平成24年 度 事 業 報 告 書
事 業 報 告
I.調 査・ 研究事業
1.循 環器疾患の予防に関する疫学的研究
1)本 年度は、平成21年 に行 った田主丸住民検診受診者の予後調査を行 った。

2)長 崎県佐世保市宇久町 において住民検診を実施 した。さらに、当検診が11年 目を迎 えるため、これまでの受診者の
発症調査を行 った。

3)研 究成果報告 :学 術雑誌 に 4件 の学術論文を発表 し、国内学会で 5題 、国際学会で 8題 の日演発表を行 った。

Ⅱ.助 成事業

1.第 32回 個人研究助成の実施
第32回 個人研究助成を公募で実施 し、34Zの 応募の中か ら、厳正なる選考を経て、3名 の研究者 に研究費の助成を行 っ
た。また第29回 個人研究助成における各研究者の研究成果報告書を集録 した「研究助成業績報告集」第20集 を発行 した。

2.共 同臨床研究助成の実施
「急性心不全入院患者 における利尿薬の治療効果に関するランダム化比較試験」の研究 に対 し、研究費の助成を行 っ
た。
平成25年 度助成の公募を行 つた。

3.学 術会議助成の実施
平成25年 度助成の公募を行 った。

m.啓 発事業
1.機 関紙の発行
機関紙 「若 さをつ くる」第38号 を発行 した。

2.ホ ームページ
循環器病 に関する情報提供 を行 つた。

3.そ の他
長崎県佐世保市宇久町の依頼に応 え、健康づ くりのための「循環器疾患予防教室」 で講演を行つた (平 成24年 7月 13
日実施)。 また、浮羽医師会学術講演会において、 これまでの50年 に及ぶ田主丸疫学調査の成績を報告 した (平 成24年
12月 10日 実施)。

「平成24年 度第39回 大分県心臓病児療育キャンプ」の後援を行 った。

事業報告概要
I.調 査・ 研究事業
1.循環器疾患の予防に関する疫学的研究
1)田 主丸住民検診の実施
平成24年 度は、平成21年 に行った住民検診の未受診者に対する予後調査を行った。平成21年 度 の田主丸町、川会、
柴刈、竹野地区での住民検診では、411歳 以上の男女1:943名 が受診 した。平成11年 度 に行 った同地区での住民検診受
診者1,920名 の うち、平成21年 度の検診を受けなかった住民に対 し予後調査を行い、情報収集を行つた。主 に病院調
査を行い死因の特定を継続 した。さらに近医入院者、不明者な どは、研究員が何度 も現地調査を行い、病院調査、家
族、各地区の区長などの情報を元 に絞 り込みを行 った。御協力頂いた浮羽・ 田主丸医師会、日主丸総合支所保健福祉
課、地元区長さんの御協力に感謝 したい。

2)宇 久町住民検診の実施
平成24年 度も佐世保市宇久町で検診を実施 した。例年通 り 7月 13日 から15日 まで 2泊 3日 の短期検診であるが、男
性104名 、女性135名 、合計239名 と昨年以上 の受診者が来 られ、心電図、心臓超音波エコー図、頚動脈エコーな ど循
環器系の検査を中心 とした検診を行 った。 これで、平成14年 か ら開始された本検診 も11年 目を迎え、延べ2,327名 が
受診 したことになる。

3)研究成果報告
本年度は、田主丸研究のデー タから、Hepat∝Ⅲe grOWth factor(HGF)高 値者は、将来、インスリン抵抗性に
進展する ことを塚川絵理 らが報告 し、Clinical Endocrinologyに 掲載 された ETSukagawa E,et al.Independent
association of development of insulin resistance in a 10‐ year prospective study. Clinical Endocrinology
(in press)]。

1(ET‐ 1)を 測定 した1,440名 を追跡 し、255名 の死亡 者 に対 し、ET‑1
また、横井加奈子 は、1999年 にエ ン ドセ リンー
が高値 であ るほ ど死亡率 が高 く、特 にその値 が5,9pg/mlを 超 える と死亡率 が有意 に増加す る ことを報告 した
(Yokoi K,et al.Plasma endothelin‐ 1 lovel is a predictor of 10,year mottdity in a general population:

THE TANUSHIMARU STUDY.Cirdation Journa1 2012,76:2779‑2784)。
緒方絹歌 らは、日主丸町の1999年 の受診者 を10年 間追跡 した結果および宇久町の211112年 から10年 間追跡 した死亡の
デ ー タを用 い て、 新 た に 開発 した コ ン ピュー ター モ デル で あ る supervised statistical pattem recognitton

(SSPR)を 用いて、動脈硬化関連 の 6因 子を用いて全死亡の予測 を可能に した (Ogata K,Adachi H,et al.New
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さらに吉川邦子 らは、1982年 の田主丸検診で測定 した N― acetyl‑3‑D― Glucosaminidase(NAG)活 性が高値であ る
ほど、28年 間の死亡率が高 く、血清 NAG活 性を高低順に 4分 割 した場合、最も高い血清 NAG(≧ 14.01U/L)は 、
最 も低 い血 清 NAG活 性 と比較 した場合、様 々な交絡因子 で補正後 も総死亡 とは有意なハザー ド比 1.35(95 I,
1.02‐

