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肥満とその対策

宮側敏明

はじめに

今日の社会における著しいモータリゼーション

化、電化、オ一トメ化、コンピユ一夕化、飽食、

等によるfヨ生1:.吋吋rl丹1昨号トB革 '

をもたらしています J つまり、日常の生活におい

て、体を動かす機会をあまりにも失い過ぎて、本

来維持すべき体の諸機能を低下させてしまう傾向

を呈し続けています.:) 1996年に、アメリカの

Kraus (整形外科医)とRaab(循環医)は、 EI常

生活のオートメ化、コンビュータ化に伴う身体運

動量の減少が、欧風化した食生活と相侠って、 jlli

動不足と過食(高脂肪食)をもたらし、糖尿病、

肥満、高肪Ifrl抗、高血児杭などの噌加による冠動

脈疾患をもたらすような病態を“運動不足病

(hypokinetic discase)" と命名しました=その後、

安全かっ効果的に運動を行うための内存を決定す

ることを IJ的とした運動処方 (cxerciseprescrip-

tion)が始まりましたο ぞれは、 1972年にフイラ

デルフィラで開催された全米スポーツ医学(1¥C 

S M : l¥mcrican college of sport.s medicine)の'q:

次総会のリハビリテーション特別分科会で提附さ

れましたこ述動処方とは、各個人が持っている

種々の条件({f:齢、性別、体格、健康状態、体力、

運動経験、職業、個人のfI普好など)を考慮して、

ぞの個人に適した運動の内脊(ほと質)を設定す

るものであります。処方とは、薬剤師が薬を処fj

する時のさじ加減を意味しています己

また、本来、成人に多く発抗することから、!主

体育学研究室(保健体育科研究室)

人に特有な疾患、として命名された“成人病"は、

表年者においてさえも成人と同様に発症すること

が認められるようになりましたいさらに、この発

症の要ftlが生活習慣の如何に関わることから、

“生活習慣病(Iife-stylerelated diseases)'・と呼び

方が変わりましたご子どもたちの牛活習慣病の発

症現要|却は、受験勉強からくるストレスを解mす

るための食生活(食べすぎ、好き嫌いのしがち)

に加えて述動不足が引き金となっていますむ正確

には、平成 8 (1996)年に、厚生省公衆衛生審議

会において、「生活習慣，-=;，Yj=1-1した疾病対策の基

本的方JI:iJ'↑生についてJという、公衆衛生審議会窓

見具巾(安門は H本l記事新報 N 0.3794: 120.1997) 

に基づき、厚生省は従来から用いられてきた“成

人病"に代えて、“生活刊慣病"の概念を導入し

たとし、うことです円このような生活状況下では、

半健康人(民生きはできても、心身ともに快適な

性活を送ることができない人)の増加が後を絶ち

ません臼日本人の死因ベスト 3として、納(忠性

腫傷)、脳卒中、心臓病があげられています。

このように、高度に発達した文明社会で、健や

かで楽しく生活を送るためには、運動と食生活の

ほどよいバランスが大切といえますc とくに、生

活宵慣病のJ:_な誘因で、ある!肥満の予防は重要であ

るといえますけ

1 .肥満の定義

太っている状態と体重が重いことを一怖に捉え
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て、すべて肥満だと思し、こんでしまっている人が

意外と多くみられます[ しかし、肥満の定義は

「肥満 (obcsilY) とは、単に体重が重いことでは

なく、体を構成する成分のうち脂肪組織の占める

割合(体脂肪本)が正常以上に明力1Iした状態」と

されています口従って、体ift過多 (overweight)

