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アダモス医療ニュース  Ｎｏ.13 

 

糖尿病患者は 30 分ごとに軽い運動を―ADA の新ガイドライン 

CareNet HealthDay News 2016/11/15 

 糖尿病患者は、これまで推奨されてきたよりも、より頻繁に

身体を動かすべきとする新しいガイドラインが発表された。 

 米国糖尿病学会（ADA）による最新のガイドラインによると、

血糖コントロールを改善するには、糖尿病患者、とくに 2型糖

尿病患者では、パソコンの使用やテレビ視聴による座りがちな

時間が長引く場合には、30 分ごとに 3分間以上の軽い運動を行うべきだとしている。 

 軽い運動には、手足を伸ばすストレッチ、その場で足踏みや足上げをする、胴体をひ

ねる、サイドランジと呼ばれる片足に重心をかけてしゃがみこむ運動などが含まれる。

なお、ADA はこれまで軽い運動を 90 分ごとに行うよう勧告していた。 

 「今回改訂されたガイドラインでは、血糖コントロールの質を向上させるためには、

1日に少なくとも 30 分間は身体を確実に動かすように強調している」と、ガイドライ

ンの作成を主導した ADA の運動コンサルタントを務める Sheri Colberg 氏は述べてい

る。 

 これらの運動は通常の運動に加えて行うべきで、糖尿病患者はより活動的に過ごすこ

とが推奨されている。「実際に何をすればよいかを示している点で、このガイドライン

は優れている」と、同氏は説明している。 

 このガイドラインでは、有酸素運動、筋肉トレーニング、柔軟性や平衡感覚を鍛える

トレーニングのほか、日常生活での運動も重視しており、それぞれの運動にどういった

効果があるのかを詳細に解説している。 

 たとえば、有酸素運動は 2型糖尿病患者の血糖値の改善や減量、心疾患リスクの低減

に有効であり、定期的な有酸素運動や筋肉トレーニングは、1型糖尿病患者においてイ

ンスリン感受性の改善や心臓を強くしたり、筋肉を強化するなどのベネフィットをもた

らすとしている。 

 また、妊娠糖尿病の女性には有酸素運動や筋肉トレーニングが推奨されており、糖尿

病前症の人には、運動と生活習慣の改善を組み合わせることで 2型糖尿病への進展を予

防することが強く勧められている。さらに、運動中の血糖値をどのようにモニタリング

するべきか、その方法についても述べられている。 

 180 件以上の研究と糖尿病や運動の専門家から得られた情報に基づいて作成されたこ

のガイドラインは、「Diabetes Care」11 月 1 日号に掲載された。 

[2016 年 10 月 26 日/HealthDayNews]Copyright (c) 2016 HealthDay. All rights 

reserved.利用規定はこちら 

原著論文はこちら 

Sheri R. Colberg, et al. Diabetes Care. 2016; 39: 2065-2079. 

 

医療維新 

シリーズ真価問われる専門医改革  

専門医の必要数、タブー視せず議論を - 尾身茂・JCHO 理事長に聞く◆Vol.1  
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医師数に関するグランドデザインが必要  

インタビュー 2016 年 8 月 22 日 (月)配信聞き手・まとめ：橋本佳子（m3.com 編集長）  

 

 2017 年度からの実施が「1 年延期」となった新専門医制度。その最終判断がなされた

のは、7月 20 日の日本専門医機構の「専門医研修プログラムと地域医療にかかわる新

たな検討委員会」と、その後に開催された理事会だ（『新専門医制度、全 19 領域とも

「1 年延期」へ』を参照）。同検討会で、各基本診療領域の代表に加え、出席したの

が、JCHO（独立行政法人地域医療推進機構）理事長の尾身茂氏。尾身氏は、元 WHO（世

界保健機関）の西太平洋地域事務局事務局長であり、公衆衛生の立場から「新専門医制

度についての提案」を行った。その内容を踏まえつつ、専門医制度をめぐる考えをお聞

きした（2016 年 8 月 5 日にインタビュー。計 4回の連載）。 

―先生は、新専門医制度をめぐる動きについて、どう捉え、見ておられたのでしょう

か。 

 新専門医制度に対して私は、一人の医師として、また公的病院である JCHO の理事長

として、さらに WHO でも仕事をしていたので他の国と比較するという、三つの視点から

関心を持っていました。JCHO の全国 57 病院をはじめ、医療の現場から新専門医制度に

関する懸念は耳にしていましたが、JCHO の病院のためというより、日本の医療全体の

問題として、大変重要であると捉えていたので

す。 

 

尾身茂氏は、医師のプロフェッショナルフリーダ

ムと社会的責務のバランスを取り、専門医制度の

在り方を検討する必要性を説く。 

 なぜ新専門医制度が延期という事態になってし

まったのかを考えると、「複雑な方程式」を解く

ような極めて困難な仕事であるという理由が挙げ

られます。 

 こうした「複雑な方程式」を解く際には、本質を押さえず、個別の議論だけに終始す

ると、どうしても全体を見失う傾向があります。これは、新専門医制度の問題に限らな

いことです。では今回の場合、本質とは何か。それは 2013 年 4 月にまとめられた厚生

労働省の「専門医の在り方に関する検討会」の報告書（以下、検討会報告書）です。

これは非常に良く書かれた報告書で、「専門医の質の向上」を大きな目標として掲げて

いますが、それに加えて、「国民の視点」「医師偏在の視点への配慮」「中立的な第三

者の関与」の重要性が指摘されています。つまり学会をはじめ、専門領域の関係者だけ

でなく、中立的な第三者も含めて、地域医療への影響なども念頭に議論するよう、はっ

きりと求めています。 

 日本専門医機構の新旧の執行部をはじめ、関係者のいろいろなご努力に対しては、

敬意を表したいと思います。しかし、これまでは、「専門医の質の向上」に重点が置

かれ、意図的ではないと思いますが、その他の 3つの視点については、あまり考慮され

てこなかったのが現実でしょう。 
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――制度を具体化する議論の中で、それら四つの視点のバランスがうまく取れなかっ

た。 

 これまでの専門医制度は、学会が独自の方針で運営してきた結果、認定基準が統一さ

れておらず、国民にとって分かりにくいものになっており、それを見直すのが新専門医

制度の目的でした。学会の「お手盛り」ではない制度にするためには、どうしても外部

の目、客観的な目を入れなければいけなかったのに、それが不十分だったのだと思うの

です。 

 さらに「2017 年 4 月から開始」という結論が先に出ており、関係者の議論を尽くさ

ないままに、時間が迫ってきたという問題も大きい。ただでさえ、中小病院、地方の

病院には医師が少ないのが現実。その中で、専門医の質だけを高めようとすると、症例

数が多い大規模病院に医師が集まるようになることが考えられるため、医療界の中で、

特に医療の現場を担っている人たちの中から、「何とかしてもらいたい」という声が上

がってきました。 

――7 月 20 日の日本専門医機構の「専門医研修プログラムと地域医療にかかわる新た

な検討委員会」では、尾身先生は、新専門医制度をめぐる問題解決のための「必要条

件」として、「一般社会に対しても説明でき、納得してもらえる専門医制度のあるべき

姿についての『基本的な考え』について、医療関係者の間で合意を得ることが必要」と

指摘されています。 

 専門医制度に関する「基本的な考え」、物事を決める根拠が必要です。法律で言う

「憲法」に当たる大原則がないと、関係者の「綱引き」が継続するだけでなく、医療

界、国民全体への説明責任が果たせなくなります。「基本的な考え」として、（1）診

療科別の「研修枠」、（2）医師の「地理的偏在」の解消、（3）専門医制度の「将来

の地域医療への影響」、（4）「根拠に基づく」意思決定――の 4つを挙げ、その上で

7 つの「提案」をしています。 

――まず診療科別の大まかな「研修枠」については、「医師にはプロフェッショナルフ

リーダムが認められると同時に、地域のニーズに応える社会的責務があるという考えの

基に、多くの先進諸国で実施されている」と指摘されています。 

 「研修枠」については、「そもそも専門医制度構築に当たっては、将来の医療ニーズ

を視野に入れつつ、あるべき姿の概要を検討しながら行うのは当然のことである」と指

摘しました。 

 わが国の医療は、基本的には国民の支払う保険料、税金で賄われています。また医学

部には、私立大学も含め、多額の税金が投入され、「公共的な財産」という考え方で運

営されていますが、「箸の上げ下ろし」まで行政に指示されるのは、プロフェッショナ

ルオートノミーで動くべき集団としてはふさわしくありません。そんなことをしていた

ら、優秀な人材は来なくなります。その結果、一番のしわ寄せを受けるのは国民であ

り、プロフェッショナルフリーダムは十分に尊重されなければいけません。 

 ただ同時に、プロフェッショナルフリーダムだけを認めていると、例えば、特定の診

療科だけに医師が集中してしまったら、どうなるか。あるいは皆が「都会がいいから」

と言って、特定の都市に集中したらどうなるか。医療はあくまで国民のためにあるので

あり、医師は、医学の発展に貢献するだけでなく、地域のニーズに応える責務がありま

す。欧米諸国には、医師のプロフェッショナルフリーダムと社会的責務のバランスを
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取るための仕組みがあります。その主体は、国、学会などプロフェッショナル集団、

