなり、この分野のさらなる研究が促進されることを期
待します。また今後、医療従事者の皆様には、健康的なライ
フスタイルを維持する総合的なアプローチの一環として、栄
養に関する考えを取り入れていただく動機づけになればと考
えています。

　今回で 5回目となる本フォーラムは、栄養と健康の関係に
ついて理解を深めることを目的とし、ネスレ日本が後援、東
京大学総括寄付講座「食と生命」、ネスレリサーチ東京、ネス
レ栄養科学会議が共催します。

conclusion, there are growing and solid indications 
form public health studies emphasizing how the 
diet, beyond its basic physiological function, has a 
remarkable impact on the overall quality of life of the 
elderly. This strongly reinforces the idea that national 
strategies promoting a well-balanced nutritious diet 
should be an integral part of a responsible healthcare 
management system.

　The aim of this Food and Life Science symposium 
entitled “Nutrition and Healthy Aging” is to raise 
awareness about the crucial role that nutrition plays in 
preventing and treating age related diseases. For this, 
we have asked key scientists in the field to present 
their most recent work and their perspective on this 
topic. Hopefully, this will trigger interest in the audience 
and promote further research in this fi eld. Eventually, 
we also hope to motivate healthcare professionals to 
integrate nutrition as part of an integrated approach to 
maintaining a healthy lifestyle.

　The seminar is jointly organized by the Endowed 
Chair of “Food for Life” of The University of Tokyo, The 
Nestlé Nutrition Council Japan and Nestlé Research 
Tokyo with the support of Nestlé Japan. It is the fi fth in 
a series of symposia that aim at better understanding 
the relationship between Nutrition and health.

　国連の世界人口展望（World Population Prospects）
2015 年改訂版によれば、60 歳以上の人口は 2050 年まで
に世界全体で 2倍以上になり、このうち 2015 年～ 2050
年までの増加の 66 ％はアジア地域が占めると予測されてい
ます。さらに、世界的に 80歳を超える年齢の人口は 2050
年までに 3倍以上になると推定されています。日本では、
2014 年に人口が約 270,000 人減少したものの、高齢化の
速度は世界のどの国よりも早く、すでに現在 80歳以上の人
口は 1000 万人以上となっています。このような人口動向が
示すのは、すべての高齢化国家における生活の質と医療費に
及ぼす厳しい影響です。こうした予測から、より健康で自立
した高齢者の生活を促進するため、高齢化の影響を軽減する
要因を理解することが重要です。

　この 1990 年～ 2013 年までに 188 ヵ国で実施された世
界疾病負担（Global Burden of Disease）の体系的解析で
は、対象国全体における死亡および障害につながる危険因子
の程度、パターンおよび動向を検討しました。この研究によっ
て、世界中で男女ともに死亡に関連するリスクの上位を占め
ているのは、高血圧、喫煙、肥満度指数の高値、空腹時血糖
の高値であることが示されました。興味深いことに、健康に
もっとも累積的に悪影響をもたらすのは、不健康な食事であ
ると研究は結論付けています。さらに、研究では食事由来の
14種の危険因子の組み合わせが、虚血性心疾患、脳卒中、糖
尿病などを発症させ、世界全体で死亡数が増大することを助
長すると明らかにしています。例えば、2013 年の米国にお

　The 2015 revised UN World Population Prospects 
predicts that globally, the number of persons aged 
60 and above will more than double by 2050 and that 
sixty-six per cent of the increase between 2015 and 
2050 will occur in Asia. In addition, world-wide, the 
number of persons aged 80 or over is projected to 
more than triple by 2050. Japan, with a population 
that dropped by approximately 270,000 people in 
2014, is ageing faster than any other country and has 
already today, more than 10 million people over 80 
years old. The implication of this demographic trend 
has stark implications on the quality of life and cost 
of healthcare in all ageing countries. It is therefore 
important to understand the factors that can mitigate 
the consequences of aging in order to promote a more 
healthy and independent elderly population.

