
カレーの疫学調査 1

カ レ ー の 疫 学 調 査

柴 田 博(東京都老人総合研究所地域保健研1究部長)

1.緒 言

わが国の脳 卒中を初め とする循環器疾 患の発 生

な らびに死亡 率の減少には食生活の変化が大 きく

貢献 した1)。乏 しか った動物性 食品や油脂が増加

し,米 の摂取 量は低下 した。 それに ともない,日

本人の調味料 の使 用に大 きな変化が もた らされ た。

すなわち,食 塩摂取 の減少 と,そ れに ともなうス

パ イスな ど,食 塩以外の調味料の増加 であ るー-。

しか し,残 念 なが ら,食 品の供給 と疾病や寿命

に関するい くつかの論文においても,食 塩をふ く

む調味料は取 り扱われているがスパ イス類は取 り

扱われていない2-5)。そ こで,筆 者 らは,都 市郊

外 に在住の成人お よび中高年 において,ス パ イス

の もっとも普及 した摂取方法 であるカレーラ イス

に関する疫学研究 を計画 した。

図1カ レーライスの摂取頻度(男)

図2カ レーライスの摂取賀渡(女)
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本研究は,カ レーの摂取頻度,カ レーの摂取 に

影響 を与える要因,カ レーの食物摂取 構造におけ

る位置付け,身 体所 見へ の影響 をみる ことを目的

としている。

表1食 品の因 子分析(ハ リマックス回転後)

2.対 象と方 法

対象 は,埼 玉県戸田市 に在住の20歳 以上の男女

3,178名(男1,080,女2,098)で ある。対 象は,

戸田健康管理セ ンターの行 っている成人病検診を

受診す るために,全 市か ら募 ったボランテ ィアで

ある。

対象 は,平 成2年4月 か ら,平 成3年3月 まで

のいずれかの時点で,詳 細 な身体検査 と食生活や

健康行動 に関す る面接調査 を受けた。

食生活 に関 しては,食 品摂取頻度 ならびに各調

味料に関す る嗜好の調査が行われた。

身体検査の内容は身体計 測,血 液成分測定,血

圧測定,胸 部X線,心 電図,眼 底 などで ある。今

回は,と くに,肥 満度,血 圧,動 脈硬化指数(H

DLコ レステ ロール/総 コレステ ロー ル)に 対す

るカレーライスの寄与 を検討 した。 なお,血 圧の

解析は,降 圧剤服用者男122名,女219名 を除 いて

行 った。

用い られた解析 方法 は,因 子分析,多 重分析,

重同帰分析で ある。

3.結 果

図1,2に カレーラ イスの摂取頻度 を示 した。

男女 とも半数以 ヒが 月2～3回 以上食 べている。

男で まった く食 べない群が高齢になるほ ど大 きく

なるが,週1回 以 一ヒの群 も高齢で多い。女では,

若 い群 と高齢 の群 で摂取頻度が高い傾 向にあった。

表1に 食品摂取 の分子分析の結果を示 した。第

1因 子は野菜類 の摂取 の因子 と解釈 された。 第2

因子 は,米 飯,漬 物,味 噌汁の因子負荷量が正 で

大 き く,パ ンの因子 負荷 量は負で大 きく在来 型の

食生活の因子 と解釈 された第3因 子は,肉,油 脂,

カレーライスの因子負荷量が正 で大 き く,近 代型

の食生活の因子 と解釈 された。

表2は,第1,2,3因 子の因子得点 に対す る各

要因の影響 を,年 齢 を共変量 として多重分類分析

でみた ものである。 この表か らわかるように,教

育の高い こと,健 康法を実施 しているこ とはカレ

ー ライスをふ くむ第3因 子の得点 に有意 に寄 与し

て いる。 これは,第2因 子の得点 に対 して と対象

をなしている。

表3は,年 令 を交絡要因 として投 入 した場合の

各因子得点の肥満度(Quetelet'sIndex,体 重/身

長2)に 対す る重回帰 分析の結果で ある。 カレー

をふ くむ軸の第3因 子の得点は,男 のみにマイナ

スに作用 した。

表4は 収 縮期血圧 に関す る重回帰 分析 の結果で

ある。年齢 と肥満度 は血圧 に対する大 きな関連 要

因 なので,こ れ らを投入 した。第3因 子 は男女 と

もマイナ スに作用 し,女 で は有意であった。

表5は 拡張期血圧 に関 する重回帰分析 である。
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表2第1,2,3因 子得点に対する各要因の関連(年 齢を共変量 とする多重分類分析)