とは、本来|豆別されるべき用語であります 因み

に、体重過多は「ある標準とした体重に比較して、

体重が増加している状態」を意味しています。 通

常は、水を飲んで太ることはありませんが、病的

に水分の増加による体重噌JJIIは「浮腫」と呼ばれ

ています。

2. 脂肪細胞と体脂肪量

人体を構成している主な成分は、水分 (50~

60%) が最も多く、次いで、脂肪(l5~25%) 、

蛋白質 (15~20%) 、 ミネラル (5~ 6 %)であ

ります】体脂肪 la: のI1.~常純1Jt-1 は、成人男子: 15~ 

20%、成人K・_:_r:20~25%といわれていますコ体

脂肪の量とは、脂肪細胞に蓄えられている脂肪の

総量といえますu 人1l¥Jの脂肪細胞の数は、成人で

250i意個から3印)位、例といわれますD 脂肪は、脂肪

細胞一つ一つのrll央にあるrlIl滴というところに白

い粒子の形で蓄えられますりその油滴の大きさは、

80~ 120μ(ミクロン=().OOlmm) といわれてい

ます。脂肪細胞は、ヒトの一生で著しく増加する

時期が3回あるといわれています口それは、①胎

児期(出生の 2~3 ヶ Jj liij)、②乳幼児期(生後

1 ~ 3年間)、③;jij以存JUlから思春期(♂:13~ 

16歳、♀:12~14歳)のH別別です口脂肪細胞数は、

18践で新生H判明の10併にもなりますυ 脂肪細胞数

の .I~.I;.Nは、 8oo1.ìi!:1同から 1000億個といわれていま

す口胎児期の脂肪細胞の附加は、母親の食事内容

によっても大きく影響されます。昔から「小さく

産んで大きく育てる」といわれるように、妊娠末

期の3ヶ月間は母親の食事内容や量に気を配り、

巨大児にならないように注意しなければなりませ

ん口しかし、脂肪細胞はある年齢以上になっても

附加することが認められ、ある程度脂肪が蓄えら

れると 2mlや 3例に分裂して増加しますDただし、

この車111胞にもが命があるそうで、新しい細胞に生

まれ変わっていますので、体脂肪を落すことで脂

肪細胞の分裂1111数が減少し、自然に細胞数も減る

といわれていますu 一般に、脂肪とは脂肪酸3っ

とグリセリンとが結合(エステル結合)した中性

脂肪を指しています2

3. 脂肪の種類

ヒトの体脂肪には、白色脂肪と褐色脂肪の 2種

額の脂肪が存在しますり

白色脂肪は、内臓の周聞や皮ドに蓄積される一

般に脂肪と H千ばれるものですい一方、褐色脂肪

(交感神経系)は、胸部や腹部の大血管財辺に分

布しています什褐色JJ日JJ万の役割は、交感神経に

よって支配されており、脂肪を分解し、熱を産生

して体渦を維持する働きを持っている 2 この熱産

生は、体出訓節のみならず、過剰に摂取したエネ

ルギーを消費する機能でもあります。

ヒトの体内に存夜する脂肪として、コレステ

ロール、 トリグ r)セライド、遊離脂肪酸、リン脂

質などがあり、脂肪組織は、細胞内に蓄積したト

リグリセライドのほに比例して大きくなりますc

また、インスリン分泌は、迷走神経(副交感神

経)と交感神経の阿みで調節されています。満腹

巾椛を破壊した姉は、過食を呈して肥満となりま

す。いったん肥満となると、迷走神経の活動が活

発になり、交感神経の作mが抑制されます。そう

しますと、 11革!臓でのインスリン分泌が促され、白

色脂肪細胞へのグルコースの摂りこみが促進さ

れ、肥満を助長することになります口肥満に合併

する高血圧症の人で、は、交感tlll経の活動が高くな

ることは明らかにされていますが、脂肪分解の促

。。
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進については、まだ十分に解明されていません円

4. セットポイント説

1 )セットポイント説

セットポイント説とは、ヒトの体重は遺伝的に

規定されており、そのヒトの遺伝子に基づく脳の

働きによって、常に体重が‘定になるように、代

謝や食欲を調節しているという説でありますりそ

のある日標値にセットされた体重をセットポイン

トと呼んでいます。それは、 {f:齢によって変化す

るといわれていますが、遺伝子によって規定され

ていますH それゆえ、食事や運動によって、一時

的にセットポイントから体重を変化させたとして

も、遺伝子によって規定されている目標の体重は

変化しないために、やがて元の体重に戻ると考え

られています c 脂肪定常説(リポスターシス

lipostasisコ「脂肪定常説Jあるいは[脂肪平衡J)

は、ケネデイー Cl(cnnedy) によって捉lIt=jされた

説であります。

5. 食欲中枢

食欲に関する中相互は、満腹ql-<<~ とその近傍の摂

食中枢の二つが存在していますD 私たちが食物を

摂らなけれ(j:'、血糖値が低下したり、血中の遊離

脂肪酸濃度が上昇したりします口そうすると、摂

食中枢が働き「お!肢がすいたjと感じるようにな

りますご一方、食物を摂収により血糖値が上昇す

ると、今度は満腹中相互が働いて「満腹した」と感

じるようになりますL この食欲rI'収は、 1940年~

50年代にかけて、シカゴのへザリントン

(Hctherington) t プランソン (Bransoll)の動物実験

によって発見されました川食欲中継は、人間で、い

えば両耳を結ぶ線の中心、つまり脳の中心である

視床下部の腹内側核と外側野にそれぞれ満腹中枢

と摂食中枢が存在しています。食欲中枢は大脳皮

質によってもコントロールされており、大脳皮質か

らの情報によって、乱れを生じることがあります。

①腹内側核 (V~nI: Ven tromendial hypothalamic 

nucleus) コ体重をコントロールしますc

VlvlH破壊動物(狛)は、永遠に過食を続ける

のではなくて、 VMH破岐によって体重のセット

ポイントが変則になり、その新たなセットポイン

卜になるまで過食を示します。また、 VMHを全

体ではなく部分的に破唆した場合には、その破壊

の程度に応じて、セットポイントの体重が増加す

ることもあきらかになりましたっ阪内側絞に存在

している満腹中枢を反応させる要因としては、血

糖値の上昇の他に、胃の膨れや、十二指腸が、食

べたものの脂肪分や蛋白質に刺激されて分泌する

ホルモンなどの情報にもよります。さらに、早食

いしますと、満腹qJ相互がfflL糖値の上昇を感じて満

腹!惑を感じる (20~30分) liijに、食べすぎている

ことになりますH

②外側野 (LHA: Lalcral hYPolhalamic area) 

