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ヒマラヤ・アンデス高地における標高と高齢者うつ病との関連（石川元直ほか）
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目的：うつ病は高齢者に最も多くみられる精神疾患の一つであり、高齢者の Quality of Life に悪影響
を与えているが、有病率は地域によってばらつきが大きい。アメリカでは高所では自殺率が高く、一
因として低酸素環境とうつ病の関連が指摘されている。しかしヒマラヤやアンデス地域でも同様の傾
向があるかはまだわかっていない。そこで私たちはインド・ラダーク、中国青海省、ペルーの高地在
住の高齢者のうつ病の調査を行うことを目的とする。
対象と方法：私たちは 2009 年 7 月～ 2011 年 7 月にこれらの地を訪問し、本調査に同意が得られた地
域住民を対象にして、インド・ラダーク地方ドムカル村（標高 3800 m）のラダーキー 114 人（平均
年齢 69.2 歳、女性 58.8％）
、チャンタン高原（4500 ～ 4800 m）のラダーキー / チベット人 206 人（平
均年齢 55.1 歳、女性 43.7％）
、中国青海省玉樹（3700 m）のチベット人 173 人（平均年齢 66.5 歳、女
性 61.3％）
、ペルー山間部のプイカ（3600 m）およびチュルカ（3800 m）のアンデス先住民 103 人（平
均年齢 69.0 歳、女性 68.0％）を対象とした。参加者全員に対し、身体診察や血液検査などに加えて、
Patient Health Questionaire-2（PHQ-2）を用いてうつ病のスクリーニングを行った。PHQ-2 の 1 項目以
上が陽性であった住民に対し専門医が半構造化面接を行い、うつ病の有無を診断した。
結果：PHQ-2 の 1 項目以上陽性であったのはドムカル村で 7.0％、チャンタン高原で 5.3％、青海省で
66.5％、プイカで 15.5％であった。これらの住民に対して専門医が面接したところ、DSM-IV の大う
つ病性障害の診断基準を満たしたのは、
それぞれ 2 例（1.8％）
、
4 例（1.9％）
、
4 例（2.3％）
、
3 例（2.9％）
であった。うつ病発症の原因として、他地域と同様、近親者との死別や健康の問題といったライフイ
ベントの存在が挙げられた。
結語：ヒマラヤおよびアンデスの高地在住の高齢者のうつ病有病率はいずれも低く、有病率が低い理
由として宗教、家族・地域の結びつきなどの文化的要因が考えられる。
キーワード：うつ病、低酸素、高齢者、標高、文化