表3Quetelet'sIndex(体 重/身 長2)へ の偏 回帰係数 表4収 縮期血圧への偏回帰係数
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表5拡 張期血圧への偏回帰係数

表6動 脈硬化指数(HDL-GTC)へ の偏回帰係数

第3因 子 は,マ イナ スに作用 し,男 女 で有意 であ

った。

表2,3よ り,交 絡 要因 と独立 に,第3因 子 は

血圧 に対 して マイナスに作用するこ とが明 らか と

なった。

表6動 脈硬化 指数(HDLコ レステロール/総

コレステロー ル)に 関す る重回帰分析 の結果 であ

る。第3因 子 は男で は正,女 では負 に作用 し一貫

した結果 が得 られ なか った。

4.考 察

カレーの食品摂取構造 に占める位 置づけの デー

タがない現況 において,筆 者は2つ の相反 する想

定を した。1つ は,カ レーは,肉 や野菜 を総合的

に使用 したスパ イスを用い るので近代的 な食生活

パターンを示す であろうとい うこ とであった。

しかし,カ レーライスはわが国でかな り古 くか

らポ ピュラーになって いる食品であ り6)在来型 の

食生活パ ターン と結 びついてい るか もしれぬ とい

う想定 も存在 した。

本研究の結果 は,カ ーライスは,肉 や油脂 とい

う近代型のパターンの中に位置 し,学 歴 が高いこ

とや健 康法を実施 していることが強 く摂取 を促 し

てい ることがわかった。

身体要因に対 して は,血 圧に対 してマイナスに

作用する ことが示 された。

また,近 代的食生活のパ ター ンはコレステロー

ルに関連 する動脈硬化危険因子を促進 する方向 に

作用するのではないか とも予想 したが,動 脈硬化

指数に対 しては,そ の ような作用はなかった。

以上のように,筆 者の対象においては,カ レー

ライスの摂取 に代表 される食生 活パ ターンは,成

人や中高年に好 ましい影響 を与 えていることが示

された。 しか し,こ の地域 は,中 等度 に都市化 し

た地域 である。 よ り,都 市化 した地域,あ るいは

逆に,も っ と農村的な地域 での追試 が望 まれ ると

ころである。

本研 究はハウス食品工業株式会社研究所の高垣

敦郎氏,喜 多村誠氏の大 きな協 力によ り完成 した。

記 して謝意 を表 す。
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Anepidemiologicalstudyoncurryriceintakein

adultsofasemi-urbanarea.

HiroshiShibata, MedicalDoctor(Director,DepartmentofCommunityHealth.

TokyoMetropolitanInstituteofGerontology)

Frequencyofcurryriceintake,relevantfactorsofit,andtheeffectinhealthstatus

wereinvestigatedin3178(1080men,2098women)residentsaged20yearsandover,ina

semi-urbanarea.

Theresultsobtainedwereasfollows二

1

2.

3.

4.

Morethanhalfofthesubjectsforbothsexesatecurryriceover2-3timesamonth.

Therewasnosignificantdeclineoftheintakewithadvancingage.

FactorAnalysisbasedonfrequenciesinintakesof16fooditemsshowedthatcurry

ricewasinvolvedinafactorpositivelyassociatedwithmeatand,fatandoil.

Thefactorinvolvingcurryricewaspositivelyandsignificantlyassociatedwiththe

higheducationlevelandthepositivehealthbehavior.

Thefactorcontributedtoloweringbloodpressurelevels,butdidnottotheAthero-

scleroticIndex(HDL-C/TC).