外側野は、 VMHから 1m日I程度離れたところ

に存在します口この摂食11:1粧が存在する外側野は、

ネズミを使った実!検rjlに、ネズミの脳に針をさし

まちがえたことから偶然に発見されましたコ

6. 食欲と体重のコントロール

これまで純粋に行動様式のーっとして、理解さ

れてきたセットポイント説に従うと、食欲という

ものは、実は脂肪の蓄積祉をコントロールするた

めの表現型であると理解されていることが考えら

れます。ヒトの場合には、大脳の述合野による食

欲中枢支配が優位であることから、体重は自分の

意志でコントロールが可能と考えられてみまし

たのその結果、肥満になるのは、その人自身の意

志が弱いからであるとされてきたのです?しかし

最近の知見によりますと、食欲というのは個人の

意志に完全に従うのではなく、遺伝的情報によっ

て動物に備わったもので、個人の意志で自由にで

n同
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きるものではなさそうな気配になってきていま

す亡成人は、 1年間に90---100万カロリーを摂取

すると計算できます口たとえば、 30年間で 9kg 

の脂肪を蓄積したとすれば、それは摂取カロリー

全体の僅か0.3%にしかキ11当しないことになりま

すい残りの99.7%の摂取カロリーは消費きれてい

ることになりますけその例体にとっては、その

セットポイントの体重が正常であると判断され、

それを維持するたのメカニズムが作用します口

7. 脂肪の合成

食べたものはどのような仕組みで、脂肪となるの

でしょうか?食べ物から摂ったエネルギーで余分

な物が脂肪に変えられて脂肪細胞に蓄積され、体

脂肪を増やします口日行IJJj (9 kcal/ g) は蛋白質

(4 kcal/g)や糖質(4 kcal/g) の約 2惜のエネ

ルギーをもっていますので、 11~Iっこい食べ物が好

きな人は、 Irijじ祉を食べていてもエネルギーの限

りすぎになります 1~lf'nは、体内に入ると消化さ

れて最終的にはブドウ糊になり、 IJ持で吸収されま

す=ブドウ糖は、ご飯やパン、麺類などに多く含

まれるデンプンや、砂械が、同や腸で分解されて

できますロ私たちが、食事をはじめて15分ほど経

過すると、血糖値が l二昇し、悌臓からインスリン

というホルモンが分泌されます。血液中に分泌さ

れたインスリンは、ブドウ糖を体内の細胞に送り

こんでエネルギーとして治川させる働きをしま

すι それと同時に、 fF段は閉じている脂肪細胞の

ドアを開けて、ブドウ舶を脂肪細胞にとり込ませ

ます。そして、インスリンは、脂肪細胞の中の脂

肪を合成する酵素を活性化させ、ブドウ糖などを

材料にして脂肪の合成を活発にさせます。このよ

うに、インスリンはl血糖を脂肪細胞にとり込ませ

るだけでなく、脂肪釧胞の中で脂肪の合成を促す

働きもするのですc さらに、ブドウ糖から脂肪へ

の合成は、肝臓でも行われます己合成された脂肪

は、 VLDLと呼ばれる小さな粒子の形で血液中

に放出され、やがて全身の組織へ運ばれますい

ずれにしても、体脂肪になるのは食べ物に含まれ

る脂肪分だけでなく、相'f'efや蛋白質も体脂肪にな

るのです。肉やバターなどに合まれる脂肪は、腸

の中で消化・ l吸収され、カイ口ミクロンという小

さな粒子の形でl削減rjfに放出されます什そして、

全身の組織へ運ばれ、肝臓で合成された脂肪と同

様に、リボタンパクリパーゼの作用によって遊離

脂肪酸に分解されて一部はエネルギーとして利用

され、残りの余分な脂肪は脂肪細胞にとり込まれ

て、そこでt1fび脂肪に合成され蓄積されます。

また、食事を抜くことは、かえって体脂肪を増

加させます。すなわち、いわゆるダイエットと称

して欠食をする持者が多く見られますが、欠食は、

体脂肪を附加させてしまいますけその要因のひと

つは、お胞がすき過ぎる反動で早食いやドカ食い

をすることです。もう ・つは、防衛的に円や腸の

消化やl吸収能力がfじ進することによりますいさら

には、インスリンの分泌が通常より多量になり、

食物がどんどんql性脂肪に変えられて体脂肪に蓄

積されるようになるからですc 食事の改数が少な

いほど肥満度が高いとし h う調査結果も見られま

す口

「ながら食いJ、iHU食Jは、食べ過ぎの原因と

なりますりそして、夜食の場合、昼間には交感神

経が優勢でありますが、夜は副交感神経が優勢と

なりますので、食べたものの栄養が腸から吸収さ

れやすくなっていますので、これも肥満の原I~ と

なりますれ姿勢を変えると、 1(11.i慌の分布が異なり

横臥姿勢では血液が上半身にシフトします。そう

しますと、円脇や肝臓などに血液が集まりやすく

活動が活発になります。寝る 3時間以内に食べる

と、消化・吸収力が盛んになります。眠っていま

すと、代謝量が低下していますので、使用される

エネルギー量が減り (10%)、ますます脂肪とし
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て蓄えられることになりますこ

以下に、脂肪の合成を図示します。

食事

UPi化・ l吸収) (消化・ l吸!Lu

カイロミクロン ブドウ糖

1 。Fv 
脂肪合成 臓

+ 
VLDL 

司，
ブドウ糖

(分解) VLDL 

+ 
(分解)

+ 
遊離.Il日)J方酸 遊離脂肪酸

日旨 肪 ム口ー 成 日目
IJJj 

紺|

脂肪蓄積
IJ包

8.肥満の成因

単純性肥満の原因は、恭本的には摂取エネル

ギーと消費エネルギーのアンバランスによってお

こりますコすなわち、・'JJ~~I埼を引き起こす脂肪の

蓄積は、摂取エネルギーがm1~エネルギーを上

回った時に成立する"という説は、実に約20年前

の1983年に、ラボアジ、ユ (Lavoisier) とラプラス

(Laplace)によって提唱されていますりこの説で

は、ある個人や家系では、他の人に比べて肥満傾

向を示すことがあるが、その点については謎とい

えます。消費エネルギーの大半を占める基礎代謝

量が大きく肥;出jと関係していますーっ代議!とは、体

内で食物の栄養素を分解(兇化)し、からだをつ

くる材料を合成(同化)したり、機々な活動のた

めのエネルギーに変換して使う働きとその過程を

いいます。基礎代謝量は、筋肉量とも関係します

ので、 20歳を過ぎますと次第に年齢と共に低下し

ますご中年ぶとりは、 lり1らかに基礎代謝量の低下

'
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が関与していますむ35歳を過ぎた中高年になると、

基礎代謝量(蛋白質摂取不足による筋肉量の減少)