　Recently, a systematic analysis for the Global Burden 
of Disease between 1990 and 2013 was conducted 
in 188 countries examining the extent, pattern, and 
trends of risk factors’ contributions to death and health 
loss across these countries. The study showed that 
the top risks associated with the deaths of both men 
and women around the world are high blood pressure, 
smoking, high body mass index, and high fasting 
plasma glucose. Interestingly, the study concludes 
that the greatest cumulative impact on health comes 
from poor diet. Furthermore, the study revealed that a 
combination of 14 dietary risk factors contribute to the 
highest number of deaths worldwide through diseases 
like ischemic heart disease, stroke, and diabetes. For 
example, in 2013, 21% of all deaths in the US were 
attributed to the full set of dietary risks, including diets 
low in fruit, whole grains, and vegetables, and diets 
high in red meat and sugar-sweetened beverages. In 
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ネスレからのメッセージ Message from Nestlé

to poor health and eventually to a loss of independence
at an earlier age. Today, with nearly half the world’s
populat ion affected by either undernutr i t ion, 
overweight or obesity, obtaining and maintaining an 
optimal health trajectory is a serious global challenge. 
Through our work, we seek to help keep consumers 
close to their maximal potential for physical and mental 
function through nutrition.

Applying our research
　Social trends indicate that the global population is 
aging, and the prevalence of chronic diseases and 
conditions connected to lifestyle are rapidly increasing. 
Estimates also indicate radically increasing health 
costs. In short, healthcare will become an unsustainable 
burden. The onus is on all of us to start preparing for 
the future. Through Nestlé Health Science, the Nestlé 
Institute of Health Sciences and the Nestlé Research 
Center, we’re working to discover applicable, science-
based nutritional solutions that can reduce and 
manage diseases, or improve care for the elderly, in 
the years ahead. By exploring the potential to merge 
nutrition and pharmaceutical sciences, Nestlé is in a 
strong position to develop innovative, personalised and 
effective therapeutic approaches.

For more information about our commitments on 
nutrition, please visit www.nestle.com/csv/nutrition

　Nestlé invests continuously in the innovation and 
renovation of our large portfolio of food and beverage 
products. We seek to enhance taste and nutritional 
value, helping consumers to maintain or achieve their 
maximal potential for physical and mental function. 
For all consumers, our aim is to assist with healthy 
aging, from childhood through to adulthood. While 
recognizing that aging brings physical change, 
conditioned by social and environmental factors, 
we want to help consumers keep on or as close as 
possible to optimal nutrition and health through early, 
mature and late adult stages.

Maintaining optimal health
　To help us achieve our aim, we adopted a conceptual 
framework of healthy aging, fi rst described by Kalache 
and Kickbusch (1997)1 and outlined in the graph 
below. The healthy aging concept is based on the 
assumption that everyone has a maximal potential for 
physical and mental function, shown by the blue line 
on the graph below, with the peak being achieved in 
early adulthood. This peak is followed by a subsequent 
decline, the speed of which is individual. Factors that 
can accelerate the decline are forms of malnutrition 
(in the forms of undernutrit ion, overweight or 
obesity, as defi ned by the World Health Organization), 
environmetal conditions and unhealthy lifestyles. 
Following a lower trajectory makes us more susceptible 

ては早い年齢で自立を失いやすくなります。現在、世界人口
の半数近くが栄養不足か過体重もしくは肥満であるとされて
おり、最適な健康状態の達成と維持は世界規模の深刻な課題
となっています。ネスレは自身の取り組みを通じて、栄養を
介し、消費者の心と身体の機能をできる限りピーク時と同じ
状態に保てるように支援したいと考えています。

ネスレの研究の応用
　社会的な傾向を見ると、世界的に人々の高齢化が進んでお
り、生活習慣に関連する慢性疾患の有病率が急速に上昇して
います。医療費の急激な増加を示す試算もあります。近い将来、
医療費は支えきれない負担となるでしょう。今、将来への備
えを始めることが、私たち全員の責務です。ネスレではネス
レ ヘルスサイエンス、ネスレ インスティテュート オブ ヘル
スサイエンス、ネスレ リサーチセンターを通じ、将来にわたっ
て疾患の低減、対応や高齢者ケアの改善につながる、科学に
基づく実用化可能な栄養ソリューションの発見に取り組んで
います。栄養学と製薬科学の融合の可能性を模索しながら、
ネスレはその優位性を活かして、革新的で、消費者一人ひと
りのニーズに合わせた効果的な治療法を開発しています。