保険者などさまざまですが、基本的な考えは皆、同じです。 

 しかし、日本ではこうした議論をすることが、「タブー視されてきた」傾向があり

ましたが、今回のことを契機にオープンに議論することが求められていると思いま

す。 

――医療のニーズのない分野や地域に、医師が多く集まりすぎたら、医師としての仕事

は成り立たないので、地域のニーズに応えることは、医師のためでもあるのではないで

しょうか。 

 その通りです。「研修枠」の設定は、医学生や若手医師たちが、将来、日本の医療が

どんな方向に行くかを理解するのに役立ち、専門とする診療科、働く地域を選択する上

でも必要です。 

 日本専門医機構の主たる仕事は、専門医養成のための研修の在り方を考えること。

ただし、その際に、各地域で各領域の専門医がどのくらい必要かを考えなければいけ

ません。今までは「研修枠」がなかったので、どんなデータを活用し、どんな考えで

「研修枠」を決めるか、またそれを決めた場合に、そこに至る過程をどう考えるかなど

も含めて、大きな方向性についての議論が必要です。 

 7 月 20 日の日本専門医機構の検討会で説明した際も、「研修枠」について、反対意

見は出ませんでした。むしろある人からは、「この考え方は面白いけれど、方法論があ

るのか」という質問が出ました。「将来の人口動態の変化」「疾病構造の変化」「モー

タリゼーション・交通の利便性」なども考慮し、全国および各地域の診療科ごとのニー

ズに関するデータなどを基にすれば、各都道府県、あるいは 2次医療圏ごとに、「一定

の幅を持った」各診療科別の専攻医の「研修枠」を設定することが可能です。 

 【掲載スケジュール】 

 Vol.1 専門医の必要数、タブー視せず議論を 

 Vol.2 「大病院と中小病院」の偏在にも留意 

 Vol.3 総合診療専門医、質とコストの両面で有用 

 Vol.4 医師養成のグランドデザイン考える好機 

 

シリーズ真価問われる専門医改革  

「大病院と中小病院」の偏在にも留意 - 尾身茂・JCHO 理事長に聞く◆Vol.2  

専門医とサブスペシャルティの「医師像」の議論必要  

インタビュー 2016 年 8 月 25 日 (木)配信聞き手・まとめ：橋本佳子（m3.com 編集長）  

――7 月 20 日の日本専門医機構の検討会で提案した、専門医制度に

関する「基本的な考え」の（2）として、医師の「地理的偏在」の解

消を挙げています。 

尾身茂氏は、関係者間の”綱引き“が新専門医制度の混乱の一因と

見る。 

 これは専門研修後の話です。診療科の偏在については、「研修

枠」の考えで徐々に改善されます。しかし、専門研修を終えた医師

が、どの地域で働くか、つまり「地理的偏在」については、専門医

制度の議論の”枠外”の話であり、別途議論する必要があります。 
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――医師の地域偏在は、専門医制度だけで解決できる問題ではない。 

 その通りです。既に幾つかの場で議論が始まっています（『「医師の目標値」、地域

別に医療計画で設定へ』などを参照）。 

――「基本的な考え」の（3）の中で、専門医とは何かにも触れており、「専門研修で

は、各診療科における標準的な医師の養成が求められている。各診療領域ではさらに細

分化された高度な専門教育（サブスペシャルティ）が予定されていることを考えれば、

専門研修には、地域の中小医療機関も積極的に参加することが求められる」とまとめて

います。 

 厚労省の「専門医の在り方に関する検討会」の 2013 年 4 月の報告書にも書いてある

通り、専門医は、「スーパードクター」ではなく、各診療領域の標準的な医療ができる

医師、基本的な診断と治療、コミュニケーションの技術などを持った医師だと定義して

います。 

 医学部 6年間の医学教育では、医療人としての基本的な知識や考え方の基礎を学ぶ。

卒後 2 年間の臨床研修は、医師としてのベーシックな知識を学び、経験を積む場。専

門研修は、領域別の専門的な医療の基礎を学ぶ場であり、その上にサブスペシャルテ

ィの専門医養成のための研修があるわけです。 

 外科領域を例に挙げると、膵臓がんなどは、ベッド数 100～200 床程度の地方の一般

病院で、日常的に行う手術ではありません。それを担うのが、サブスペシャルティの専

門医が常駐する大病院。一方、外科領域の基礎にある胆石やヘルニアの手術などは、大

病院ではなく、一般病院で日常的に行う手術です。基本領域の専門研修が、「大学病院

や高次機能病院でしかできない」などとなったら、「一般病院は標準的な医療を実施し

ていないのか、学べないのか。そんなところに日本の医療を任せていたのか」という議

論にもなりかねません。 

――言い換えれば、一般病院の各診療科で「標準的な医療」を担える医師の養成が目的

であり、専門研修の場は、大学病院ではなく、一般病院を中心にすべきということです

か。大学病院で行う医療は、サブスペシャルティの研修で学ぶべきだと。 

 その辺りの線引きをどうするかについて、関係者の間で「綱引き」があり、今回の

新専門医制度をめぐる混乱につながったのだと思います。 

――ただ、「標準的な医療」と言っても、診療科によって、また医師によってもイメー

ジするものが異なると想定されるため、その「基本的な考え」を整理することも必要。 

 はい。この辺りを整理すれば、基幹病院と連携病院がどのように役割分担をし、連携

するか、その在り方も決まってくると思います。先ほど説明した「医師の地理的偏

在」には、「都会と地方」だけでなく、「大病院と中小病院」という偏在もあり、

「症例数」「指導医数」などだけで研修施設のハードルを高くし過ぎると、今でさ

え、医師不足で困っている中小病院がさらに厳しい状況に立たされます。 

 もちろん、診療科によってもその研修の在り方は異なってきます。それは大事です

が、「横串」を刺した議論も必要です。各科だけの考えで決めていたのでは、関係者

間の”綱引き“が続くことになりかねません。 

――そして「基本的な考え」の 4 番目が、「根拠に基づく意思決定」。 

 これからの制度設計に関する意思決定では、（1）可能な限り、早急に専門医に関連

するデータベースを整理・強化し、エビデンスを基に行う、（2）わが国の医療が、基
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本的には国民の支払う保険料、税金で賄われていることを考えれば、プロフェッショナ

ルフリーダムを尊重すると同時に、地域や社会のニーズにも応える――の 2点が重要で

す。 

――日本専門医機構は 7 月 20 日の理事会で、「将来のわが国の人口構成や疾病構造な

どを勘案して、あるべき専門医の姿を検討する場を設ける」ことを決定しました（『新

専門医制度、全 19 領域とも「1 年延期」へ』を参照）。医療計画などの見直しが進む

中で、専門医の問題に限らず、総合的に議論することが必要になりますか（『「医師の

目標値」、地域別に医療計画で設定へ』を参照）。その場はどこに置くのがふさわしい

でしょうか。 

 はい、日本専門医機構の内部の議論とは別に並行して、「新たな検討の場」とし

て、機構や学会だけでなく、中立的な第三者による議論が必要だと考えています。議

論の中身も透明化し、エビデンスに基づく意思決定がなされれば、専門医制度に対する

国民、医療界からの信頼が増すでしょう。 

  

医療維新 

シリーズ真価問われる専門医改革  

総合診療専門医、質とコストの両面で有用 - 尾身茂・JCHO 理事長に聞く◆Vol.3  

必要数の決定には「日本の国民の決断」も  

インタビュー 2016 年 8 月 30 日 (火)配信聞き手・まとめ：橋本佳子（m3.com 編集長）  

 