や運動量が減ってくるので、食事の量が変らなく

とも l年に約0.5kgつみつ体重が増えるといわれて

いますコ

肥満をもたらす主なIMIについて、以下にまと

めますc

①体質的因子:

肥満の原因として、 i宣伝的要因は30%であり、

周囲の環境的要閃(素質、食生活、社会的・経

済的因子)は70%といわれています士また、親

と子どもの肥満の関係を調べた報骨によります

と、両親がともに肥満の場合は、 80%の割合で

子どもが肥満となり、片親が肥満の場合は、 40

~60%が肥満になります口生まれっきレプチン

が少ない場合についての説明は、後述致しますu

②食餌性凶子:

食事のほ・質・限りかた、過食、夜間多食

(oigbt eating syndrorne) が考えられます。

③精神性l羽子:

精神的ストレス、心主H的葛藤があると食欲に転

換されます。

④中板性凶子:

視床下部の食欲中枢のバランスが崩れることに

よっておこります。 JJ首脳蕩などが考えられます2

⑤代謝性因子:

酸素系の|培得、内分泌の不均衡、脂肪代謝異常

などが考えられますわ

⑥社会的環境因子:

個人の社会的地位や環境による摂取カロリーの

過剰あるいは運動不足によっておこります円

⑦運動不足:

消費カロリーの減少が考えられます己

③熱産生障害

褐色脂肪細胞の働きが低いと、余分なエネル

ギーが燃焼されにくく白色脂肪細胞に脂肪とし

て蓄えられます心

9. 肥満の分類

肥満は、次ぎのように分類されています

1 )解剖学的分知

(①I目的ti'l笠 JJ~~前:

脂肪細胞の数の噌加|と肥大をf*う、子供の頃の

発症が多く高度の肥満に多し、。

②肥大性肥満

脂肪細胞の数の増加はなく、主として細胞の肥

大によるもので、成人あるいは妊娠後発症型に多

し、。

2 )成因による分知

①視床下部性肥満

腫蕩、炎症、外傷、外科的侵害、頭蓋内圧充進、

高インシュリン 1(IL旋をもたらす機能異常症などか

②内分泌'~U肥満

副将皮質ホルモンの過剰(クッシング症候群)、

甲状腺ホルモンの減少(可I状腺機能低下症)、下

垂体機能低下症、性的機能低下症=

③遺伝性肥満

遺伝性肥満素[)，I、肥満を伴う種々の遺伝性症候

群口

住栄養性肥満

食習慣、消化I吸収能、単純性肥満、過食こ

①薬剤性肥満

フェノチアジン、インシュリン、コルチコステ

ロイド、サイクロヘプタジン、ジ環系抗うつ剤、

避妊ピルなど。

⑥胤民|不|珂の!肥満

単純性肥満、その他川

9 - 1 . 内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満

内臓脂肪型肥満は、皮下脂肪型肥満と異なり脂

肪細胞の数はそれほど明加しておらず、細胞自体

が大きくなっているため、皮下脂肪型肥満より肥
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満療法の効果がでやすいようです:また、糖代謝