背景

のリスクファクターとして貧困者、女性、慢性身

大うつ病性障害（以下、うつ病）は高齢者に最

体疾患、認知症、無職者、社会的孤独などが明ら

も多くみられる精神疾患の一つであり、高齢者の

かになってきている 4~6）。これまで、高齢者うつ

Quality of Life に悪影響を与え 、身体疾患とあわ

病の有病率に関する報告が多くなされているが、

せて障害の重篤度を増している 2)。さらに、高齢

有病率は 1 ～ 16％とばらつきが大きい 7~13）。うつ

者うつ病は自殺や死亡の予測因子であることも報

病の有病率に関しては、ある程度の長期間、地域

告されており 、その有病率を明らかにすること

全体を対象として調査するのが理想だが、これを

は重要な問題であると考えられる。高齢者うつ病

実施するのは極めて難しく、実際の地域調査では、

1）

3)
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限られた人々を対象として、短期間の有病率を推

3000 ～ 4000 m の河川流域に村落が点在する。住

定したものがほとんどである。さらに、うつ病診

民はおもに農耕と放牧に従事し、私たちの調査に

断には、質問紙表、構造化面接法、一般の精神科

よると人口は村全体で 1326 人、60 歳以上の住民

面接法などの評価方法があるが、どのような方法

は 156 人である。チャンタン高原はラダーク南東

でうつ病を診断したかというのも問題になる。ま

にある標高 4500 ～ 4800 m の高原地帯で、遊牧民

た、アジア地域では欧米に比べて精神症状よりも

が定住地をもたずに広大な放牧地でヤクや羊、山

身体症状の訴えが多く、うつ病の有病率が低いと

羊などの家畜とともにテント生活を営んでいる。

いう報告が多い 14~16）。しかしこれらの違いが、実

スムド、コルゾック、カルナック、リナ・ルプショ

際の有病率の違いによるものなのか、調査方法の

という地域はそのなかでも代表的な放牧地であ

違いによるものなのか、または病像の地域差によ

り、人口は合計 1859 人、40 歳以上の住民は 521

るものなのかはまだ明らかになっていない。

人である。中国青海省の玉樹県は標高 3700m に

高地では強い乾燥、厳しい寒冷、激しい日射・

ある人口 8 万人の古くからの交易都市で、市場に

紫外線といった厳しい自然環境にある。経済的に

は四川省からの野菜や物資が豊富に立ち並ぶ。チ

はほとんどが発展途上国とされ、その国の中でさ

ベット自治区との境界付近に位置し、看板や標識

えも低開発地域とみなされることが多く、また国

はチベット語で表記されており、人口の 97％以

境地域にまたがるため政治的にも不安定な状況に

上をチベット人が占める町である。生態移民政策

おかれている地域もある。不衛生による慢性感染

によって高原の伝統的な生活を失い、市街地へ移

症、やせた土地がもたらす低栄養、電離放射線の

住してきた遊牧民も含まれる。ペルー南部アレキ

影響もありうる。

パ県にあるプイカ（標高 3600 m）とチュルカ（標

アメリカの疫学調査では、標高と自殺率には強

高 3800 m）という村は南アメリカ大陸を南北に

い正の相関があるとの報告が相次いでいるが、年

長く連なるアンデス山脈のほぼ中央に位置し、ア

齢や性別、人種、所得、銃の所持率など、自殺リ

ンデスの最深部の一つとも言える場所にある。大

スクにかかわるさまざまな因子について補正した

半の住民はケチュア人と呼ばれるアンデス先住民

のちも高地ほど自殺率が高く、標高そのものが自

であり、農業やリャマ・アルパカの遊牧を営み、

殺のリスクであると考えられている 17~20）。うつ病
は自殺と密接な関係があるため、うつ病と標高の
関係も指摘されている 19,20）。標高によって、低酸
素血症をはじめ、気圧、メラトニン、薬物動態や
代謝などが変化し、人間の行動や精神状態、自殺

表 1 参加者の背景
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アンデス山脈に居住する人々に対して、うつ病の
有病率を論じた報告はない。今回、私たちはヒマ
ラヤおよびアンデス地域に住む高齢者のうつ病に
関する調査を行い、標高とうつ病の関係、および
有病率の比較や文化によるうつ症状の違いを検討
することを目的とした。
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昔ながらの伝統的な生活をおくっている。プイカ