1.8Dを 認めた

(」

ou―l

of American Geriatric Society.2013,61:467‑468)。

学会発表 も積極的に行った。国内学会 では、第77回 日本循環器学会総会学術集会 (横 浜、2013)で 2題 、第35回 日
本高血圧学会学術集会 (名 古屋、2012)で 2題 、第48回 日本循環器病予防学会 (東 京、2012)で 1題 発表 した。第35
回日本高血圧学会学術集会 では、足達が「特別企画 2:高 血圧の新規発症を予測す る」でシンポジス トを務め、平丼
も「疫学研究で得 られたエビデンスの コンセンサスを検証する :加 齢 と血圧上昇」でシンポジス トを務めた。
国際学会では、第22回 ヨーロツパ高血圧心臓病予防会議で、3題 発表 (Enomoto,Yoshimura,Obuchi:London)、
アジア国際脳卒 中会議 で 2題 発表 (Obuchi,Adachi,Tokyo)、 さ らに第 85回 の AHAで Enomoto,Fukami,

Tsukagawaが 3題 発表 した ILos Angeles,USA)。
このよ うに、論文のみならず、国内、国外の学会で幅広 く活動 している。

I.助 成 事 業
1。

第32回 個人研究助成の実施
循環器疾患の予防および治療に関する基礎的ならびに臨床的研究で独創的研究に取 り組んでいる全国の40歳 未満の若

手研究者に対する研究助成 として総額300万 円を計上 し、研究費の助成を実施 した。
第32回 個人研究助成は、34名 の応募の中から次の 3名 の研究課題が選 ばれ各 100F円 の研究助成金が贈呈された。

第32回 (平 成24年 度)木 村記念循環器財団研究助成者
(五 十音順・ 敬称略 )
研

究

課

氏

題

所

名

属

慢性腎不全の血管石灰化 と内皮機能異常の共通制御 の機構解明
と治療標的分子の同定

梶本

英美

久留米大学循環器病研究所
助教

心血管リモデリングにおけるプリン作動性 P2Y6受 容体の役割
解析

西田

基宏

九州大学大学院薬学研究院
創薬育薬産学官連携分野
准教授

iPS細 胞による遺伝性 QT延 長症候群の解析

湯浅 慎介

慶應義塾大学 医学部
総合医科学研究セ ンター
特任講師

当財団の第29回 個人研究助成における各研究者の研究成果報告書を集録 した「研究助成業績報告集」第20集 (平 成25
年 2月 14日 発行)を 発行 し、国立国会図書館、医科系大学図書館および関係研究機関等に配布 した。

2.共 同臨床研究助成の実施
1)「 急性心不全入院患者 における利尿薬の治療効果 に関するランダム化比較試験」の研究 (研 究代表者 :安 藤 真一
九州大学睡眠時無呼吸センター長特任教授、福岡県済生会二 日市病院顧間)に 対 し、助成金855万 円を交付 した。

2)平 成25年 度助成の公募を行ったが、応募は 0件 であつた。
3.学 術会議助成の実施
1)助 成金の交付は行わなかった。

2)平 成25年 度助成の公募を行 ったが、応募は 0件 であつた。
Ⅲ.啓

発

事

業

1.機 関紙の発行
機関紙「若さをつくる」第38号

(平 成25年

3月 1日 発行)を 発行し、関係各機関および一般の方々に配布した。

2.ホ ームベージ
Web上 で財団の活動を広く周知するとともに、循環器病 に関する情報提供を行った。
平成24年 4月 1日 から平成25年 3月 31日 までのアクセス数は2,395件 、月平均199件 であった。
ホームページアドレスは、http://WWW・ kimura‐ kinenocom/

3。

その他

1)謝

の派遣

①循環器疾患予防教室

平成24年 7月 13日

佐世保市宇久町・ 保健福祉センター

測餞病の予 防について」
「′
足 達

寿

長崎県佐世保市宇久町において、検診前夜に これまでの検診結果の説明や心臓病 の予防に関する講演を行 つた。
②浮羽医師会学術講演会

平成24年 12月 10日

うきは市 。浮羽医師会館

「心筋梗塞死亡は増加 しているか ?― 疫学的検討 ―」
足 達

寿

浮羽医師会学術講演会 に出席 し、これまでの50● に及ぶ田主丸疫学調査 の成績を報告 した。

2)心 臓疾患児童療育キャンプの後援
心臓疾患児童を対象 に、患児の心臓疾患 に対する運動能力を調査 し、生活管理に役立てるための教育指導を目的 と
し、さらに同時に実施されるレクレーションが患児や父母の交流の場 として企画され、平成Z年 10月 21日 、大分マ リー
・ 高崎山自然動物園「おきる館」 (大 分県大分市)に おいて開催された「平成24年 度第
ンパ レス水族館「 うみたまご」
39回 大分県心臓病児療育キャンプ」開催に際 し後援 した。