異常の他のコレステロールや'11性脂肪などもi留ま

りやすく、生活宵慣病の下地となっています。

脂肪分布による肥満タイプの判定

①CTスキャンから、内臓脂肪型肥満と皮下脂

肪型肥満の分類方法

区/sl V:脂肪の断l附

S:皮下脂肪の断面積

判定. ~O.1 コ皮下脂肪型肥満

O.4~ コ内臓脂肪型肥満

②CT以外の皮脂厚計による分類

|胴回り/前腹部の脂肪厚+側腹部の脂肪厚|

判定 ~17 コ皮下脂肪型肥満

17~ コ内臓脂肪型肥満

内臓脂肪型肥満は、生活刊'I.tt病を引き起こすさ

まざまな物質(生別活性物質)を分泌しています。

その物質の一つである fTNF-αjは、筋肉や脂

肪組織でのインスリンの効き日を忠くします(イ

ンスリン抵抗性)( このため、 IflL糊値が上がりや

すくなり、糖尿病の引き金になりますc そして、

血糖値を下げようと、 1革臓からインスリンが多量

に分泌されるようになり、脂肪の合成が盛んにな

りますc そして、それが高脂血症の原因ともなり

ますごまた、動脈硬化を促進するPAI-1という

物質も内臓脂肪から分泌されます口さらに、見か

け上はまったく太っていない「かくれ肥満Jや椋

端なダイエットによる flJバウンド肥満」も内臓

脂肪型肥満ですので、気をつける必要があります【l

10. 肥満の合併症

肥満は単純性肥満が全体の95%程度を占め、残

りの5%程度は症候性肥満であるといわれていま

す二i 少ないものの症候性肥満には、 U)クッシング

症候群(コルチゾール…副腎皮質ホルモン・・・の分

泌充進)、②甲~j.謝i機能低下京(粘液水腫)、③イ

ンスリノーマ(勝臓のインスリンを分泌する細胞

が臆場化して増加)があげられています。

1 )肥満と死亡率

肥満になりますと合併症をおこし、死亡率が高

くなることが明らかとなっています、肥満度と死

亡率の関係は、以下のようになりますむ

肥満度

+20%~ 

+40%~ 

+50%~ 

死亡率

約1.2倍

1.5~ 1.6倍

約 2倍

2 )肥満になりますと、:欠ぎのような病気を合併

しやすくなります。

①糖尿病

軽症肥満による発症の危険率は、 2倍の増加し

ますむ肥満ではインシュリンt付加、インシュリン

低抗性の増加がみられますい

②i笥脂rJn紫

トリグリセライド、コレステロールなどの脂質

合成の克進がみられます。

③冠動脈の疾患

肥満が重要な危険因子となっています口

④高血圧

肥満度と血圧の上昇とに相関がみられますの肥

満者の60%は高血圧を示すといわれております。

また、太ると血液を送るべき組織が増えるので、

それだけ心臓にも負担が明すことになります川

⑤l呼吸機能障害

呼吸同難(特に運動時)、換気障害(ピックウ

イキアン症候群)がおこります白

⑤内分泌機能異常

インシュ 1)ン分泌増加、受容体における反応性

の低下、無月経などがおこります。

⑦その他
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胆石、痛風、骨、関節障害(体重負荷による変

化性関節炎)、産科的障害、外科手術時合併症等

がみられます二

11.肥満判定法

肥満判定には、いくつかの判定法があります口

①標準体重による方法

l標準体重=(身ー長cm-100) x 0.9| …プロカ

(Broca)の式を桂が日本人に合うように変更。

|肥満度=(実測体重一標準体重)/標準体重|

判定:t1O%未満コiE常

+1O%~20% コ太りぎみ

十 20%以上コ肥満

②BM 1による方法

BM 1 (body mass index) はKeysらによって

考案されました。体重をkgで表し、身長ぱで

割った体格指数のことですご

|BM 1 =体重 (kg)/身長 (m')1 

男女ともに、 BMIが約22の値が最も病気に催

りにくく、死亡率も低いといわれていますコ

また、 BMIから標準体重を次式から求めるこ

とができますり

|標準体重=!C身長m)2x2211

例えば、身長170cmの人の標準体重は、標準体

重=1.7 x 1.7 x 22 =位五匙gとなります寸

BMIによる肥満判定を次ぎの基準は、

旧本肥満学会の基準(盟盟主2J

B1v11 判定

18.5未満 コ [低体重」

18.5~25.0 コ 「普通体重J

25.0~30.0 コ 「肥満(1度)J

30.0~35.0 コ 「肥満(2度)_)

35.0~40.0 コ 「肥満(3度)J

40.0以上 コ 「肥満 (4度)J

|困際肥満研究会によるアシ7・日本の場合の基準(2000年)1

BMI 判定 合併症の危険性

18.5 未満二字 体重不足 低い

]8.5~23.0 コ正常範囲 平均的

23.0-25.0コ過体重 増大

25.0-30.0コ肥満(1度) 中等度

~:30.0 以上コ肥満 (2 度) 重度

③指数による方法

Kaupの指数、 Rohrer指数、 Ponderal指数、 Livi

指数、横堀指数などがありますり

④皮下脂肪厚の測定による方法

キャリバー (calipcr)法が多く用いられます門

キャリパ一法とは、皮脂厚計(キャリバー)と

いう器具を用います口長嶺の方法は、肩甲骨下部

と上腕部の2ヶ所の皮下脂肪を測定し、その合計

値で判定します己

⑤体脂肪量による方法

⑤体官度j去、体内総水分量による方法

体密度法は、アルキメデスの原理を応用したも

ので、溢れ出た水の体積ーを調べた後、体重を測定

するBrozekらの式(体密度から体脂肪を推定)

があります。また、体内総水分量 (toralbody 

water)の方法は、体内総水分量を希釈法で測定

し、脂肪組織量を算出する方法です。

ここで、水中体重法でおこなう体密度法を紹介

しますり肺の空気を完全に吐ききって、数秒間、

体全体を水中に沈めた状態で、体重を測定しますり

最も信頼が高い全身の測定法ですい

|体脂肪(%)= (49.5/Ds-4.5) Xl耐

DB=空気中の体重 (kg)/体容積(L)

体容積=!(Wa -Ww) /Dwl -R V 

Ds二字体密度

(♂: 1.0913 -0.00116X.♀: 1.0897-

0.OO133X) 

Waコ空気中体重 (kg)

Wwコ水中体重 (kg)
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D¥'v'コ水の密度 (kg/L) 

RVコ肺残気匠(L) 

⑦X線軟部J最影法

⑧超音波法

⑨全身CT (com~】 u t.ed tornography) スキャンに

よる方法

この方法は、全身の輪切りの写真を搬り、その

写真から体脂肪の面積を求める )j法ですご CTス

キャンとは、 X線断層撮影のことですG 検査した

い部位に断層的にX線を当てて、それぞれの吸収

度をコンビュータで測定処埋して輪切りの画像に

構成し、ブラウン管や写真で見るものです=

⑩インピーダンス法

水分は電気を通しやすい刊:質があり、脂肪はほ

とんど電気を通しません。そこで、体内に弱しミ電

流を通して、どれだけ電流が流れるか(電気抵抗)