――では、新たに基本領域の専門医として加わる総合診療専門医について、どうお考え

ですか。  

 一つの専門領域として極めて重要だと思います。総合診療専門医の医学としての専

門性は、他の基本領域とは別に存在する固有のものです。それは若い医師が内科、外

科などの各診療科を数カ月単位で研修したくらいで獲得できるものではありません。

マクロな視点、そして患者さんの視点、両方から考えても、総合診療専門医は必要で

す。 

 まずマクロな視点です。欧米では、幅広くさまざまな疾患を臨床の一線で診ることが

できる医師と、その後方に専門医がいて、両者がうまく役割分担をしている地域と、そ

うではない地域では、前者の方が、医療の質、医療のアウトカムが高いというエビデン

スが出ています。さらに、その 2 次的な効果として医療費も削減できることが分かって

います。 

 日本の医療機関の 7、8 割は中小病院です。ベッド数 100～200 床の病院が、日本の地

域医療を支えています。しかし、ここ 10 年くらいの期間で見ても、例えば医師が 16 人

くらいいた病院が、6人まで減少するなど、医師不足に直面している医療機関は多い。

それはなぜか。単に「医師が足りない」「医師が都会に集中してしまう」という議論

になりがちですが、実は総合診療専門医の話と非常に関係があります。 

 都市部の大病院とは異なり、中小病院では、夜間は医師が 1、2人のみで当直してい

るケースが少なくありません。しかし、例えば、「今日は小児科の先生が当直だから、

小児の患者しか受診しない」という事態はあり得ないのです。発熱や腹痛を訴える高齢

者、あるいは妊婦など、さまざまな患者さんが来るわけです。小児科の先生が、「私は
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診ることができません」と断ると、「たらい回し」と問題視される。良心的な先生ほ

ど、「悪いことをした」と思い、ストレスを感じるようになってしまうのです。それで

辞めていく。これに対し、総合診療的なトレーニングを受けた医師が当直していれば、

幅広い患者に対応できます。 

総合診療専門医の必要性を説く尾身茂氏。その必要数の決める際には、データ等のみ

ではなく、「あるべき医療」についての国民の決断が求められるという。 

 一方、患者さんの視点で考えてみると、特に高齢になると、複数の疾患に罹患するこ

とが多い。専門医は、自分の専門領域については、非常に深い知識と経験を持っていま

す。しかし、患者さんは「私は肺の病気です」と訴え

て受診するのではなく、「胸が痛い」「咳が出る」と

訴えてきます。ところが胸が痛いからといって、心

臓の病気とは限らず、それを見極められる医師がま

ず診ることが、疾患の見落としなどを防ぐために極

めて重要です。またよく言われることですが、複数

の疾患を有している患者さんが各科で処方されていた

のでは、薬の種類や量は増えるばかり。ポリファー

マーシーの問題に対応するためにも、総合診療専門医のように、一人の患者さんを全

人的に診る医師が必要です。 

 各基本診療領域の専門医の将来の必要数は、総合診療専門医をどの程度養成するか

によっても変わってきます。この点の議論もしておかないと、各領域とも「もっと医

師がほしい」といった意見になりがち。総合診療専門医の数を急速に増やすことはで

きませんが、10 年、20 年経った時点での医療提供体制を踏まえて、今からどんな医師

を養成すべきかを議論することが必要です。 

――総合診療専門医が担う医療の範囲や必要数を議論しないと、各基本診療領域の専門

医の必要数は決まらない。 

 そうです。総合診療専門医は、何も診療所医師に限りません。いずれは中小病院で

は「ホスピタリスト」として活躍する人がでてきます。全国の中小病院のニーズを聞

くと、「総合診療的な能力を持っている人がほしい」との答えが帰ってきます。こうし

た実情は、大学病院にいるとなかなか分かりません。大学病院での医療、地域の一般

病院や診療所での医療、その両方の担い手が必要なのです。この観点がないと、いく

ら医師の養成数を増やしても、「医師不足」は解消しません。 

――尾身先生は「根拠に基づく意思決定」の重要性を指摘されています。どんなデータ

があれば、今お聞きした辺りの建設な議論が可能なのでしょうか。 

 大きく分ければ二つ。まず現状がどうか。現在の様々なデータを統合、分析すれば、

地域別、各領域別の疾患数は相当程度分かります。それに将来の人口動態、疾病構造の

変化、道路事情などをおおよそ把握することができれば、必要な専門医の数もある程度

推計できます。 

 ただし、総合診療専門医の必要数を決めるに当たっては、そのような推計と同時

に、医療界のみならず「あるべき医療」についての日本の国民の決断が必要になりま

す。「総合的に診る医師が必要」と同意できれば、総合診療専門医の養成に力を入れ

ていく。医療制度の在り方を検討する際には、データも必要ですが、それだけでは決
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まらず、国民の価値観が入ってきます。その際、欧米諸国の現状を参考にしたり、

我々の想像力を働かせることが必要です。欧米諸国では、国による違いがありますが、

医師全体の 2、3割は総合診療専門医が占めます。この議論を進めると、イギリスの

「人頭払い制」を想起する人もいますが、そうではなくフリーアクセスは確保しつつ、

限られたリソースをどう活用するかを考える時代に入ってきたということです。 

――日本医師会は、医療提供体制で考えるべきは「かかりつけ医」であり、「総合診療

専門医はあくまで学問的な面から評価したもの」と説明されています。先生は、地域医

療の担い手としての総合診療専門医の位置付けをお考えになっている。 

 過渡期の話と、将来の話を分けた方がいいでしょう。私は、総合診療専門医は 19 番

目の基本診療領域の専門医として認められたのであり、地域医療の担い手として、総

合診療専門医は重要だと考えています。ただし、その養成には時間がかかります。過

渡期の対応として総合診療専門医としての正式な研修を受けていなくても、現実に総合

診療的な医療をやっている医師はたくさんいるので、そういう人の役割を評価していく

とともに、今後はシステムとして総合診療専門医を養成していくことが必要になってい

ます。 

――何年後かは分かりませんが、将来的には「かかりつけ医、イコール総合診療専門

医」となってくる。 

 じっくりと徐々にそうした体制を作り、最終的には国民が選んでいくことだと思いま

す。 

 

医療維新 

シリーズ真価問われる専門医改革  

医師養成のグランドデザイン考える好機 - 尾身茂・JCHO 理事長に聞く◆Vol.4  

基礎医学、社会医学系の医師養成も念頭に  

インタビュー 2016 年 9 月 4 日 (日)配信聞き手・まとめ：橋本佳子（m3.com 編集長）  

 

――7 月 20 日の日本専門医機構の「専門医研修プログラムと地域医療にかかわる新た

な検討委員会」では、尾身先生は「7つの提案」をしています（文末参照）。その中

で、「日本専門医機構が、与えられたミッションを果たすためには、組織の中立性を損

なわない形での財源の確保、および事務局機能のさらなる強化が求められる」と提言し

ています。 

尾身茂氏は、臨床系のみではなく、基礎や社会医学系に進む医師養

成の在り方も併せて検討する必要性を指摘。 

 これは大きな組織を作るというより、しっかりとした議論ができ

るための必要な機能を持つという意味です。 

――最後にお聞きしますが、尾身先生の専門である公衆衛生、ある

いは基礎研究に進む医師にとっては、今後、どんなキャリアが想定

されますか。 

 確かに今の議論は、臨床の道に進む医師の議論です。医学部を卒業した時点では、

「医師の卵」にすぎません。国民の負託に応え、医学技術の進歩、あるいは日本の医

療のために本当に役に立つプロを育てていく必要があり、臨床、行政も含めた公衆衛
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生、そして基礎研究という三つの分野の医師の養成が求められます。公衆衛生や基礎

研究に従事する医師をいかに育てるかについての議論も重要で、臨床分野の医師養成と

も関係する問題です。 

 基礎研究は日本の成長産業を支える分野の一つです。また公衆衛生も非常に重要です

が、この分野は優秀な医師が数多く活躍している米国などと比べて、日本は弱い。今

の専門医制度と地域医療との関係をめぐる議論は、「Public Health」の問題でもあり

ましたが、残念ながら、その領域の人の関与が少なかったと思います。厚労省にも、

「Public Health」のトレーニングをしっかり受けた人が、数多く入っていくべきで

す。公衆衛生や基礎研究の道に進むための研修の仕方は、臨床とは異なります。それぞ

れをプロとして養成していくことが必要です。 

――卒後 2 年間の臨床研修は義務ですが、それ以降のキャリアを複合的に考えていく必

要があり、全員が必ずしも 19 の基本領域のいずれかに進まなければいけないわけでは

ない。社会医学系の学会では、独自に専門医制度を立ち上げる動きもあります。 

 はい、その辺りの議論もされていません。私の感覚では、公衆衛生のプロになるな

ら、卒後 2 年間の臨床研修で十分ですが、「医師は皆、基本領域の専門医を取得しなけ

ればいけない」といった議論になっています。もっと社会医学系の医師もがんばらない

といけない。 

――質の高い専門医を養成するというコンセンサスはあっても、日本の将来の医療を考

えた上で、各領域でどんな専門医を養成するか、そのグランドデザインについての議論

がなかった。 

 その通りです。病床数についての議論はあっても、医師数に関しては、国で医師の需

給に関する議論がようやく始まったところです（『偏在対策「強力」に、「医師の働き

方ビジョン」も策定』を参照）。 

 その意味では、医師数に関するグランドデザインについて議論をする時期が熟して

来ています。2017 年度からの実施が延期になったことは、こうした議論ができるよう

になったという意味でよかったと思っています。 

 