栄養に関するネスレのコミットメントの詳細については、
www.nestle.com/csv/nutrition をご覧ください。

　ネスレは、取り扱っている食品と飲料製品のイノベーショ
ンとリノベーションに、継続的に投資しています。おいしさ
と栄養価の向上に努めることで消費者の心身を健やかに保
ち、心と身体の機能を最大限に高めることができればと願っ
ています。ネスレの目的は、すべての消費者が、幼児期から
成人期になってからも健康的に年を重ねられるように支援す
ることです。社会や環境要因に左右されますが、加齢による
身体的変化を考慮しながら、消費者が成人期の早期・壮年期・
後期を通じて、できる限り最適な栄養と健康状態を維持でき
るように尽力したいと考えています。

最適な健康状態の維持
　ネスレではこの目的を達成するため、健康的な加齢 (ヘル
シー・エイジング）についての概念を取り入れました。この
概念は、1997年にKalache と Kickbusch が初めて提唱した
もので、その概要をグラフ1に示しています。ヘルシー・エ
イジングの概念は、人は皆、心と身体の機能を最大限に高め
られる可能性を持っており、機能の水準（下のグラフの青い線）
は、成人早期にピークに達するという前提に基づいています。
ピークを過ぎるとその後は低下していき、そのペースは人に
よって異なります。低下を加速させる要因には、様々な形態
の栄養不良（世界保健機関の定義による栄養不足、過体重や
肥満）、環境条件、不健康な生活習慣などがあります。この水
準が低い軌跡をたどるほど、健康を損ないやすくなり、ひい

栄養と健康を支援する Supporting nutrition and health　　　　

1 Kalache A, Kickbusch I. 
A global strategy for healthy aging.
World Health, 1997

1 Kalache A, Kickbusch I. 
A global strategy for healthy aging.
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health. The Consumer Affairs Agency of the Japanese 
government has declared isoflavones and MBP as
principle ingredients on the list of Foods for Specifi ed
Health Uses (FOSHU) for the people who are concerned
about bone health. Especially, since isoflavones have 
shown weak estrogenic activity on bone metabolism 
in estrogen defi cient status, the preservation of bone 
mass in postmenopausal women was expected by 
isofl avone intake. Thus, we examined the cooperative 
effects of exercise and soy isoflavones on bone and 
fat metabolism in healthy postmenopausal Japanese 
women [4]. In this symposium, the scientifi c evidence 
focusing on bone health by diet and exercise will be 
discussed.

[1] Osteoporosis prevention, Diagnosis, and Therapy. 
NIH Consensus Statement 2000; 17: 1-36.
[2] Yoshimura N, Muraki S, Oka H. et al. Cohortprofi le: 
Research on Osteoarthritis/Osteoporosis Against 
Disability Study. Int J Epidemiol 39: 988-995, 2010.
[3] Orimo H. et al. Guideline for Prevention and 
Treatment of Osteoporosis 2015 ( in Japanese).
[4] Ishimi Y et al. 22. Association between exercise and 
diet on maintaining bone health in postmenopausal 
women and female athletes. In: Oshima S, Cao ZB, Oka 
K (eds). Physical activity, exercise, sedentary behavior 
and health. Springer, Tokyo,  pp273-290, 2015.
　　　

　Skeletal tissue is formed to up to 20 years of age, 
and the bone mass is maintained until 40 years of 
age, and gradually decreases thereafter. In the case 
of women, the bone mass dramatically decreases 
at menopause at around the 50s and the risk of 
osteoporosis increases. Osteoporosis was defined 
as a skeletal disorder characterized by compromised 
bone strength leading to a predisposition for and 
an increased risk of fracture by the NIH Consensus 
Conference in 2000 [1]. On the basis of this defi nition, 
Yoshimura et al. estimated that the prevalence of 
osteoporosis in Japan will reach 12.8 million in 2010 [2]. 
The prevalence rate increases with age, and particularly 
in women, this rate was higher than that in men 
because of estrogen defi ciencies later in life. In skeletal 
tissues, bone formation and resorption both play a 
role in bone remodeling. In the postmenopausal bone 
tissue, high bone turnover is observed because the 
bone resorption rate is higher than the bone formation 
rate, thereby causing a decrease in bone mass. 
　Bone mass is infl uenced by genetic and environmental 
factors such as mechanical loading, nutrition, and 
lifestyle, besides gender, age, and metabolic factors. 
Among these factors, mechanical loading, i.e. exercise, 
and nutrition seem to be important in maintaining 
bone health, since they are expected to improve
with changes in lifestyle [3]. Thus, the healthy diet 
providing balanced nutrients including calcium, vitamin 
D, vitamin K and protein, regular physical activity, 
not smoking help maintain bone health and delay 
or prevent osteoporosis. On the other hand, some 
functional food ingredients such as soy isoflavones 
and milk basic protein (MBP) may help promote bone