を測り、その値から)1日H万 I~tを推定し、体脂肪率を

測定する方法ですけこの場介は、日1:抜JJfiJJ方に働き

かけているのではなく、水分に働きかけて測定し

ています〔したがって、電流を通しやすい筋肉量

が増えると、この値はドがりますりインピーダン

スとは、回路内の抵抗を意味しています。

12. 肥満療法

肥満療法に関する某資料内容を参考に紹介しま

す=

①食餌療法

間違ったダイエット法は健康を7，:しかねませ

んG 体重が減ることは、決して水分や筋肉あるい

は骨が減ることではありません。ダイエットとは

余分な脂肪を減らすことです己過激なダイエット

は、かえって体脂肪を噌やして癒せにくくしますけ

過激なダイエットで短期間に大幅に減量すると、

リバウンド現象といって、体重が逆戻りして、む

しろ体脂肪を増やしてしまいます=その理山とし

て、過激なダイエットは、その反動として暴飲暴

食をもたらしますn もう 4つは、体には体脂肪の

量を一定に保とうとする調節機構が働き、短期間

に急激に痩せると、元の状態に民ろうとする防衛

反応が非常に強くなるからです。また、過激なダ

イエットで減るのは水分です円そのためには、 3

食きちんと食べることが大切で、す。そして、一日

に必要なエネルギーより 2∞~300kcal低め，こする

ことがダイエットのコツですο 多種類の食品を少

量づっ摂るようにします。 3大栄養素のバランス

がとれたエネルギー比率は、蛋内質 (15~20%) 、

脂質 (20~25%) 、糖質 (55~60%) であります=

閏民栄養調査のデータによりますと、一日に25~

26種類の食品を摂っていれば栄養バランスが保て

るといっています口和食の í~1 十三采J に副副采

をもう一品加えた「一汁三菜jも考えてみるのも

よいでしょうい j=.采としの肉類は、午肉や豚肉は

亦身の部位を選び、初|勾は、皮をさけてきさみを

選ぶと脂肪分が少なくてすみます口魚の場合は、

白身を選ぶようにしますJ イワシやさんまなどの

背の青い魚は、確かに断JJ)jが多いのですが、比較

的多く含まれているEPJ¥ (エイコサペンタエン

酸)やDI-IA (ドコサヘキサエン般)といった不

飽和脂肪酸は、 rfJl液中の1=11性脂肪を減らす作用が

あるため、食べすぎにさえ注怠すれば時々摂りた

い魚といえますーご飯はインスリンの分泌を比較

的促しにく v¥ことがあげられますコまた、インス

リンは脂肪の合成を促す作!日があります仁デンプ

ン食品を食べたあとのrfllrj Iインスリン量を調べた

研究では、ジャガイモ、パン、ご飯の1I1自でインス

リンの分泌を促すことがlりjらかになっているよう

です口ご飯は、粒のまま食べるので、消化・吸収

に時間がかかるためのようですのですから、ご飯

は、主食としてダイエットに適しているといえま

すご野菜は一日少なくともお~30gを摂るのが望

ましいとされています口特に食物繊維は健康的に

体脂肪を減らすのに欠かせません=
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よく噛むことも大切です円すなわち、 r!tl嶋による

満腹感の発現機序とヒスタミン神経系の関係が明

らかにされています=それは、後部視床下部

(PH)に神経細胞を持つヒスタミン神経系は、満

腹中粧の規床下部腹内側核 (VMII) に神経線維

をのばし、そこで日1受容体を介してj1111j腹!惑を発

現します口歯根膜、 H交筋の筋紡錘から上IIlJする岨

暢時の口腔内感覚は、三叉神経中脳路核 (ωlV匂，

に入力するが、:rvle5からPHへは線維連絡が証明

されていますむ実際岨暗に伴ってVIvlHの神経ヒ

スタミンの代謝同転が上昇することが証明されて

います。

治療的方法には、以下の方法があげられます口

ァ:減食療法

a外来治療 l側~1似)Kcal

b入院治療 6∞~1∞OKcal 

イ:半飢餓療法 200~副旧Kcal

ゥ:絶食療法

③運動療法

日本人の肥満傾向の最大の原因は、運動不足と

いわれています。運動不足は血糖仙を下げる働き

を低下させて、インスリンの作川の効果を低下

(インスリン抵jiG'tl)させます" ¥ I到にも述べま

したように、現代人は運動不足ぎみであります。

体脂肪を燃やすには運動が不可欠といえます口食

事のみのダイエットを続けますと、除脂肪体重の

減少が認められています。すなわち、脂肪が減ら

ないで、蛍白質がj成り筋肉が衰えることになりま

す川

運動は代謝をよくし体脂肪をIWえにくくします

が、体脂肪を 1kg減らすには、約7(){旧kcalのエネ

ルギーを消費しなければなりません。これは、

ジョッギング15時間、歩行35時間の運動量に相当

します。運動だけではなかなか脂肪は減りません亡

したがって、運動と食事対策をあわせて行うこと

がどうしても必要となりますけ

ここで、運動の肥満予防に対する効果をまとめ

てみますと次ぎのようになります。

7. 助によって筋肉をつけると、基礎代謝量が

I付加|する口

)I~l礎代謝量は、筋肉最と関係しますc

イ.述動は交感神経の働きを活発にするc

IfIL液中のアドレナリンが増えて、体脂肪が

分解されやすくなりますc

ウ.運動はインスリン抵抗性を改善するご

インスリン分泌が抑えられ、体脂肪合成が

ゆるやかになります。

④粕拘11療法

⑤行動(修正)療法

①薬物療法

ア:代謝促進剤(甲状腺製剤など)