日本専門医機構の「専門医研修プログラムと地域医療にかかわる新たな検討委員会」

における尾身氏の「提案」（2016 年 7 月 20 日） 

1．既に検討されている各領域のプログラムを来年度から実施するか、延期するかにつ

いては、（1）地域医療の現場から医師の偏在につき、強い不安・懸念が表明されてい

ること、（2）専門医制度の在り方が現在のみならず将来の地域医療提供体制に与える

多大な影響の 2点を考えれば、基本的には、制度の開始を 1年延ばし、この間しっかり

した議論を行い、2018 年度を目途に本格的な制度を開始すべきである。 

2．ただし、2017 年度から実行しても、医師の偏在が、直近過去数年間の状況と比較

し、悪化する可能性がない、あるいはむしろ状況が改善される、と明らかに判断される

プログラムに限っては、2017 根度から開始する。 

3．なお、1と 2 とは別に、延期した期間に、各都道府県あるいは 2次医療圏ごとに、

「一定程度の幅を持った」各診療科別の「専攻医研修枠」を設定することが求められ

る。ただし、そこに至る道筋は時間をかけて徐々に行うべきである。 
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4．また専攻医を終えた医師の「地理的偏在」については「専攻医研修枠」の方法では

解決されないので、専門医制度の議論とは別に、議論する必要がある。 

5．医師の診療科および地理的偏在の解消や専門医制度のあるべき姿の議論には、（厚

労省の）「専門医の在り方に関する検討会」で明確なように、臨床系の医師に加え、住

民の代表、公衆衛生関係者等、中立的な第三者の参加、さらに根拠（エビデンス）に基

づく意思決定が極めて重要である。また日本専門医機構の議論の透明性を高めるために

は、機構内部の議論とは別に、「新たな検討の場」のような中立的な第三者による議論

も適宜求められる。中立性、透明性が高まり、根拠（エビデンス）に基づく意思決定が

なされれば、機構に対する国民、医療界からの信頼が増すと思われる。 

6．なお、これからの時代、益々重要になると考えられる公衆衛生や基礎医学の専門教

育についても、そのあるべき姿について議論を開始すべきでる。 

7．日本専門医機構が、与えられたミッションを果たすためには、組織の中立性を損な

わない形での財源の確保、および事務局機能のさらなる強化が求められる。 

 

医療ニュース 

「こんなにスゴイ！？イマドキ病院事情」スクール革命！【8 月 14 日放送】  

テレビ 2016 年 8 月 16 日 (火)配信 Live on TV  

8 月 14 日(日) 11 時 45 分～12 時 45 分/4ch 日本テレビ 

医療大国 日本 驚きの病院事情！ 

  長寿世界一の日本における病院事情を特集する。ちなみに番組では DNA 分析で出演

者の寿命を測定、最高値は内村光良の 99 歳だった。 

Q. 日本人が 1 年間で病院へ行く平均回数は？ 

 ここでクイズ、「日本人が 1年間で病院へ行く平均回数は？」。正解は 12.8 回。ち

なみに韓国の 14.8 回に次いで世界 2位。人口あたりの病院数も韓国に次いで 2位、

CT・MRI の設置数は世界一。 

スマホ de ドック 

 スマートフォンアプリで健康診断サービスが受けられる「スマホ de ドック」を紹

介。血液採取は専用キットで指先から少量の血液を採り、郵送すると 2週間ほどで検査

結果をネットから見られる。 

ユニークな内装の病院 

 東京・江戸川区の江戸川病院では壁画やアーティスティックな内装を多用。MRI の部

屋にはゾウの顔がついている。兵庫県の小田歯科もユニークな内装。宝塚歌劇団をイメ

ージした部屋にはミラーボール、真風涼帆や柚希礼音のサインもある。総工費は 2000

万円とのこと。 

今週のゲスト先生 

 今週のゲスト先生は医師の石原新菜さん、サバンナの高橋茂雄。高橋茂雄は親戚に歯

科医が 7人いるという。石原新菜さんはイシハラクリニック副院長。 

Q. 今人間ドックは何をしながら受けられる？ 

 続いてのクイズは、あることをしながら受けられる人間ドックがある。正解は「旅

行」。奈良県にある「グランソール奈良」はリゾートホテルのような客室や大浴場を備

え、1 泊 2食つきで 11 万円台から。海外からの利用者もいるそう。トークでは石原新
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菜医師が自分の健康診断はと聞かれ、自分で採血して調べていると答えた。親戚が歯科

医の高橋茂雄は、親戚の歯科医に通ったが待たされるのが嫌で近所の歯科医に変えたこ

とがあると答えた。 

Q. このベッドに隠された最新機能とは？ 

 続いては、最新機能を備えたベッドのある機能とは。正解は「車いすになる」。「リ

ショーネ」はベッドが車いすに変形、起き上がることなく外出できる。 

超便利な医療グッズをご紹介！ 

 続いて、光を腕に当てるだけで血管の位置がわかる「スタットベイン」を紹介。採血

のときに血管の位置がわかると失敗しないという。 

Q. 日本初！？2016 年 4 月から何を使った診療サービスが開始？ 

 続いては、4 月からあるものを使った診療サービスが開始。正解は「スマートフォ

ン」。「ポケットドクター」はスマートフォンやタブレットで診療、ビデオ通話で患部

をみてもらうなどして診断ができる。月額 500 円で 24 時間対応可能。 

Q. 新卒研修医の模擬試験で何の実技試験が行われる？ 

 続いてのクイズは、新卒研修医の模擬試験で行われるある実技試験とは。正解は「折

り紙」で、手先の器用さや集中力をみるという。岡山県・倉敷中央病院での試験のもよ

うを紹介した。15 ミリ四方の大きさの紙を使い、ピンセットで折る。 

ナース 50 人に聞いた！ぶっちゃけ病院裏事情！ 

 ここからはナースに聞いた病院の裏事情。1つ目の設問は「イケメンが多いのは何科

のドクター？」。1位は整形外科だった。スポーツをやっていたドクターが多いとい

う。石原新菜医師は、外科のドクターは飲み会に強く遊び人が多いと答えた。 

美容形成外科医 室孝明 

 続いてネットで話題のイケメンドクターを紹介。1人目は、ヴェリテクリニック福岡

院の室孝明先生。美容形成外科医、現在 41 歳。家は東京にあり福岡に勤務している。 

精神科医 徳増卓宏 

 ネットで話題のイケメンドクター、続いては精神科医の徳増卓宏先生。好みの女性を

聞くと番組メンバーの平愛梨を挙げた。 

ナース 50 人に聞いた！ぶっちゃけ病院裏事情！ 

 ナース 50 人に聞いた病院裏事情、続いてはオススメ口説きテク。「こっそり手紙を

渡す」が 1 位だった。周囲にばれると別れる必要があるため。続いては「玉の輿に乗る

なら何科のドクター？」。1位は内科だった。どこでも働ける、開業しやすいというメ

リットがある。一番多いのは歯科医で、歯科の数は 6万以上とコンビニよりも多い。続

いては「医療ドラマでよく見るありえないシーンは？」。手術前に手を高く上げながら

手術室に入るなどのシーンが挙がったという。平愛梨は手術シーンを撮影したことがあ

るといい、血のりをつけたら怖くなって震えてしまったことがあると答えた。 

看護学校に体験入学！ 

 千鳥の 2人が看護学校に体験入学。おかずクラブの 2人が付き添った。オカリナは看

護師経験 4 年の実務経験を持つ。お世話になるのは「至誠会看護専門学校」。 

1 限目 学科 

 学科の授業では、看護師が使ってはいけない NG ワードがあると教わった。胸が痛い

という患者がいるときを考えてとのヒント、正解は「大丈夫」だった。看護師は医師で
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はなく状況を判断する立場にないため、安易に患者に状況を判断させる言葉を使っては

