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　動脈硬化は、虚血性心疾患・脳卒中など生活機能障害を引き起
こす疾患の原因であり、加齢とともに進行する。我が国だけでな
く急速に高齢化が進行中であるアジア諸国にとっても重要課題で
ある。
　通常の社会では、加齢とともに動脈硬化が進行し、血圧も上昇
するが、インドネシア・ニューギニア高地に住む集団では加齢に
よる血圧上昇がみられない（Hypertension Research 2012）。しかし、
地域住民の生活様式に変化が見られ、以前はほとんど摂取してい
なかったとされる塩分摂取量の増加、砂糖の利用により、今後糖
尿病、高血圧などの生活習慣病が増加することが推測され、それ
にともない動脈硬化性疾患の増加が懸念される。
　動脈硬化は、生活習慣と関連があることが明らかになっているが、
動脈硬化の成因については、まだ不明な点が多い。高齢化の進む
アジア諸国において、生活習慣病は大きな問題であり、動脈硬化
の発生機序を明らかにすることで、予防策を講じることができれば、
非常に意義のある研究となる。また本研究は、「生活様式の変化が
進行中である現在」に行うことに意義がある。
　動脈硬化の成因が明らかになることで、今後の予防に寄与する
ことができる。また、本研究は、現地に近いワメナ総合病院長と
の共同研究である。この地域は結核などの感染症が問題であるに
もかかわらず、病院受診せず、若くして死亡する住民も少なくない。
この研究活動をとおして今後地域住民の健康向上が期待できる。
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 The New Guinea highlanders living in Papua, Indonesia was keeping their own life 
style. However, recently immigrants from other islands are increasing, and the glo-
balization seems to reaching this area too. The purpose is to compare their life-style 
change and to investigate their health status change by doing medical health check-
up.

　インドネシア・パプア州（旧イリアンジャヤ）ニューギニア高地住民は、最近ま
で独自の生活様式を堅持して生活してきた。しかし政府の移民政策以降、特に
近年インドネシア他島からの移民が増加し、生活様式が変化しつつある。以前
の生活様式と比較しながら、現在起こっている変化の経過観察を行うことで、健
康との関連について検討する。具体的にはホームステイによる生活様式調査を
行うとともに、医学的住民健診を行う。

研究概要	Outline of Research

 Arterial sclerosis progresses according to ageing. And this causes 
diseases such as ischemic heart disease and stroke which lead to 
functional disability. It is one of serious concerns in Asia where 
rapid ageing is ongoing.
 Usually according to ageing, arterial sclerosis progresses and 
blood pressure increases. But in a society living in New Guinea 
highland, we could not find this blood pressure change (Hyperten-
sion Research 2012). Recently the life-style of this community is 
changing because of the influence of immigrants and of the educa-
tion from Indonesian Government. It is a good time to investigate 
their life-style and their health status, targeting arterial sclerosis in 
particular. To understand the pathogenesis of arterial sclerosis will 
be useful in preventing functional disability of aged people. 
 In addition, one of our research collaborator is the director of a 
hospital in this area. We can contribute to enhance the health of the 
community through this study.
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