感度は 79 ～ 100％、特異度は 67 ～ 80％と言われ

村とチュルカ村の人口は合わせて 3368 人、60 歳

ている 29）。GDS は世界各国の言語に翻訳され、そ

以上の住民は 331 人である。ラダーク、青海省、

の有用性が示されているが、本研究の対象となっ

ペルーいずれの地域も、現在でも電気や水道のイ

た地域での有用性はまだ明らかではない。

ンフラが完備されていないところが多い。

参加者全員に対し、PHQ-2 と GDS-15（以下、

私たちは 2009 年 7 月～ 2011 年 7 月にこれら 4

GDS）を行った。PHQ-2 のいずれか、あるいは両

つの地域を訪問し、インド・ラダーク地方ドムカ

方が「はい」であった住民を「うつ病の疑いあり」

ル村（標高 3800 m）のラダーキー 114 人（平均

と判断した。続いて、うつ病の疑いありと判断さ

年齢 69.2 歳、女性 58.8％）
、チャンタン高原（4500

れた住民に対して、専門医が「精神疾患の診断・

～ 4800 m）のラダーキー / チベット人 203 人（平

統 計 マ ニ ュ ア ル 第 4 版 新 訂 版（Diagnostic and

均年齢 55.1 歳、
女性 43.7％）、
中国青海省玉樹
（3700

Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition,

m）のチベット人 173 人（平均年齢 66.5 歳、女性

text revision: DSM-IV-TR30）」を用いた半構造化面

61.3％）
、ペルー山間部のプイカ（3600 m）およ

接を行い、うつ病の有無を診断した。この方法は

びチュルカ（標高 3800 m）のアンデス先住民 103

質問紙表の簡便さと半構造化面接の正確さの両者

人（平均年齢 69.0 歳、
女性 68.0％）を対象とした。

の長所を生かしたデザインである。他にも、参加

いずれも現地スタッフの広報で集まった地域住民

者に対して、病気の既往歴などの健康状態、運動

ボランティアである。本調査に同意の得られた

習慣、喫煙、飲酒、食事などの生活習慣、婚姻状

60 歳以上を対象にしたが、チャンタン高原のみ、

況、学歴などの社会的な状況に関するアンケート

60 歳以上の住民が少なかったため、対象を 40 歳

に加えて、身長、体重、血圧の測定や血液検査を

以上とした。

行った。

方法

家族関係、友人関係、経済状態、生活満足度の 5

主観的 Quality of Life（QOL）の項目は、健康度、

地域住民におけるうつ病の早期発見は重要であ

項目で、それぞれについて自分の現在の状態が最

り、現在、様々なうつ病スクリーニングのための

低の状態（0）～最高の状態（100）で表されてい

質問紙表が開発されている。感度と特異度が同等

る物差しスケール（Visual Analogue Scale）のどこ

であれば、短時間で済む質問紙の方が好まれる 25）。

にあてはまるかを評価 31）した。

The two-item Patient Health Questionnaire（PHQ-2）と
は PHQ の簡易版であり、
「物事に対してほとんど

結果

興味がない、または楽しめない」と「気分が落ち

今回、私たちは PHQ-2 を用いてスクリーニン

込む、憂うつになる、または絶望的な気持ちになる」

グを行い、うつ病の疑いがある住民に対して専門

という 2 つの項目に最近 2 週間どれくらい悩まさ

医が面接した。PHQ-2 の 1 項目以上が陽性であっ

れていますかという質問から成り、非常に感度が

たのはラダーク・ドムカル村で 7.0％、ラダーク・

高いためスクリーニングに有用である 26,27）。

チャンタン高原で 5.3％、青海省で 36.9％、ペルー

高齢者の中には、質問紙表の内容を正確に理解

で 15.5％であった。そのうち、DSM-IV に従って

し、回答するのが困難な人も少なくない。高齢者

半構造化面接でうつ病と診断したのは、ドムカル

に対するうつ病のスクリーニングとしては、the

村で 2 例（1.8％）、チャンタン高原で 4 例（1.9％）、

Geriatric Depression Scale（GDS）が広く用いられて

青海省で 4 例（2.3％）、ペルーで 3 例（2.9％）で

いる。GDS はもともと「はい」か「いいえ」の単

あり、チャンタン高原の 1 例を除いて全例女性で

純な 30 項目の質問からなり、老年期に起こりがち

あった（表 2）
。いずれの地域でも過去にうつ病

な身体的なうつ症状を含まないという特徴がある。

を指摘された住民や、抗うつ薬などの薬物療法を

Sheikh と Yesavage は、30 項目の中から過去の研究

受けている住民はいなかった。また地域間で、う

においてうつ症状と最も相関の高かった 15 項目を

つ病を発症している住民の頻度やうつ病の症状に

選抜して短縮版を作成した（GDS-15）28）。プライ

違いはみられなかった。

マリケアの現場では、高齢者に対して GDS-15 の
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上であった住民の割合は、ドムカル村で 84.2％、

アンケートの項目の一つで、「何をしていると

チャンタン高原で 19.4％、青海省で 66.5％、ペルー

きが最も幸せですか」とチャンタン高原の遊牧民

では 57.4％であった

に質問したところ、自由回答にもかかわらず、遊

うつ病発症の原因として、他地域と同様、近親
者との死別や健康の問題といったライフイベント

牧民の 56％が
「お祈りをしているとき」
と答え、
「家
畜を放牧しているとき」と続いた（図 2）。

の存在が挙げられた。うつ病の診断基準を満たす

ドムカル村は 60 歳以上の住民が 156 人に対し

住民はラダーク、青海省、ペルーともに少数だっ

て、受診者は 114 人、
受診率は 73.1％であった。チャ

たが、高齢で仕事ができなくなったり、子供が自

ンタン高原では 40 歳以上の住民が 521 人に対し

立して自身の存在意義が薄れたりした場合に抑う

て、受診者は 204 人、受診率は 40.0％であった。

つ気分を自覚するケースを多く認めた。

ペルーでは 60 歳以上の住民が 331 に対して、受

表 3 に Visual Analogue Scale 評価による主観的
QOL について示した。いずれの地域も健康状態

診者は 103 人、受診率は 31.1％である。青海省の
受診率は不明である。

や経済満足度は低いが、家族関係の満足度、友人
関係の満足度が高いことがわかる。
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GDS= The Geriatric Depression Scale
PHQ-2㧩The two-item Patient Health Questionnaire,
GDS= The Geriatric Depression Scale