いけない。 

2 限目 技術演習 

 続いて技術演習を体験。その前に服装チェックがあるといい、爪の長さや服のしわな

どがチェックされた。長い髪はまとめる、濃い化粧はしないなどの注意点もある。大悟

は「見た目がなんとなく不潔」と注意された。技術演習では血圧・体温・脈拍などの測

定を行った。脈拍を聴診器で聴く練習では、大悟がノブに深呼吸を要求し突っ込まれ

た。続いて介助の練習ではベッドから起きて立ち上がるまでをオカリナが実演。ベッド

の上での着替え、ベッドに寝かせての洗髪なども体験した。続いては採血。看護師の資

格がないと注射器を人に刺すことはできず、授業では資格のある教員が立ち会って行

う。演習では練習器具「かんたんくん」を用いた。オカリナは看護師の資格があるとの

ことで、オカリナがノブを相手に採血を実演した。お世話になったのは「至誠会看護専

門学校」。卒業後の就職率 100％を誇っている。 

病院何でもランキング！ 超豪華！病室ランキング 

 続いては病院に関するランキング。1つ目は超豪華な病室。3位は東京・武蔵野市の

水口病院にある、産婦人科の特別室。「エリーザベトルーム」は宮殿の一室のようなダ

イニングスペース、ロココ調の内装や家具などを備える。入院費は 1日 8万円。豪華な

病室、2位は東京・渋谷区の原宿リハビリテーション病院。昨年 4月オープン、特別室

には専用コンシェルジュがつく。中は高級ホテルのような内装になっている。バスルー

ムには大理石、浴室テレビなども備える。入院費は 1日 11 万円。 

 豪華な病室、1位は福岡・北九州市の小倉記念病院。心臓病に強い病院として知られ

る。豪華な病室は最上階にあり、約 25 畳のリビングやリクライニングつきベッドルー

ム、ウォークインクローゼットやジェットバスつきのバスルームなどを備える。家族と

過ごす快適空間を追求、広さ約 160 平方メートル。部屋には専属のナースが 24 時間つ

く。入院費は公開されていないが、誰でも知る超有名人などが使ったことがある。 

超豪華！病院食ランキング 

 続いてスタジオから、豪華な病院食を紹介。3位は兵庫・西宮市の高橋産婦人科クリ

ニック。季節の行事や特別な日にスペシャルメニューがふるまわれる。去年のクリスマ

スディナー、今年のおせち料理などの例を紹介した。2位は埼玉・富士見市の恵愛病

院。世界の一流ホテルで修業を積んだシェフが調理、ビュッフェも開催される。1位は

東京・千代田区の四谷メディカルキューブ。三國清三プロデュースの病院食が楽しめる

ほか、レストラン「ミクニマンスール」を併設している。 

超高価！高額医療機器ランキング 

 続いて高額な医療機器を紹介。3位は X線検査機器「CT」。1台 3000 万円から 2億

円。2 位は同じく体内を磁気で画像診断する「MRI」。X線を使わず被ばくしない、検査

時間が長く工事現場並みの騒音がするという違いがある。2013 年にほぼ無音に近い MRI

が発表された。1 台 5000 万円から 2億 5000 万円。 

 高額医療機器、1位は「PET／MRI」。がん細胞の発見などに使われる。1台 7億円。

その他の医療機器の価格を紹介。手術室で死角を作らない「手術室用ライト」、身長を

測る装置が動く「自動身長体重計」、歯科の椅子や医療器具がセットになった「デンタ
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ルユニット」の 3 つの価格を一度に紹介した。一番高いのはライトで 500 万円、続いて

デンタルユニットが 450 万円。自動身長体重計は 68 万円だった。 

この記事はテレビ放送ログデータ提供 Web サービス「Live on TV」の情報で作成されて

います。 

 

臨床ニュース 

「糖質の推奨量」定義はこう考えよ【時流◆糖質制限】 

山田悟・北里大学北里研究所病院糖尿病センター長に聞く◆Vol.1 

時流 2017 年 3 月 2 日 (木)配信 一般内科疾患内分泌・代謝疾患  

 

定義にとらわれる必要はないと話す山田氏 

 食事療法の中で、健康人の間にも広まっているのが「糖質制限」

だが、手軽にできるイメージを危惧する医療者は少なくない。

m3.com 意識調査「糖質制限、あなたは支持する？」では、医師の 6

割が肯定的な意見を示したが、一方で 4人に 1人は慎重な姿勢だっ

た（『糖質制限、医師の 6割が「支持」』を参照）。北里大学北里

研究所病院糖尿病センター長の山田悟氏に、適切な摂取量など糖質

制限の留意点について尋ねた。（聞き手・まとめ：m3.com 編集部 森圭吾） 

大事なのは定義よりも結果 

――糖尿病治療における 1日の糖質摂取推奨量について、どうお考えですか。 

 1 食につき 20-40g を 1 日 3 食、これとは別に嗜好品で 1日 10g ほど摂取すると考え

れば、70-130g/日になるような食べ方が良いと思います。ただし、決して 70-130g/日

さえ守っていれば良い訳ではなく、1食 20-40g を優先した考えから算出している数値

です。食事のたびに食後高血糖が起きているので、当然のことながら毎回、食後高血糖

が起きないように糖質量をコントロールする考えです。 

 世界的にさまざまな論文で使われている糖質制限食の定義では、ある国の研究グルー

プでは糖質の摂取量が 120g 以下、別の研究者の考え方では 130g 以下、あるいは 150g

以下などとありますが、こうした数値にとらわれる必要はありません。 

 われわれが実施したランダム化比較試験（RCT）では、参加者の 1日当たりの摂取量

が平均で 130g になりました（Intern Med 2014, 53, 13-19）。RCT に登録するという

ことは、少なくとも糖尿病治療における食事療法への意識が高いであろうと思われる人

たちですが、それでも平均が 130g ということは、半分の人は 130g/日を守れていなか

ったということです。 

 にもかかわらず、参加者全員の HbA1c は低下していたのです。糖尿病治療における糖

質制限の目的は、あくまでも血糖改善なのだから、70-130g/日であれ、150g 以下/日で

あれ、どのような定義を用いて指導するにせよ結果が得られればいいのです。たとえ指

導内容と乖離した摂取量であっても、治療目的が達成できていればそれでいい。だか

ら、定義にはそれほどとらわれる必要はないと考えています。 

――糖質摂取の推奨量に下限は設けるべきなのでしょうか。 

 他の糖質制限食の研究者とわれわれが大きく異なるのは、糖質摂取の推奨量に下限を

設けている点です。極端な糖質制限食、いわゆる「ケトジェニックダイエット（ケトン
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産生食）」への考え方については、2015 年に発表された EMPA-REG アウトカム試験で総

死亡率の低減が認められる結果が出て、2016 年にその機序として「ケトンの産生こそ

が SGLT2 阻害薬における臓器保護、生命予後の改善を生む」という仮説が提唱されてお

り、取り巻く状況はかなり大きく変化していると思います。ただし、この点について現

時点では議論があるところなので、われわれはケトジェニックダイエットをまだ避けて

います。 

 実は、ケトジェニックダイエットを実施する際には、マルチビタミンやミネラル、カ

ルシウムなどのサプリメントを摂取するようにとてんかんの国際的な治療グループが推

奨しています。われわれはサプリメントを摂取しないと微量元素が不足するような食べ

方は推奨しないという考えから、下限をなくしていないのです。これが、先ほど示した

推奨量となります。 

グリセミック指数だけで判断は「早計」 

――糖質の「質」に着目した低 Glycemic Index（GI、グリセミック指数）食はどうで

しょうか。 

 糖質の「量」に主眼を置く糖質制限に対し、糖質の「質」に着目した低 GI 食に関す

る研究も盛んに行われていますが、OmniCarb 試験では、糖質の量と質のどちらが糖代

謝への影響がより強いのか、ということについて検討がなされました。それによると、

低糖質であれば高 GI、低 GI に関わらず血糖の改善につながるとの結果でした。一方

で、低 GI 時の高糖質摂取は、低糖質摂取下での高 GI より血液中の糖とタンパクが結合

してできるフルクトサミン（FA）や、血中タンパク質のアルブミンとブドウ糖が結合し

たグリコアルブミン（GA）の成績が悪いのです（BMJ Open Diabetes Research and 

Care 2016, 4, e000276）。GI は高糖質の状態では効くのでしょうが、低糖質の状態で

あれば、あまり関係しないだろうと思います。 

 もう一点、GI で気を付けたいのは、果糖に対する判断が甘くなることです。果糖は

ブドウ糖に変換しにくいので、GI は 20（低 GI＝55 以下）となりますが、これをもって

果糖が低 GI の良い食品と言えるかといえば、懐疑的です。というのも、UCD のグルー

プがまとめた論文（J Clin Invest 2009, 119, 1322-1334）によると、果糖摂取群とブ

ドウ糖摂取群で糖代謝能を比較したところ、果糖群の方が 3カ月後の糖代謝能が悪くな

っていたのです。 

 中性脂肪（TG）に転換しやすい果糖では、内臓脂肪が付いてインスリン抵抗性が高く

なっているのです。GI とは、単回投与における食後血糖に対する影響を見た結果です

が、果糖では中長期的な影響がある。そう考えると、やはり GI だけで判断するのは早

計だろうと思います。（続く） 

 