　一方、大豆イソフラボンや乳塩基性たんぱく質等の機
能性食品成分が、骨の健康の維持に関与すると報告され
ている。これらの食品成分は、骨の健康が気になる方の
ための特定保健用食品の関与成分として、国から許可さ
れている。特に、大豆イソフラボンは弱い女性ホルモン
様作用を示すことから、閉経後女性の骨量の維持に役立
つことが期待される。これらのことから、我々は、閉経
後女性の骨代謝に対する大豆イソフラボンと運動の併用
効果について検討した [4]。本シンポジウムでは、骨の
健康維持における食事と運動の重要性について考察す
る。　　　　　

　ヒトの骨量は20歳までに最大に達し、40歳頃まで
この状態が維持され、その後加齢とともに低下する（図
１）。特に女性では、閉経を迎える50歳代に骨量が急
激に低下することから、骨粗鬆症に罹患するリスクが高
まる。骨粗鬆症は、2000年のNIHコンセンサス会議
により “ 骨強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大
しやすくなる骨格疾患 ”と定義された [1]。我が国では、
脆弱性骨折の有無による２つのカテゴリーをもとに、骨
密度測定部位を腰椎または大腿骨近位部として、骨粗鬆
症の診断基準が策定されている。吉村らは、この診断基
準をもとに、腰椎および大腿骨頸部の骨粗鬆症の有病率
（40歳以上）を求め、年齢別人口構成に当てはめてわが
国の骨粗鬆症患者数を推定すると、約1280万人であ
ると推定している（男性300万人、女性980万人）[2]。
また、男女ともに，加齢に伴い有病率が増加する傾向に
あるが、特に、女性は閉経に伴い女性ホルモンの分泌低
下が起こり、これが主な要因となって骨密度の低下、さ
らには骨粗鬆症を誘発する。骨組織においては、常に骨
吸収の後に骨形成が起こることによって再構築されてい
るが（リモデルング）、閉経後女性では、骨吸収を抑え
ていた女性ホルモンが欠乏することで骨吸収が骨形成を
上回り、これにより代謝回転が亢進して骨量が減少する。
　骨量は、性別、年齢、代謝因子の他にも、遺伝及び荷
重、栄養、ライフスタイルといった環境因子にも影響を
受ける。これらの因子の中で、健康な骨を維持するため
に最も重要なのは、日常生活の中で自ら改善することが
できる栄養と運動（荷重）である。すなわち、カルシウ
ムやビタミンＤ、ビタミンＫ、たんぱく質を含むバラン
スの良い健康な食事と運動習慣、そして喫煙しないこと、
過剰な飲酒を避けることが骨の健康を維持し、ひいては
骨粗鬆症の予防につながる [3]。

骨の健康づくりと栄養・運動 Nutrition and physical activity for bone health

■略歴
昭和55年東京理科大学薬学部卒業、昭和大学歯学部生化学助手、
アルバートアインシュタイン大学客員研究員、三菱化学生命科学研
究所博士研究員を経て、平成6年国立健康・栄養研究所食品科学
部主任研究官。平成12年独立行政法人国立健康・栄養研究所食
品保健機能研究系室長、平成21年食品保健機能研究部長、平成
23年‒24年研究企画評価主幹、平成27年国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所食品保健機能
研究部長（統合による改組）、現在に至る。内閣府食品安全委員会
専門委員、日本栄養改善学会理事、日本栄養・食糧学会理事、日
本骨代謝学会、米国骨ミネラル学会等の社会活動に従事。

石見佳子（歯学博士）
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所食品保健機能研究部長

Yoshiko Ishimi, Ph.D.
Chief, Department of Food Function and 
Labeling, National Institute of Health and 
Nutrition, National Institutes Biomedical 
Innovation, Health and Nutrition.

