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緒　　　　言

　高齢者における抑うつは、それ自身が問題とな
るだけでなくその他の身体的・認知的な健康問題
につながる可能性のある深刻な公衆衛生上の課題
である1）。高齢者の抑うつ予防に有効な可能性が
ある介入方法の 1つが社会参加だ。スポーツ組織
で活動するなどの社会参加を促すことで、社会的
ネットワークの拡大、社会的サポートへのアクセ
ス向上、生きがいの獲得などを通して心理的なス
トレスが軽減することが期待される。これまで社
会参加と抑うつの関連を検討した研究は多くある

が、どれも一時点で測定された社会参加を曝露因
子として扱っている。このような分析では「一時
点でのみ社会参加に介入して、その後参加しなく
なっても直接の介入はしなかった場合の効果」を
推定していることになる。しかし、特に高齢者で
は積極的に社会参加の継続を促すような介入をし
なければ、加齢のために次第に社会参加はしなく
なってしまう2）。このとき「一時点での介入」の
効果は「社会参加を継続させる介入」の効果に比
べて著しく小さく推定されてしまうため、本来の
社会参加の保護的な効果を過小に評価してしまう
おそれがある8）。しかし、「社会参加を継続させ
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運動するから抑うつが減るのか、抑うつがないから運動するのか？
― スポーツ組織参加と抑うつの双方向性を考慮した 
公衆衛生的介入効果のシミュレーション―

 芝　　　孝一郎＊ Jacqueline M. Torres＊＊ Adel Daoud＊＊＊

井　上　浩　輔＊＊＊＊ 金　森　　　悟＊＊＊＊＊ 辻　　　大　士＊＊＊＊＊＊

鎌　田　真　光＊＊＊＊＊＊＊ 近　藤　克　則＊＊＊＊＊＊＊＊ カワチイチロー＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ESTIMATING THE IMPACT OF SUSTAINED SOCIAL
PARTICIPATION ON DEPRESSIVE SYMPTOMS

IN OLDER ADULTS

Koichiro Shiba, Jacqueline M. Torres, Adel Daoud, Kosuke Inoue, Satoru Kanamori,
Taishi Tsuji, Masamitsu Kamada, Katsunori Kondo, and Ichiro Kawachi

Key words:  social participation, depressive symptoms, machine learning, 
causal inference, older adults.

第 36回若手研究者のための健康科学研究助成成果報告書
2019年度 pp.43～46（2022.4）



（44）

る介入」の効果推定のためには従来の統計手法を
用いることはできない。なぜなら社会参加は抑う
つに効果を与えると同時に、抑うつ自体も社会参
加に影響するという双方向の関連が生じており、
時間依存性交絡という問題が生じる5）。そこで本
研究では、時間依存性交絡の対応に適した分析手
法を用いて、社会参加を継続させることが高齢者
の抑うつ症状に与える効果を推定した。

方　　　　法

Ａ．データ

　本研究では日本老年学評価機構（Japan Geron-

tological Evaluation Study; JAGES）のデータを使
用した。JAGESは全国の要介護認定を受けてい
ない65歳以上の高齢者を対象としたコホート研究
で、2010年のベースライン調査、2013年と2016年
に追跡調査を行っている3）。すべての調査に回答
した32748名を分析対象とした。
Ｂ．測定項目

　アウトカムは2016年の抑うつ症状で、測定には
Geriatric Depression Scale（GDS）の短縮日本語版
を使用した4）。これは 0～15点をとる尺度で、点
数が高いほど抑うつ症状が多いことを意味する。
カットオフとして 5点を使用し、 5点以上の人を
抑うつ症状ありとした。社会参加については、
2010年および2013年調査でさまざまな社会活動
（スポーツ組織・ボランティア・趣味の会・町内
会・老人クラブ）への参加の頻度を調査参加者が
報告した。各社会活動について、月に 1回以上参
加をしていた場合、社会参加ありとした。また少
なくとも 1つの社会活動に参加していたかどうか
という二値の曝露変数も定義した。共変量は、
2010年調査から年齢・性別・教育・抑うつ症状・
所得・IADL・婚姻状況・主観的健康感を選択した。
更に時間依存性交絡として、2013年調査から抑う
つ・所得・IADL・婚姻状況・主観的健康感を使用
した。
Ｃ．統計解析

　統計分析では二種類の分析を行って、社会参加
と抑うつの効果を推定した。 1つは、通常の一時
点（2010年）の社会参加とアウトカムの関連を推
定したもの。もう 1つは社会参加を時間依存性曝

露（2010・2013年）として分析したものである。
関連の推定には Targeted Maximum Likelihood Esti-

mation（TMLE）と呼ばれる二重に頑健な手法を
用いた。TMLEはアウトカムに対するモデルと曝
露に対するモデルの両方を用いて、少なくともど
ちらか一方のモデルが正しく設定されている場合
にバイアスのない推定値を与える。したがって、
どちらか一方のみを使用した分析アプローチ
（例：曝露モデルを用いた Marginal Structural 

Model）と比べて、モデルの誤設定によるバイア
スに対してより頑健である。統計的な推定には、
TMLEに加えて複数の機械学習アルゴリズムから
の推定結果を併合する方法（Superlearning）を合
わせて用いた6）。欠損値の処理には多重補完法を
用いた。

結　　　　果

Ａ．記述分析の結果

　少なくとも一種類の社会参加があった人（16725

名）は、全く社会参加がなかった人（11253名）
と比べて女性が多く、高学歴の人が多かった。社
会参加をしている人ではベースラインの時点で抑
うつ症状がある人が少なく、所得が高かった（表
1）。
Ｂ．関連の推定結果