【訂正】2017/03/03、以下の点を修正しました。記事中で言及のある論文のうち、J 

Clin Invest 2009, 119, 1322-1334 の研究グループが UCLA となっていましたが、責任

研究者の所属は UCD（米カリフォルニア大学デイビス校）でした。お詫びして訂正しま

す。  

関連リンク 

 北里大学北里研究所病院 

【時流◆糖質制限】山田悟・北里大学北里研究所病院糖尿病センター長に聞く 
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 Vol. 1 「糖質の推奨量」定義はこう考えよ 

 Vol. 2 糖質制限とカロリー制限の誤解 

 Vol. 3 臨床に即した「糖質制限」に活路を 

 

臨床ニュース 

糖質制限とカロリー制限の誤解【時流◆糖質制限】 

山田悟・北里大学北里研究所病院糖尿病センター長に聞く◆Vol.2 

時流 2017 年 3 月 7 日 (火)配信 一般内科疾患内分泌・代謝疾患  

 

糖質制限に対する誤解を指摘する山田氏 

 健康人の間でも広まっている糖質制限だが、安易に導入する

風潮を心配する医療従事者は少なくない。m3.com 意識調査で

は、糖質制限を「支持しない」「どちらかと言えば支持しな

い」の理由として、身体への害やフレイルなどへの懸念を示す

回答が寄せられた（『「糖質制限で 1年 12kg 減」「減量目的

は NG」』を参照）。こうした声に対し、北里大学北里研究所

病院糖尿病センター長の山田悟氏は、「糖質制限をカロリー制

限と誤解している可能性がある」と指摘する。（聞き手・まとめ：m3.com 編集部 森圭

吾） 

空腹時血糖が正常な「隠れ食後高血糖者」 

――糖質制限は、糖尿病患者だけでなく健康人も取り組んでいます。 

 個人的には糖尿病患者に限らず、健康な人でも希望するのであれば取り組んでも問題

ないとの考えです。私は、科学的根拠に基づいて、人々がおいしく、楽しく食事でき

て、その上で健康を増進できることを実現させるために「食・楽・健康協会」という組

織による取り組みを展開しています。そこで定義する糖質制限を「ロカボ」と名付け、

一般の人々や企業などの活動を学術的観点からサポートしているのです。 

 このような取り組みをしている理由は、日本人の中に「隠れ食後高血糖」なる人々が

かなりいると思われるからです。日本人の通常量とされる 1食 100g の糖質を摂取する

群（通常食群）と、摂取カロリーは多いもののロカボ食で糖質摂取量を 1食 30g 程度に

抑えた群（ロカボ食群）で食後 1 時間の血糖値を比較しながら食品企業の社員にセミナ

ーをするということを何回も実施してきました。 

 すると、ロカボ食群の食後血糖の平均値は 120-130mg/dL 程度なのですが、通常食群

では空腹時血糖が正常であっても、食後血糖は平均で 180mg/dL まで上昇していたので

す（unpublished data）。これまでの 50 回ほどのセミナーでは通常食群の食後血糖値

が平均 200mg/dL を超えた回が 2 度ほどありました。食前血糖値は全員正常にもかかわ

らずです。つまり、健康診断で空腹時血糖が正常と診断される一見健康な日本人の中

に、いわゆる「隠れ食後高血糖者」が、かなりいると推定されます。食後高血糖は、酸

化ストレスや動脈硬化にかかわり、臓器に対する負担は必ず起こっているでしょう。だ

からこそ私は健康人にも食後高血糖を抑える糖質制限の動きを広げた方がいいと考えて

います。 
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 患者さんが最終的に糖質を摂取する量は、どうにもコントロールできませんが、糖質

制限食を作る側の目安、あるいは糖質制限を指導する側の目安としては、1食当たり

20-40g、嗜好品ならば 10g/日。これで統一しておけば、迷う必要はありません。 

蛋白質や脂質も抑えると「血糖上昇が促進的に」 

――糖質制限の身体に対する長期的な影響は、どうお考えですか。 

 糖質制限の理解が足りない方は、残念ながらカロリー制限に対する理解も不足してい

ると思います。そもそもカロリー制限食の目的は、減量にあります。日本糖尿病学会は

2002 年に最初の「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン」をまとめ、2016 年に

最新版を出しましたが、その時に初めて食事療法の目的を明記したのです。「体重の減

量にある」と書かれ、このために採用している食事法が、カロリー制限食だけとなって

いるのです。では肥満じゃない糖尿病患者さんは、どうすればいいのでしょうか。 

 3 大栄養素である糖質（炭水化物）、蛋白質、脂質のうち、糖質のバランスを変えれ

ば血糖改善が期待できますが、カロリー制限食で蛋白質や脂質も減らされれば、それこ

そ懸念があります。実は、欧州の研究（Diabetologia 2014, 57, 1807-1811）で蛋白質

を加えるとグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）が出され、日本の研究（Br J Nutr 2014, 

111, 1632-1640）で脂質を加えるとグルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド

（GIP）が分泌されることが指摘されています。つまり、血糖の改善に対しては蛋白質

と脂質を摂取していた方が良いことになるのです（Am J Clin Nutr 2011, 93, 984-

996）。カロリー制限食で蛋白質と脂質の摂取量も減らされれば、結果的に血糖の上昇

に対し促進的になってしまう。健康人であれ糖尿病患者であれ、日々の食生活でこれら

のバランスを保ちつつカロリーの摂取量を抑えた食事を続けるのは、現実的には難しく

血糖値の上昇に繋がりかねません。 

 だからこそ、糖尿病治療に対しては糖質制限食が良いと考えられる訳です。肥満の人

では減量効果が認められ、肥満の有無にかかわらず、われわれのデータでも中性脂肪

（TG）の改善効果があります（Intern Med 2014, 53, 13-19）。また、肥満の解消を介

しての 2次的効果であろうと考えられますが、血圧の改善も示されています。DIRECT

試験のデータでは、推定糸球体濾過量（eGFR）が 30－60 mL/分/1.73m3と慢性腎臓病の

重症度が中等度の人でも、最も eGFR を改善させたのが糖質制限との結果でした

（Diabetes Care 2013, 36, 2225-2232）。臓器保護効果が認められ、合併症の予防効

果があるとも言えるでしょう。（続く 

 

臨床ニュース 

臨床に即した「糖質制限」に活路を【時流◆糖質制限】 

山田悟・北里大学北里研究所病院糖尿病センター長に聞く◆Vol.3 

時流 2017 年 3 月 9 日 (木)配信 一般内科疾患内分泌・代謝疾患  

 

糖質制限のメリットを解説する山田氏 

糖質制限の意義を説明してきた北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟氏

は、その効果だけではなく「臨床現場に即した食事療法」と強調する。混同による誤解

があると指摘する「カロリー制限」との差異や糖尿病患者の食事療法に携わる医師が知
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っておくべき点について、解説いただいた。（聞き手・まとめ：m3.com 編集部 森圭

吾） 

CALERIE 試験の中止が意味すること 

――糖質制限食がカロリー制限食より「臨床で使いやすい」と考える理由を教えてく

ださい。 

 混同されることの多いカロリー制限食には、減量効果はありま

す。ただし、血糖の改善効果は罹病年数が長い場合には保証され

ていません（Diabet Med 2015, 32, 1149-1155）。減量によって

血圧は下がるかもしれませんが、DIRECT 試験では、糖質制限食が

中性脂肪（TG）を下げたのに比べ、カロリー制限食（脂質制限

食）は全く下げないことが明らかにされています（N Engl J Med 

2008, 359, 229-241）。カロリー制限食が脂質異常症を惹起する

とは思いませんが、脂質改善効果は「得がたい」という結論にな

ると思います。 

 カロリー制限食による寿命の延長効果を確認しようとした CALERIE 試験では、カロリ

ー制限食（制限食群）とコントロール食（対照群）を 2対 1の割合で無作為に割り付け

て 2年間までの結果が報告されています（J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2015, 70, 