■ CV
Graduated from Pharmaceutical Science, Tokyo 
University of Science, awarded Ph.D. from School of 
Dentistry, Showa University (Dr. Tatsuo Suda). Visiting 
scientist, Albert Einstein College of Medicine, NY in 
1986, Senior Researcher, National Institute of Health 
and Nutrition (NIHN) in 1994, Chief, Dept. of Food 
Function and Labelling, NIHN since 2009.
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図1  年齢と骨量の関係
ヒトの骨量は20歳までに最大骨量に到達し、その後、女性では50歳
前後に閉経により急激に低下します。
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講演２ Lecture 2

be likely to have arteriosclerosis primarily due to 
hypertension. Long-term follow-up studies have shown 
that high dietary intakes of fish/n3 polyunsaturated 
fat, soy/isoflavones, and folate/vitamins B6 and B12 
are protective against coronary heart disease while low 
sodium, high potassium and high vegetable oil (linoleic 
acid) are protective against stroke.
　Japanese diets are highly recognized as healthy 
diets. The strengths are 1) low meat (saturated fat) 
intake leading to the attenuation of an increase in 
blood total cholesterol (LDL-cholesterol), 2) high fish 
intake leading to the attenuation of risk of coronary 
heart disease, and 3) rice/cereals as a staple food 
combined with fresh meat, fish, soy and vegetables 
available during the four seasons which contribute 
to appropriate energy intake and balanced diet. The 
weakness includes high sodium and low dairy calcium 
intakes especially among the middle-ages and elderly, 
leading to the accelerated risk of hypertension and 
stroke. 
　There is a threat of increasing obesity, metabolic 
syndrome and diabetes mellitus through excessive 
energy intake and physical inactivity among the 
younger ages. For the prevention of lifestyle-related 
disease, it would be important to keep a good aspect 
of traditional Japanese diets among the younger ages, 
and to avoid an undesirable aspect of Japanese diet 
among the middle-ages and elderly. 

　A substantial decline in mortality from stroke since 
the 1970s among middle-aged and elder Japanese 
contributed to an elongation of life expectancy leading 
to the highest longevity in the world. The decline in 
stroke mortality was due to the early detection for 
hypertensive persons by cardiovascular screening 
examination, their referral to local physicians for anti-
hypertensive treatment, lifestyle modification (salt 
reduction, increased intakes of fresh vegetables, fish 
and meats) by public health nurses, nutritionists and 
physicians, as well as socioeconomic development. 
However, an attenuated decline in systolic blood 
pressure levels and a slight increase in diastolic blood 
pressure levels along with increased prevalence of 
overweight in recent years have led to the attenuated 
decline in stroke mortality. Moreover, there was an 
increase in the incidence of coronary heart disease 
among middle-aged men due to the long-term 
exposure to active smoking and hypercholesterolemia. 
On the other hand, hypertension without overweight 
contributes to increase the risk of cardiovascular 
disease as much as does the metabolic syndrome, 
and there is the larger attributable proportion of 
cardiovascular disease due to hypertension than 
metabolic syndrome because of its higher prevalence.  
　There are large differences in lifestyles including 
nutrition and diet, cardiovascular risk factors including 
hypertension, and profiles of cardiovascular diseases 
among urban/rural populations, sex and generations, 
and so as are their time trends. From a view point 
of pathology, urban middle-aged men may be likely 
to have atherosclerosis due to dyslipidemia, glucose 
abnormality and smoking, but other populations may 

　日本人の食生活は国際的に高く評価されている。長
所の第一として、欧米に比べて肉（飽和脂肪）の摂取
が少なく、血清総コレステロール（ＬＤＬ - コレステ
ロール）の上昇に抑制的に働く点がある。第二に、魚
の摂取が多いことが挙げられ、特に虚血性心疾患の発
症に抑制的に働く点である。第三に、米、穀類を主食
とし、肉、魚、大豆製品、野菜等を副食とする食形態
と四季折々の多様な食材の流通が、摂取エネルギー、
主要栄養素の構成割合の適正化に貢献している点であ
る。一方、短所としては、特に中高齢者でのナトリウ
ムの摂取過剰や乳製品からのカルシウムの摂取不足が
高血圧や脳卒中のリスクの上昇に働く点である。
　中高齢者の次世代である若年・壮年期の男性を中心
に摂取エネルギーの過剰と運動不足等から、肥満、メ
タボリックシンドローム、糖尿病の増加が懸念されて
いる。若い世代においては伝統的な日本人の食生活の
長所を維持すること、中高齢者では伝統的な食生活の
短所を是正してゆくことが、生活習慣病予防を進める
上で重要である。