表 3 主観的 QOL
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図 1 GDS の得点分布（％）

図 2 チャンタン高原住民の最も幸せな時間
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今回の私たちの調査でも同様のことが言える。
今回、私たちは地域住民に対して、PHQ-2 でス
また高齢者のうつ病を調べるために GDS を用
クリーニングを行い、陽性であった人に専門医が
いた報告ではカットオフを 5 ～ 8 点にすることが
精神科面接を行った。スクリーニングの簡便さと
多いが、本調査では GDS5 点以上であった住民の
精神科面接の正確さを兼ねそろえた方法である。
割合は、ドムカル村で 84.2％、青海省で 66.5％、
その結果、DSM-IV に従ってうつ病と診断したの
ペルーでは 57.4％と高値であり、カットオフを
は、ドムカル村で 2 例（1.8％）、チャンタン高原
10 点にしてもなおドムカル村では 8.8％、青海省
で 4 例（1.9％）、青海省で 4 例（2.3％）
、ペルー
では 10.4％、ペルーでは 16.8％と高い陽性率と
ߦ߈ߣߥࠎߤޟᐘߖߛߣᗵߓ߹ߔ߆⾰߁ߣޠߦኻߔࠆ⥄↱࿁╵ޕ
で 3 例（2.9％）であり、ラダーク、青海省、ペルー
なった。しかし実際にうつ病の診断にいたったの
といずれの地域でもうつ病を発症していた住民は
はどの地域も少なく、GDS の高い偽陽性率が明
らかとなった。チャンタン高原では GDS の点数
他の地域での報告に比べて少数という結果になっ
た。また地域間で、うつ病を発症している住民の
が有意に低かったが、40 歳以上を対象としたた
頻度やうつ病の症状に違いはみられなかった。
め平均年齢が 55.1 歳と低く、高齢者向けのツー
ルである GDS の使用が適切ではなかったためと
・うつ病のスクリーニングツール
考えられる。GDS は、もともと英語で作られた
前述したように、過去には質問紙表単独でうつ
ものであり、いろいろな言語で有用だと報告があ
症状の有病率を報告したものもあれば、専門医に
るものの、ヒマラヤやアンデスの高所住民を対象
よる構造化面接による正確な調査を行ったものも
にした調査は、報告がない。うつ病のスクリーニ
あり、この調査方法の違いが有病率の差につな
ングツールを非英語圏で使用したときには文化的
がっている可能性がある。今回私どもの検討でも
要因による影響を受けると言われており 32）、これ
PHQ-2 と GDS を用いた質問紙表と、面接による
らの地域で PHQ-2 や GDS を単独でうつ病の有病
検討で抑うつの陽性率は大きく異なり、調査方法
率の調査に使用する際は、本研究で示されたよう
の違いが有病率のバラツキに大きく影響している
に偽陽性が高くなるため注意が必要である。
ことが窺われる。PHQ-2 はうつ病の診断に必須で
ある抑うつ気分と興味の喪失に関する質問である
・標高とうつ病の関係
ため、高齢者では感度 100％、特異度 77％であり
アメリカで標高が高くなるにつれて自殺率が上
スクリーニングに有用であるが、偽陽性が高いた
がる原因には様々な仮説が提唱されているが、自
め、単独ではなく、包括的な診断プロセスの一部
殺とうつ病には密接な関係があるため、標高とう
として使用すべきであると言われている 27）が、
つ病の関連が論じられている 17~19）。