1097–1104）。対照群のドロップアウトは 75 人中 4人で、そのうち 3人の理由は妊娠で

残る 1人はカロリー制限を希望して試験に同意したのに、対照群に割り付けられたため

同意を撤回したのです。 

 制限食群の 145 人では、もともとのカロリー摂取量から 75％に抑える食べ方で進め

られたのですが、最初の 6 カ月間では平均摂取量が 82％と当初の設定より 7ポイント

もオーバーしていました。6カ月以後は 92％まで上昇しています。カロリー制限食で

は、栄養バランスと総カロリー摂取量に気を配りつつ、さらに空腹をこらえなければな

らないため、よほどの精神力や知識がない限り個人で守ることは難しいと言えます。 

 また、145 人中 28 人が試験からドロップアウトしており、特筆すべきは 3人が 5％以

上の骨密度低下を来たし、4人が貧血を起こしたため、試験からの離脱を余儀なくされ

ていることです。Look AHEAD 試験という別の試験でもカロリー制限食による骨密度の

低下が示されており（Diabetes Care 2014, 37, 2822-2829）、カロリー制限食の安全

性は、担保されていないに等しいのです。 

――健康人が糖質制限を希望するのであれば、どのように指導すればいいのでしょう

か。 

 まず、健康人のダイエット目的であれば、「やりたければ止めはしない」というスタ

ンスです。大事なのは、糖質制限食はカロリー無制限で行うのが基本です。カロリー制

限を設けては、それこそ心身への影響が懸念されます。 

 人間の体重は、極端に増減しないものです。満腹中枢というものは、想像以上にその

人の必要カロリー量を正確に指示してくれます。この満腹中枢を刺激する物質が、グル

カゴン様ペプチド-1（GLP-1）あるいはペプチド YY（PYY）だったりしますが、両者と

も高蛋白質食によって出され、少なくとも後者は高脂質食によって分泌されます（J 

Clin Endocrinol Metab 2009, 94, 4463-4471）。だから蛋白質と脂質をしっかりと摂

取すれば、「満腹感」は得られるのです。 
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 一方、高糖質食であれば PYY が出にくくなり、食欲を増進させる働きを持つペプチド

ホルモンのグレリンは高まりやすくなります。2009 年に発表された JCEM のデータによ

ると、特に肥満者ではそうらしいのです（J Clin Endocrinol Metab 2009, 94, 4463-

4471）。「満腹中枢が働かなくなり、お腹いっぱいまで食べると肥満になる」というス

トーリーは、高糖質食のみで生じるストーリーだったのです。 

 「糖質を制限しても、カロリー無制限では太るじゃないか」と心配する声もあります

が、それは高糖質食を摂取しているからなのです。低糖質であれば、体が自ずと満腹に

なることで、その人にとっての適正カロリーを教えてくれます。健康な人がダイエット

目的で糖質制限をしたければ止めはしませんが、たった一つ設けるルールとしては、糖

質を控え、後はお腹いっぱい食べるということに尽きます。 

臨床に即した患者指導とは 

――食事制限に苦労している糖尿病患者は少なくありません。 

 糖尿病治療の目的が、まずは血糖、体重、血圧、脂質の改善を行うことと考えれば、

これまでの話から糖質制限食はど真ん中の方法と言えます。カロリー制限にも一定の成

果はありますが、健康への懸念があり、何よりも患者が実践することが難しい。

CALERIE 試験で 75％に制限すべきカロリー摂取量が、6カ月で 92％にまで上昇していた

ことからも明らかです。かなり事細かに分類されている文部科学省の食品標準成分表や

±20％程度の誤差を許容している消費者庁の栄養成分表示などを参照して、栄養バラン

スに配慮したカロリー摂取量を毎日順守するというのは現実的ではありません。 

 自己の経験に照らせば分かりますが、仕事のある平日と休日では食事の内容が変わり

ますし、たまには外食もする生活リズムで栄養バランスやカロリー量を計画通りに摂取

することは到底無理でしょう。ならば糖質摂取量の 1点に配慮する糖質制限の方が生活

の中で実現しやすく、臨床に即した食事療法と言えます。われわれが提唱する「ロカ

ボ」とは、「いかに糖質を制限させるか」ではなく、「いかにこれまでの高糖質食品を

他に置き換えて適正な糖質摂取にするか」の考えに基づいています。 

 したがって、診察室では食事療法での決まりを守れなかった患者に対し「どうして食

べたのですか」と責めるのではなく、「あなたが食べたものを、どうしたら低糖質に置

き換えられるか考えましょう」と寄り添えばいい。今は低糖質の食品があらゆる場所で

入手できます。糖尿病患者の食事療法に携わる医療従事者がすべきことは、クリニック

や病院の周囲にあるコンビニやスーパーマーケットの店頭で、どのような低糖質食品が

並んでいるかを把握しておくことです。そうすれば、患者を指導する際に「糖質制限食

はそこのお店で簡単に入手できるから、帰りに寄って見てみればいい」と診察後すぐに

生かせる助言ができます。 

 食べる楽しみを制限されることほど辛いものはありません。健康人でも患者でも、そ

れは同じはずです。糖質の摂取量に気を付けた上で、普段通りの食事を楽しむ。それを

実現可能にするのが緩やかな糖質制限食だと考えていますし、食事療法を必要とする患

者さんを診る医師には、正しい糖質制限の知識を持って指導していただきたいと思って

います。 

 

尿器科泌尿器科の最新記事をチェック 

General Urology｜ Voiding Dys/Incontinence  
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1 日塩分摂取量は頻尿および夜間頻尿の独立した危険因子である 

2017 年 04 月 04 日（原文公開： 2017 年 03 月 15 日） 

5 人中、5 人の方が、｢この論文が参考になった｣と評価しています。 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器科学の松尾朋博氏らは、横断的分析を実施

し、1 日塩分摂取量と下部尿路症状との関連を評価した。 方法 

 患軽度または併存疾患がない者 728 人を組み入れた。 

 スポット尿サンプルを採取し、推定 1日塩分摂取量を評価した。 

 平均塩分摂取量（9.2 g/日）に基づき、患者を 2群に分けた。 

 主要下部尿路症状スコアおよび 3日間の頻度・尿量記録を用いて、排尿状態を評

価した。 

 多変量ロジスティック回帰分析を用いて、塩分摂取が下部尿路症状に及ぼす影響

を評価した。 

結果 

 塩分摂取量の少ない群（低塩分摂取群）に比べて、塩分摂取量の多い群（高塩分

摂取群）では日中の頻尿および夜間頻尿が多かった（P＜0.001）。 

 高塩分摂取群における QOL スコアおよび夜間多尿指標は、低塩分摂取群に比べて

不良であった（P＜0.001）。 

 多変量解析によると、1 日塩分摂取量が日中の頻尿（OR＝2.32、95％CI 1.66-

3.25、P＜0.001）および夜間頻尿（OR＝3.05、95％CI 2.08-4.52、P＜0.001）増

加の独立した増悪因子であった。 

 高血圧もこれらの症状の独立変数であった。 

結論 

 過剰な 1 日塩分摂取量が頻尿および夜間頻尿に悪影響を及ぼす。 

 高血圧もこれらの症状の危険因子である。 

 頻尿および夜間頻尿の治療には、塩分摂取および血圧の適切なコントロールが重

要と考えられる。 

（掲載： International Journal of Urology） 

 

35 ヵ国の余命予測、日本はまだ伸びるのか／Lancet ケアネット：2017/03/06  

 先進工業国はいずれも余命が延長し続け、2030 年までに 50％

以上の確率で韓国女性の寿命が 90 歳を超えるとの研究結果が、

Lancet 誌オンライン版 2017 年 2 月 22 日号で報告された。研究

を行った英国・インペリアル・カレッジ・ロンドンの Vasilis 

Kontis 氏らは、「90 歳の壁は、21 世紀の折り返し点ではまだ破

られないと考えられていたが、とくに高齢女性の寿命の延長が

大きく貢献し、達成時期が早まると予測される」と指摘してい

る。 

信頼性の高い方法で 35 ヵ国の余命を予測 

 研究グループは、予測モデルの選択に起因する不確実性を考慮し、単一モデルよりも

予測能が優れる方法として、確率的ベイジアンモデル平均化（BMA）アプローチを用

い、国別の年齢別死亡率および余命の予測を行った（英国医学研究評議会[MRC]、米国
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環境保護庁[EPA]の助成による）。 