　日本人は 1970 年代以降の血圧値低下と中高齢者の
脳卒中死亡率の減少により、平均寿命が大きく延伸し、
世界トップクラスの長寿国となった。健診による高血
圧の早期発見と薬物治療、経済発展や公衆衛生活動に
よる減塩や新鮮な野菜・生鮮食品の摂取増加等の食習
慣の改善がその背景にある。しかしながら、近年、中
年期の男性を中心に最大血圧値の低下の鈍化と肥満に
伴う最小血圧値の上昇傾向への転化が認められ、脳血
管疾患の低下傾向の鈍化につながりつつある。さらに、
大都市の中年期男性において、喫煙、高コレステロー
ル血症等の影響も加わり、虚血性心疾患発症率の増加
傾向が認められている。その一方で、日本人に多くみ
られる肥満を伴わない高血圧はメタボリックシンド
ロームとほぼ同等に循環器疾患リスクを増大させ、か
つその有病率も高いため、循環器疾患のうち高血圧に
よって引き起される割合はメタボリックシンドローム
による割合よりも大きい。
　このように、日本人は過去半世紀に、食習慣等の生
活習慣、高血圧やその他の危険因子のレベル、さらに
は循環器疾患の疾病構造が大きく変化し、その変化の
度合いも都市、農村、性別、世代によって異なり、多
様化している。病理学的観点からも、都市の中年男性
を中心として、脂質異常、糖代謝異常、喫煙を主要因
とする粥状動脈硬化の台頭が推察されるものの、日本
人全体としてはいまだ高血圧を主要因とする小動脈硬
化が主体である。日本人の長期間の追跡調査研究から、
魚・n3系不飽和脂肪酸の摂取、大豆・イソフラボンの
摂取、葉酸・ビタミンＢ 6・Ｂ 12 が虚血性心疾患に
予防的に働くこと、減塩、カリウムの摂取、乳製品・
カルシウムの摂取、植物性油（リノール酸）の摂取が
脳卒中に予防的に働くことが示されている。

中高齢者の栄養・食事と生活習慣病の関連性
Relationships of nutrition and diet with lifestyle-related disease in 
middle-aged and elder Japanese 

■略歴
1982 年筑波大学医学専門学群卒業、筑波大学大学院医学研究科
博士課程修了、米国ミネソタ大学公衆衛生学疫学研究員、大阪成
人病センター集団検診Ｉ部 技術吏員、2002年筑波大学教授を経
て 2005 年より現職。 2007 年～ 2010 年 文部科学省大学院教
育改革支援プログラム実施責任者、1996 年～ 1997 年米国ハー
バード大学医学部客員准教授、また 2010 年より環境省エコチル
調査 大阪ユニットセンター長、2013年より厚生労働省戦略研究 
研究リーダー。研究・社会活動としてWHO生活習慣病対策専門
委員・内閣府新開発食品専門調査会専門委員 ･厚生労働省医師国
家試験委員等多数の活動に従事。

磯　博康
大阪大学大学院医学系研究科
公衆衛生学　教授

Hiroyasu Iso, M.D.
Professor of Public Health, Dep 
Social Medicine, Osaka University 
Graduate School of Medicine

■ CV
Hiroyasu Iso is Professor of Public Health and Former 
Vice Dean of Osaka University Graduate School of 
Medicine.  He graduated from medical school in 1982 
and received PhD in 1986 from University of Tsukuba, 
and MPH in 1988 from University of Minnesota under 
the Fulbright Scholarship. He worked as visiting 
Associate Professor of Medicine in Harvard University in 
1996-1997. His major is epidemiology and prevention of 

lifestyle-related disease and published over 500 original 
articles in this area, and he leads national research 
projects on birth cohorts, genomic cohorts and lifestyle-
related disease epidemiology. He has directed Mater of 
Public Health (MPH) program in Osaka University. He 
serves as the head of trustees for Japan Epidemiological 
Association, and a national representative for the WHO 
informal consultation group of NCD experts.
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ネスレ栄養科学会議について About the Nestlé Nutrition Council Japan
ネスレ栄養科学会議は、日本の栄養科学の発展のため次のような幅広い活動を行っています。