考察
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その仮説を支持する研究に、高所環境を想定した

れている 39）。かつては、診断は西欧文化を基準に

低圧室では気力低下や疲労感が生じ、心理テストで

考えられてきたが、現在 DSM-IV では「診断にあ

は抑うつのスコアが上がるというものがある 33~35）。

たって文化的要素を考慮しなければならない」と

また、磁気共鳴スペクトロスコピー（MRS）のよ

の視点が盛り込まれており、Evans と Mottoram40）

うな神経画像検査により、うつ病とミトコンドリ

は、社会・文化的な違いを無視することは誤った

ア 機 能 異 常 と の 関 連 が 指 摘 さ れ て い る 36,37）。

診断をもたらすおそれがあるため、臨床家は自分

DelMastro らはミトコンドリアの機能異常がある

と異なった人種の患者を診断する際には、その患

人が低酸素環境である高所でうつ病を発症するの

者の文化的背景に基づいて症状を診ることが必要

ではないかと述べている 20）。しかしながらこれら

であると述べている。ほとんどのうつ病患者は、

の研究は低地に住む健康なボランティアを対象と

うつ病の精神症状を身体疾患に起因すると考えて

したものであり、急激に低酸素にさらされた影響

いた。ラダーク、青海省に共通する特徴として、

である可能性があり、長年高地に居住している住

うつ病を絶望や意気消沈と表現することが少な

民にも当てはまるかどうかはまだ明らかではな

く、
「考えすぎる」と表現することが多かった。

い。また、アメリカでの研究は、データベースか

参加者のなかでうつ病について知っている人は皆

らの地域の集計によって標高と自殺率の関係が得

無であり、住民のみならず、地元の医療者もうつ

られたものであり、自殺をした個々の要因につい

病の正しい知識をもっている人は少なかった。

ては考慮されていないため、間違った結論となっ

Lai ら 41,42）は、中国漢民族のコミュニティーでは

ている可能性も指摘されている

うつ病患者は身体症状のみを訴え、精神症状を訴

。

38）

本研究の対象となった住民は、アメリカよりも

えることはほとんどなく、さらに、多くの人がう

遥かに標高が高いところに居住している。標高に

つ病を治癒可能な疾患だとは思っていないと報告

よって自殺率あるいはうつ病の有病率が増加する

しているが、私たちが調べた地域でも同様の傾向

のであれば、その影響は顕著なはずである。しか

があると言える。

しながらうつ病を発症している住民は少数であっ

西欧では近年、家族の結びつき、共同体の結び

た。本研究は自殺に関する検討を行っていないの

つきは薄くなりつつあり、それがうつ病の増加の

で高地における自殺率について推論することはで

一因となっている可能性がある。ヒマラヤ・アン

きないが、少なくとも標高が上がると生理反応で

デス高地では、うつ病を発症していた高齢者に対

うつ病の有病率が増加するという仮説を支持しな

しては、家族だけでなく、コミュニティー全体で

い。ヒマラヤ・アンデス高地は、アメリカとは標

サポートしているという姿が多く見られた。この

高以外にも人種をはじめとして、経済状態、精神

ように、ラダッキやチベット人、アンデス先住民

疾患に対する理解度、家族や近隣の結びつきと

は家族を中心とする結びつきは極めて強く、その

いった社会的サポート、医療費や病院へのアクセ

ような強固な対人ネットワークがうつ病の発生を

スのしやすさなどの医療を取り巻く環境、宗教な

抑えているのかもしれない。

どの文化的要因など、たくさんの違いがある。そ

日本では宗教と医学を論じた報告は少数である

れらすべてを考慮することはできないが、次に文

が、海外では祈りが疾患に与える影響について多

化的要因について検討していきたい。

くの研究がなされている。宗教とうつ病に関する
ものでは、宗教に対する信仰心が深いと気分障害

・うつ病と文化

になりにくいという報告がある 43）。ラダーク・青

うつ病や統合失調症などの主要な DSM-IV カテ

海省での対象者は全員敬虔なチベット仏教信者で

ゴリーが当てはまる病状は先進国だけではなく、

あり、チャンタン高原で「どんなときに幸せだと

途上国を含め世界中で見出させる。精神疾患と文

感じますか」という問いには、過半数が「お祈り

化の問題はあまりにも大きく、そのデータも様々

をしているとき」と回答している（表 2）。チベッ

で統一した見解を示すことは容易ではないが、抑

ト人は仏教に篤く帰依し、カルマ（業）の教義を

うつ気分の表現パターンとうつ症状との関連は人

信じている。カルマの法則によるとこの世の幸も

種や民族によって影響を受けていることが指摘さ

不幸もすべて前世の果とみなされる。そのような
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強い信仰心がうつ病の発症に抑制的に働いた可能