イ:食欲抑制剤 (mazindolなど)

ゥ:脂質合成阻害剤あるいは民化促進剤

エ:il'j化・吸収阻害斉lJ (acarboseなど)

オ:ホルモン分泌調整剤

⑦外科(手術)的療法

ア:円縮小手術(胃バイパス術、円形成術など)

イ:空"11腸バイパス術

ゥ:)J日IJJj組織切除術

⑧物JIl[学的療法

13. 賢い減量方法

摂取エネルギー量の制限をする。

体主を 2~ 4 kg/ J:jに減少させることが、理

想的減11(方法。

桁)Wが 1g燃焼すると、 9 kcalの熱量となるの

で、 1 kgだと9000kalとなるc それに比熱の0.8を

掛けると7，2(旧kcalとなる。すなわち、 7，2∞kcalの

エネルギーを消費すると 1kgやせることになる。

|9 kcal X 1.肌泊XO.8=7，2(泊kcall

従って、 7，2∞kcalのエネルギー不足の熱出納を

月
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つくればよい。

1日:約1.α旧kcalのエネルギー不足とすると

1週:約 1kgの減少がみられる

1月:約 1kgO)減少がみられる

20~25kcal/標準体重(1，α)()~1，5ωkcalに十[1吋)

のエネルギー減少をする川蛋れ質の摂取は、毎H

1 ~1.5g /標準体重(最低60g/1こ|が必要、その

うち 1/3は動物性)を目安に摂取するc

②適度な運動を実施する。

心拍数が]25打1/分の運動が血qJFFA (遊離脂

肪酸)がピークを示すので、その程度の強度で運

動をおこなう口歩行が基本であるが、なるべく速

歩を30分間実施するとよし~その場合、貯蔵脂肪

からのFFA動員が大きくなり、酸化燃焼も大き

くなるc

|マラソンを走るのに必要なエネルギーは ?I

約2，100kcal/42.195k m 

体重70kgの人では、全糖質貯蔵量は、約210g

(840kcaI)であるから、

約14.8km分に相当することになる口残りの

27.4kmは、皮ドおよび内臓の脂肪による口

14. 最近の肥満に関する知見

①. 1955年:ロックフエラー大学の研究グループ

によって、

「体重に関わりなく、摂取カロリーから吸収さ

れる量は一定(単位体組織当りの消費誌は一定)

であることカqVjらかになった j

。体重がlO%iMJJIIしたからといって、吸収され

る量が減少されることはなく、基本的にどん

な体重であっても、消化管のl吸収効率は同じ

であるという コ消化管の吸収効率に個人

差があって、それが肥満の一因になるといっ

た説は否定されているo

O減量の場合、セットポイントの体重を維持し

ょうとする生体の防御機構は、 ]5%の節約が

限界である コ消費カロリーは、約15%減

で一定を示す。

。消費者の末梢組織では、代謝において、非肥

満者と it~がなし」摂取カロリーをl吸収・代謝

したり、脂肪細胞を合成・分解したりする末

梢の機能は合併症のない場合、 JJ~~両者も非肥

満者も同じである。

P 

体重のセットポイントは、末相の代謝によって

コントロールされているのではなく、 1:11枢性(神

経系)により、規定されていることが示峻されるコ

②.レプチンの発見

1994年12)Jの科学雑誌 「ネイチャーjに肥満

遺伝子 (obgene)の発見論文が掲載されるc

rC57BLI6J.J系マウスが突然変異コ ob/ob

マウス、c1b/dbマウス・・…・肥;荷症マウス

* 1994年:ロックフエラー大学のジ‘ェフリー・

フリードマン (]effreyFriedman)のグルー

プが、肥満遺伝子のクローニングに成功(実

28年間の歳月を費やした後)。

*ob/obマウス……第 6染色体上の劣勢突然変

異を持つマウス

アメリカのメーン州にある

ジャクソン研究所で1950年

に見出されるつ

ob".肥満のobese(こ巾来する

語

*db/dbマウス……第 4染色体上の劣勢突然変

異を持つマウス

1966年にジャクソン研究所

で確立されるつ

d b…糖尿病のdiabetesに由

来する詑

q
J
 



*遺伝子

。b/ob......ob遺伝子

db/db......db遺伝子

。コールマンは、パラバイオーシスの実験から、

。b遺伝子は、何らかの食欲抑制作用を持つ因

子を生産し、 db遺伝子は、そのシグナルを

伝達するのに不可欠な因子をコードする遺伝

子であるという仮設を提唱したコセット

ポイント説において、ネガティプ・フィード

パック作用により、食欲を調節し、体内の脂

肪組織の総量を一定に保つために重要な働き

を持つ遺伝子である，~

③.肥満遺伝子はホルモン(レプチン)を作って

し、るU

。b遺伝子…肥満遺伝子と呼ぶ口

*レプチンは、マウスのみならずヒトにも存在

するc

*ヒトの肥満遺伝子産物(蛋白質)は、アミノ

酸と比べると配列の84%がマウスと同じであ

るD

*ob/obマウスの遺伝子変異は、。b遺伝子を構

成する塩基のひとつが別のものに置き換わっ

たという異常である。

伊

正常なob遺伝子産物で、ある蛋白質が欠損してい

る。 ob/obマウスでは、正常でないメッセン

ジャーRNAが、本来発見するべき正常なI~1\Aの

量の20倍も把握している。

*正常なob遺伝子のj宣伝子産物は、分子量16キ

ロダルトン(原子質量単位)のペプチドホルモン

であることが判明している。

④.肥満遺伝子産物であるホルモン

フリードマンのグループは、肥満遺伝子産物を

ob/obマウスの腹腔内に毎日投与した結果、
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A: 2週間後には、 30%の体重減少、 B:4週間