■研究者への支援
栄養科学を中心とする研究者を支援するため、研究助成を公募しています。理事会および学識経験者による厳正
な審査および選考を経て毎年 8件の研究助成を採択しています。

■論文賞
健康な生活に寄与する食品・栄養に関する研究の奨励を目的として、優秀な論文の35歳以下の若手研究者である
著者に論文賞および副賞を贈呈します。

■学術講演会
毎年日本および海外の講師による健康・栄養・ウエルネスに関する様々なテーマで講演会を開催しています。

Nestlé Nutrition Council Japan （NNCJ） promotes nutritional science and the 
communication on scientifi c nutrition and health information.
■Research Grants
NNCJ provides fi nancial support to scientists to pursue research in Nutrition.  A total of eight fellowships are 
given each year following careful selection by the NNCJ board members and by an external review panel. 

■Research Awards
NNCJ grants Best Original Paper Awards to acknowledge signifi cant research contributions to Nutrition 
Science.  After careful selection by an external review panel, up to four awards are attributed annually to 
scientists who are less than 35 years old.

■Scientifi c Meetings
NNCJ organizes scientific meetings and symposia with key scientists from Japan and abroad in 
relevant areas of Public Health and Nutrition.

＜食と生命のサイエンス・フォーラムについて＞
食と生命のサイエンス・フォーラムは、ネスレ栄養科学会議、ネスレリサーチ東京、東京大学総括プロジェクト
機構総括寄付講座「食と生命」によって毎年、栄養と健康の役割について関心を高めることを目的として開催し
ています。

過去のフォーラム一覧
2011 年　コーヒーと糖尿病についての最新知見　
2012年　筋肉の衰えと加齢　～栄養と運動による予防
2013年　脳の認知機能に及ぼす栄養の役割
2014年　子どもの肥満と食育 - 広がる健康対策の成果をたどる

＜役員＞ <Board of Directors>
理事長
阿部 啓子
（東京大学特任教授）

Keiko Abe
Chair of the Board
(Professor
The University of Tokyo)

理事
メラニー・コーリー　
（ネスレ日本株式会社   
コーポレートアフェアーズ
統括部長）

Melanie Kohli
Director
(Executive offi cer, 
Corporate Affairs Group, 
Nestlé Japan Ltd.) 

理事
中島 昭広
（ネスレ日本株式会社ネスレ
ヘルスサイエンスカンパニー 
カンパニープレジデント）

Akihiro Nakajima 
Director
(Country business manager, 
Nestlé HealthScience
Company)

理事
森谷 敏夫
（京都大学大学院教授）

Toshio Moritani
Director
(Professor at Kyoto
University) 

理事
武田 英二
（徳島大学特命教授）

Eiji Takeda 
Director 
(Professor at Tokushima
University)

理事
小川 佳宏
（東京医科歯科大学
大学院教授）

Yoshihiro Ogawa
Director
(Professor at Tokyo Medical 
and Dental University)

副理事長
トーマス・ベック
（ネスレリサーチセンター所長）

Thomas Beck
Vice-chairperson of the Board
(Head of Nestlé Research Center)

理事
ファブリツィオ・アリゴニ
（ネスレリサーチセンター
東京＆北京）

Fabrizio Arigoni
Director
(Head of Nestlé Research 
Center Tokyo & Beijing)

名誉理事
高岡 浩三
（ネスレ日本株式会社
代表取締役社長兼CEO）

Kohzoh Takaoka
Honorary member of the 
Board of Directors
(CEO of Nestlé Japan Ltd.)

<About the “Food for Life” Science Forum>
The “Food for Life” Science Forum is organized by the NNCJ, Nestlé Research Tokyo and the “Food for 
Life” Endowed Chair of the University of Tokyo.  The forum is held annually to raise awareness about the 
role of nutrition and health.