　2016年時点の抑うつ症状の有病割合差および有
病割合比を推定した結果が図 1である。分析方法
によらず、社会参加はおおむね抑うつ症状が少な
いことと関連していた。しかし、関連の強さは社
会参加の種類によって異なり、ボランティアで大
きかった。社会参加の効果の推定値は、一時点で
の評価を行った場合よりも、二時点での継続した
社会参加の効果を推定したときのほうが効果の推
定値が大きかった。例えば、スポーツ組織参加は
一時点でのみ参加を評価した場合は有病割合差=
-0.018（95％信頼区間：-0.029, -0.006）、有病割
合比 =0.93（95％信頼区間：0.88, 0.98）であった。
ところが、「2010-2013の二時点で参加を“継続”
したことの」効果を推定した場合、有病割合差=
-0.030（95％信頼区間：-0.045, -0.015）、有病割
合比 =0.87（95％信頼区間：0.81, 0.94）と関連の
強さは大きくなった。
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考　　　　察

　本研究の結果から、スポーツ組織活動を含む社
会参加が抑うつの予防に効果がある可能性が示唆
された。特に、社会参加を時間依存性曝露ととら
えて「社会参加を継続する介入」の効果を推定す
る統計モデルを使用した場合、従来の一時点での
社会参加に注目した分析よりも大きな効果の推定
値が得られた。この結果は、抑うつ予防を行うう
えで社会参加を継続することの重要性を示唆して
いる。また、高齢者のように時間が経つにつれて
社会参加が自然と少なくなっていくような集団に
おいて、従来のようにー時点でのみ曝露を評価し

た分析では、社会参加が本来もちうる公衆衛生上
の意義を過小評価してしまう可能性があることも
示された。

総　　　　括

　日本人高齢者において社会参加を促すことで、
特にその参加が継続された場合、抑うつ予防効果
が期待できるかもしれない。社会参加の効果推定
を行う際には、時間による社会参加状況の変化を
考慮した分析が重要となる。

表 1．分析対象（n = 32748）における、社会参加の有無ごとのベースラインでの特徴
Table 1．Baseline demographic characteristics of the analytic sample（n = 32748）by levels of social participation in 2010.

Characteristics
Overall No participation ≧ 1 Participation

n = 32748 n = 11253 n = 16725

Gender, n（%）
　Male 14728（45%）  5834（52%）   7122（43%）
　Female 18020（55%）  5419（48%）   9603（57%）
Depressive symptoms, n（%）
　No depressive symptoms 21343（77%）  6870（70%）  11938（83%）
　Mild/Severe depressive symptoms  6405（23%）  2928（30%）   2450（17%）
　Missing  5000  1455   2337

Household income（10000 yen）, mean（SD）   246（155）   238（154）    261（155）
　Missing  4998  1493   2186

Instrumental activities of daily living score, mean（SD）  11.92（1.50）  11.50（1.77）  12.26（1.16）
　Missing  3285   983   1449

Self-rated health, n（%）
　Very good  4461（14%）  1239（11%）   2697（16%）
　Good 23462（73%）  7971（72%）  12194（74%）
　Not good  3854（12%）  1648（15%）   1478（9.0%）
　Bad   423（1.3%）   206（1.9%）    130（0.8%）
　Missing   548   189    226

Education, n（%）
　10 years and over 17803（56%）  5721（52%）  10329（63%）
　9 years and under 14082（44%）  5321（48%）   6038（37%）
　Missing   863   211    358

Marital status, n（%）
　Married 24245（76%）  8525（77%）  12543（77%）
　Not married  7607（24%）  2520（23%）   3814（23%）
　Missing   896   208    368

SD; standard deviation.
We defined mild/severe depressive symptoms as the Geriatric Depression Scale score of 5 points or greater. The dichotomous category 
for social participation was based on the number of social activities（i.e., sports organization, volunteer group, hobby club, local commu-
nity club, and senior club）that they participated in at baseline. The sample size for each social participation stratum does not sum up to 
the overall sample size due to missing in the social participation variables7）.
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図 1．社会参加を対象とした仮想的な介入が2016年の抑うつに与える平均効果の（A）疾病割合差、（B）疾病割合比を用いた
推定結果

Fig.1．Estimated average treatment effects of hypothetical interventions targeting social participation on depressive symptoms in 2016 
in the scale of（A）prevalence differences and（B）prevalence ratios.

A bar around each point indicates 95% confidence intervals. We defined the outcome of depressive symptoms in 2016 as the Geriatric 
Depression Scale score of 5 points or greater. We performed doubly robust targeted maximum likelihood estimation using SuperLearner, 
an ensemble modeling approach using weighted combinations of multiple machine learning algorithms, to estimate the average treatment 
effects. SuperLearner used the following algorithms: generalized linear model, neural net, and extreme gradient boosting. We adjusted 
for municipality of residence, age, gender, education, depressive symptoms, household income, instrumental activities of daily living 
score, marital status, and self-rated health in 2010 as baseline confounders. In estimating the prevalence differences and ratios comparing 
the prevalence of depressive symptoms in 2016 under the hypothetical interventions for time-varying social participation（i.e., “Participa-
tion in 2010 and 2013”, “Never participated”, “Participation in 2013 withholding participation in 2010”, and “Participation in 2010 with-
holding participation in 2013”）, we further adjusted for depressive symptoms, household income, instrumental activities of daily living 
score, marital status, and self-rated health in 2013 as time-dependent confounders7）.