後には、 40%の体重減少がマウスにみられたが、

副作用はなかったことを報告する こ今 これは脂

肪組織のみの減少に基づき、高精血糖の改善、高

インシュ 1)ン血症の正常化などの糖尿病症状の改

善が認められる。

③.遺伝子ホルモン

肥満遺伝子産物である新しいホルモン

ギリシア語の「やせた」という意味の「レプト

スreptosJからレプチン IreptinJと命名されたl

*このレプチンこそセットポイント説におい

て、末梢の脂肪細胞から食欲中枢へ伝達され

るシグナルの本体である。

(⑤.レプチンの生現作用

レプチンには、ふたつの作用があるいそれは、

どり食欲抑制!と⑦エネルギー消費増大で、ある日

。レプチンの作用

レプチンは、食欲抑制作用だけでなく、エネ

ルギー消費増大作用も持つと考えられるごレ

プチン投与グループは、摂取量が減少してい

るにもかかわらず、エネルギー消費は減少し

ないために、食餌を制限したグループと比べ

ると体脂肪の減少量が投与前よりも増加して

いるのではないけ

。レプチンとインシュリン

正常な状態では、レプチンがインシュリン分

泌を直接促進することはない。しかし、糖尿

病状態ではなど特殊な病態におかれると、作

用のメカニズ、ムは不明だが、インシュリン分

泌が促進される。

。レプチンはグルコース代謝に直接作用する。

レプチンは、グルコース代謝に直接作用して、

エネルギ一利用を促進することを示唆した。

さらに、レプチンが褐色脂肪組織における褐



色脂肪細胞や筋肉細胞に作用し、熱産生を増

大させる c (1979年9月 ネイチャー)

。レプチンは、内臓脂肪で多く生産されるむ

レプチンは、脂肪細胞のみによって分泌され

るが、内臓脂肪においてはメッセンジャー

RNAやfJ3アドレナリンレセプターが多い

ので、皮下脂肪よりも内臓脂肪で多く生産さ

れるJ また、大きな脂肪細胞で多く発生する口

Oレプチンの発現量を増加させる作用を持つホ

ルモン

①グルココルチド(副腎)

②エスト口ゲン(卵巣)

③インシュリン(勝臓)

。レプチンの発現世を減少させるホルモン

①アンドロゲン(精巣)

②Fアドレナリン

*脂肪細胞から分泌されるレプチンは、食欲抑

制とエネルギー消費量増大という作!日を通し

て、体重減少効果を示すこ

②.ヒト肥満とレプチンの関係

ヒトの場合、肥満になり体脂肪が附加すると、

脂肪細胞から分泌されるレプチンが増加するが、

それは、不足しているためではない。多くの場合、

レプチンに対する抵抗性が肥満の主な発症の原因

である口レプチン抵抗性の増大による内同性レプ

チンの相対的不足が、全体の95%を占める117jレプ

チン血症を呈するヒト肥満の原因となっているz

そのような肥満の場合も、外部からのレプチンを

投与する、あるいはレプチンのシグナルを情強す

るよな薬剤lを投与することが、肥満治療に有効で

あるc

参照図をそれぞれ 1. 2に示す

|悦床下部|

『レプチン 『レセプター以降に

レセプタ-j "'" シグナルが伝わるJ

+ 

|体脂肪の減少

(参照図 1) 

Q
U
 

勺

J



|肥満=脂肪細胞の過剰蓄積|

レプチン分泌増加

(肥満者の95%は高レプチン血症)

[食欲抑制とエネルギー消費増大]

痩せる

[レプチンの抵抗性]

①血中レプチン・ノくイデイング・蛋白異常

②脳血管関門の輸送障害

③レプチンレセプターの異常

④レセプター以降のシグナル伝達の異常

レプチンのシグナルが伝わらない

*ヒトでの肥満は、レプチン抵抗性が原因である。

(参照図 2) 

おわりに

脂肪の名誉のために申し上げておきますが、脂

肪は本来重要な役割を担っていますρ 体にとって

はなくてはならない成分に違いありませんu

その役割とは、

①飢餓のようなエネルギー不足の時、脂肪組織

が燃焼してエネルギーを補給する D

②体温を保つための断熱作用に役立つ。

③内臓を正常な位置に保つためのクッションと

して働く。

ということです。

ですから、男女ともに適量の脂肪を蓄えておく

ことは、健康を維持するうえからも不可欠な要素

といえますf また、必須脂肪酸の確保も大切であ

りますじ

厚生労働省が2010年までに生活習慣をこう変え

るという指針である「健康日本21Jの脂肪のエネ

-40-

肥満のまま

ルギーに占める割合 (20~10歳代)は、 27.1%を

25%以下になるように、また肥満 (Bl¥Hが24.2以

上の人)は、男性が32.8%を25%以下に、女性が

27.1%を20%以下にするとなっていますc これを

機会に、バランスのよい食事内容と、適度な運動

を組み合わせて、肥満の予防に努め、生活習慣病

の予防に努めてくださし、。

其の「健康美」とは、適度の筋肉と脂肪がバラ

ンスよく配分された「均整のとれたスリムなから

だJといえますこ
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