臨床心理学的な見地から、高所における精神科治

性がある。

療と伝統医療との併存について、今後もさらに検

うつ病と診断した住民の中には希死念慮をもつ

討を重ねていきたい。

者もいた。現地の医療スタッフに自殺について問
うと、実数はかなり少数であるが、自殺者はいる

謝辞

とのことであった。チベット仏教では、自殺をす

本研究は総合地球環境学研究所「人の生老病死

ると 500 年間生まれ変わることができないと説か

と高所環境―高地文明における医学生理・生態・

れている。輪廻転生を信じる住民は、この教えが

文化的適応（代表者：奥宮清人）における医学調

自殺に抑止的に働いている可能性がある。

査の一環として行われたものである。本研究にあ
たって現地での調査に多大なる協力をしてくだ

終わりに

さった福井大学の月原敏博氏、愛知県立大学の稲

ヒマラヤ・アンデス高地住民では過酷な高地環

村哲也氏、Ladakh Institute of Prevention の Tsering

境にもかかわらず、うつ病を発症している住民は

Norboo 氏、青海大学の Ri-Li Ge 氏、および調査

少数であった。今回の健診は住民全体を対象とし

を共に行った総合地球環境学研究所の坂本龍太

たものではなく、参加者はボランティアであり、

氏、京都大学の木村友美氏、福富江梨子氏、石本

ランダムに割り付けられたものではない。そのた

恭子氏、陳玟玲氏、今井必生氏、および健診に参

め、うつ病の有病率が少ないと結論付けるには早

加していただいた地域住民に感謝申し上げます。

計であるが、本調査を通して、高齢者の信仰心の
深さや、地域での強固な対人ネットワークがうつ
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Summary
Association between High Altitude and Depression
in the Himalayas and the Andes
Motonao Ishikawa1), Gaku Yamanaka1), Shun Nakajima1), Kuniaki Suwa1),
Akiko Matsuda1), Takashi Nakaoka1), Kiyohito Okumiya2),
Kozo Matsubayashi3), Kuniaki Otsuka1)
1）Department of Medicine, Tokyo Women’s Medical University, Medical Center East, Tokyo
2）Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto
3）Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto
Objective: Depression is one of the most common mental disorders seen in elderly people and it has a negative
impact on their quality of life. Suicide rates in the United States are higher in higher altitude areas, and hypoxia has
been cited as a factor in these higher rates. There may be a significant correlation between rates of depression and
altitude, but little data exist outside the United States. The purpose of the present study is to conduct a survey of
depression among the elderly residing in the Himalayas and the Andes.
Method: We visited Ladakh (altitude 3800-4800m) in India, Qinghai (3700m) in China and Puyca (3600m) in Peru
between July 2009 and July 2011. We recruited 114 farmers from Domkhar in Ladakh (mean age, 69.2 years;
female-male ratio, 58.8%), 206 nomads from Changthang in Ladakh (55.1 years; 43.7%), 173 Tibetan subjects
from Qinghai (66.5 years; 61.3%) and 103 indigenous Andean subjects from Puyca (69.0 years; 68.0%). The twoitem Patient Health Questionnaire (PHQ-2) was administered to the subjects. A psychiatrist interviewed the
residents with a single or double positive score in PHQ-2.
Result: The ratio of subjects with one or more positive score in PHQ-2 was significantly higher in Qinghai than in
other regions. (Domkhar vs. Changthang vs. Qinghai vs. Puyca = 7.0% vs. 5.3% vs. 66.5% vs. 15.5%, P<0.001).
However, prevalence of depression by interview did not change in these regions. (1.8% vs. 1.9% vs. 2.3% vs. 2.9%).
A spouse’s death and health problem were common major causes of depression in these regions. Most of the
depressed persons thought that the mental symptoms of depression were attributable to physical disease.
Conclusion: Despite the high altitude, the prevalence of depression was low in elderly highlander in the Himalayas
and the Andes. These results may relate to being presumed to exist deep devotion to a religion and tight
interpersonal network.
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