Past topics of the “Food for Life” Science Forum
2011   Coffee Consumption and Prevention of Type II Diabetes
2012   Sarcopenia and Aging ‒ Signifi cance of Nutrition and Exercise
2013 The role of nutrition in stimulating and sustaining cognitive performance
2014 Childhood Obesity ‒ Education and Consequences on Public Health
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NOTES

2014年度研究助成者
Recipients of the 2014 NNCJ Research Grant
Study on the polyphenols that activate autophagy under starved conditions in macrophages: screening and 
molecular mechanisms
（徳島大学大学院医歯薬学研究部　　河合　慶親）
（Yoshichika Kawai, Tokushima University）

Effects of fl avonoids on the sleep-wake cycle in mice
（筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構　　Michael Lazarus）
（Michael Lazarus, University of Tsukuba）

Natural food-based translational approach toward obesity and type 2 diabetes with a particular focus on   
γ-oryzanol, a unique bioactive component of brown rice
（琉球大学大学院医学研究科　　小塚　智沙代）
（Chisayo Kozuka, University of the Ryukyus） 

Malnutrition in elderly Japanese residents living in a rural northern community: a cross-sectional study on the 
infl uence of individual factors and social capital
（北海道大学大学院医学研究科　　鵜川　重和）
（Shigekazu Ukawa, Hokkaido University）

Different sources of amino acids and epigenetic modifications: an integrative study of epidemiology and 
molecular biology
（慶應義塾大学　政策・メディア研究科　　横山　葉子）
（Yoko Yokoyama, Keio University）

Mediation of purinergic neurotransmission of taste by hetero-oligomeric CALHM1 / CALHM3 ion channel
（京都府立医科大学大学院医学研究科　　樽野　陽幸）
（Akiyuki Taruno, Kyoto Prefectural University of Medicine）

Role of sweet taste receptor in the central control of energy hemeostasis
（群馬大学先端科学研究指導者育成ユニット　　河野　大輔）
（Daisuke Kohno, Gunma University）

2015年度論文賞受賞者
Recipients of the 2015 NNCJ Best Original Paper Award

谷澤　薫平（早稲田大学スポーツ科学学術院）
Kumpei Tanisawa, Waseda University
Strong influence of dietary intake and physical activity on body fatness in elderly Japanese men:  
age-associated loss of polygenic resistance against obesity
Journal of the Genes & Nutrition.2014; 9(5):416

滝澤　祥恵（奈良女子大学生活環境学部）
Yoshie Takizawa, Nara Women's University
The 4'-hydroxyl group of resveratrol is functionally important for direct activation of PPARα
Journal of the PLoS One.2015; 10(3): e0120865

今井　絵理（滋賀県立大学人間文化学部）
Eri Imai, University of Shiga Prefecture
Animal protein intake is associated with higher-level functional capacity in elderly adults: the 
Ohasama study
Journal of the American Geriatrics Society.2014; 62:426-434

※ドリンクコーナーにポスターを掲示しています ※Posters are displayed in the lobby.

2015年度論文賞受賞者および2014年度研究助成者
2015 NNCJ Best Original Paper Award and 
2014 NNCJ Research Grant Recipients　　　

■略歴
フリーアナウンサー
オーストラリア、アメリカで10年間を過ごし、米ミシガン大学卒業後帰国。
東京大学大学院医学系研究科修士課程修了。遺伝子研究を経て、98年にフリーアナウンサーに転身。
テレビ・ラジオ出演のほか、理系のバックグラウンドを生かし、健康・医学系のシンポジウム * のコー
ディネーターも務める。
＊『21世紀の食と健康フォーラム』、『腸と健康のフォーラム』、『女性のための漢方セミナー』、『糖尿
病フォーラム』、『メタボリックシンドロームフォーラム』、『アンチエイジングフォーラム』ほか、多数。

■Profi le
Ms.Tamura spent 10 years in Australia and the U.S.A. After graduating from the University 
of Michigan, she returned to Japan and completed the master’s course in human genetics 
at the University of Tokyo Graduate School of Medicine. She became a freelance announcer 
in 1998.  She appears on radio and TV programs, and also serves as a moderator for 
healthcare and medical symposiums, taking advantage of her scientifi c background.

総合司会
Master of ceremony

田村あゆち
Ayuchi TAMURA 