 BMA アプローチには、確率的に最終予測に貢献する 21 の予測モデルを用いた。質の

高い人口動態統計データを有する 35 の先進工業国について、2030 年までの年齢別死亡

率を予測した。この年齢別死亡率を用いて、出生時と 65 歳時の余命を算出し、生命表

で 70 歳前の死亡の確率を推定した。 

日本女性が 2030 年まで第 1 位を続ける確率は 22％ 

 2030 年の出生時余命（寿命）は、35 ヵ国全体で女性が 65％以上、男性は 85％以上の

確率で 2010 年よりも延長するが、延長の幅は国によってばらつきがあると予測され

た。一方、2030 年までに、日本女性の余命は、35％の確率で伸びが留まるか短縮し、

次いで 14％の確率でブルガリア男性、11％の確率でフィンランド女性の余命が、停滞

または短縮すると予測された。 

 韓国女性の 2030 年の出生時余命は、90％の確率で 86.7 歳（2012 年の世界最長の出

生時余命に相当）を超え、57％の確率で 90 歳以上に達すると予測された。次いで、フ

ランス、日本、スペインの順で女性の出生時余命が長かった。日本女性は、22％の確率

で 2030 年まで余命世界一が継続し、14％の確率で第 2位となる可能性が示唆された。 

 男性は、韓国、オーストラリア、スイスの 2030 年の出生時余命が、95％以上の確率

で 80 歳を上回り、27％以上の確率で 85 歳を超えると予測された。また、女性と同様

に、韓国のほか、ハンガリー、スロベニアのような中央ヨーロッパの新興経済国で、余

命の延長が大きいと予測された。 

 これらの傾向の結果として、2030 年までに女性の余命は韓国が日本に代わって第 1

位となり、男性の余命は韓国が現在の第 1位であるオーストラリアに追いつく可能性が

示唆された。米国、日本、スウェーデン、ギリシャ、マケドニア、セルビアは、男女と

も予測余命の延長分が最も短かった。 

 女性の男性に対する余命の優越性は、メキシコ（女性が男性よりも延長）、チリ、フ

ランス、ギリシャ（男女の延長分がほぼ同じ）を除き、2030 年までに小さくなると予

測された。 

 年齢層別の死亡率減少への寄与の解析では、女性の出生時余命の予測延長分の半分以

上（多くの国では 3 分の 2 以上）が、65 歳以上の高齢者の寿命の延長によるものであ

った。同様のパターンが、オーストラリア、アジア太平洋地域、北米、西ヨーロッパの

男性にも認められた。 

 著者は、「余命の延長には、健康的な加齢、教育・労働・引退の枠組みの再構築、保

健医療や社会的ケアへの出資を支援する施策を必要とするが、今回の予測では寿命の継

続的な延長の達成が示唆された」としている。 

（医学ライター 菅野 守） 

原著論文はこちら 

Kontis V, et al. Lancet. 2017 Feb 22. [Epub ahead of print] 

 

糖尿病の発症や悪化は膵臓がんの徴候か？ CareNet HealthDay News：2017/02/21  

2 型糖尿病の発症や悪化は、膵臓がんの初期の徴候である可能性が、新しい研究で示

唆された。イタリアおよびベルギーにおける 100 万人近くの 2型糖尿病患者または膵臓

がん患者のデータを解析した結果、膵臓がん患者の約半数は、糖尿病の診断から 1年以
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内に膵臓がんと診断されていたことがわかった。また、症状が

急激に悪化し、より積極的な治療が必要になった 2型糖尿病患

者でも膵臓がんリスクが上昇することも判明した。 

 この知見は、1月 27～30 日にオランダ、アムステルダムで開

催された欧州癌学会議（ECCO 2017）で発表された。ただし、こ

の研究は、2 型糖尿病と膵臓がんの因果関係を証明するものではなく、また、学会発表

された知見は、査読を受けて専門誌に掲載されるまでは予備的なものとみなされる。 

 研究著者であるフランス国際予防研究所（International Prevention Research 

Institute ；IPRI）の Alice Koechlin 氏は、「医師や糖尿病患者は、糖尿病の発症や

経過中の急激な悪化が、隠れた膵臓がんの徴候でありうることを知るべきだ。こうした

場合には膵臓がんを調べる必要がある」と指摘している。また、同氏は、徴候や症状の

ない段階の膵臓がんを検出する非侵襲で優れた検査法はいまだ確立されておらず、「今

回の結果は、膵臓がんの腫瘍マーカーを探索する研究が必要であることを示している」

と述べている。 

 膵臓がんは致死率の高いがんの 1つで、早期発見が難しく、有効な治療法がほとんど

ない。診断後の 10 年生存率は 1％に満たず、2012 年には、世界中で 33 万 8,000 人が膵

臓がんと診断され、33 万人が死亡したとされる。 

 ECCO 会長で、ヨーテボリ大学（スウェーデン）の Peter Naredi 氏も、膵臓がんの早

期発見はごく少数の患者に限られることから、より精度の高い検出法の確立が求められ

るとしている。近年では、膵臓がんの腫瘍マーカーの探索に進展がみられており、「腫

瘍マーカーと併存疾患である 2 型糖尿病の有無を組み合わせた新しい診断法の可能性が

考えられる」と述べている。 

 

アルツハイマー病が回復する可能性～実験モデルで確認 ケアネット：2017/02/10  

 アルツハイマー病では、脳内にアミロイドベータ（Aβ）が蓄

積することにより神経細胞に異常が現れると考えられている。

最近、Aβの集合体（Aβオリゴマー）がこれらの病態の引き金

になることが明らかになってきたが、この引き起こされた神経

細胞の障害が回復する可能性について明確な実証はなされてい

なかった。今回、国立精神・神経医療研究センターなどの研究

グループが、ラット由来の神経細胞モデルを用いて検討した結

果、Aβオリゴマーによって引き起こされる神経細胞の障害は、Aβオリゴマーを除去す

ることによって回復可能であることを初めて実証した。Molecular Brain 誌オンライン

版 2017 年 1 月 31 日号に掲載。  

 研究グループは、ラットの胎児脳由来の神経細胞を Aβオリゴマーで 2日間処理した

後、Aβオリゴマー処理を継続する細胞と、Aβオリゴマーを含まない培養液に交換し A

βオリゴマーを除去する細胞に分け、さらに 2日間培養した。 

 主な結果は以下のとおり。 

・最初の 2 日間の Aβオリゴマー処理後の細胞では、無処理の細胞に比較し、カスパー

ゼ 3の活性化などのアポトーシス誘導性の変化が現れるとともに、リン酸化や分子内切

断の増加といったタウタンパク質の異常変化が認められた。また、シナプスの形成・維
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持などに重要な役割を持つβカテニンの異常変化も観察された。 

・Aβオリゴマー処理と除去に分けた 2日間で、Aβオリゴマー処理を継続した細胞で

は、細胞死誘導性変化は増悪し、タウタンパク質やβカテニンの異常が持続した。一

方、Aβオリゴマーを除去した細胞では、細胞死誘導性変化やタウタンパク質の異常が

無処理の細胞と同程度まで回復し、βカテニンの異常も部分的に回復した。 

 これらの結果から、Aβオリゴマーが主に細胞外から毒性作用を発揮し、その結果生

じる細胞内の障害性変化は可逆的なものであること、また、Aβオリゴマーを除去する

ことにより回復可能なことが示唆された。国立精神・神経医療研究センターのプレスリ

リースは（ケアネット 金沢 浩子） 

原著論文はこちら Tanokashira D, et al. Mol Brain. 2017;10:4. 

 

1 日 1 本未満の喫煙でも肺がん死亡リスクが 9倍 ケアネット：2016/12/15  

 米国では 10 本/日未満の喫煙者が増加しているが、生涯にわ

たる 1 日数本程度の喫煙による健康への影響は、ヘビースモー

キングによる影響に比べてよくわかっていない。米国国立がん

研究所の Maki Inoue-Choi 氏らは、1本/日未満もしくは 1～10

本/日での長期喫煙と全死因死亡率・原因別死亡率との関連につ

いて、非喫煙と比較し評価した。その結果、1本/日未満や 1～

10 本/日での長期喫煙者は非喫煙者より死亡リスクが高いこと、

禁煙によるベネフィットがある可能性が示された。このことから、タバコの煙への曝露

には安全というレベルはないことが示唆される。JAMA internal medicine 誌オンライ

ン版 2016 年 12 月 5 日号に掲載。 

 本研究は、米国国立衛生研究所-AARP 食事・健康研究で、2004～05 年（ベースライ

ン）に 59～82 歳であった 29 万 215 人による前向きコホート研究である。それまでの喫

煙歴を調べるアンケートとともにデータを収集し、2011 年末までの全死因死亡率と原

因別死亡率についてハザード比（HR）と 95％CI を算出した。HR と 95％CI は、ベース

となる時間として年齢を使用し Cox 比例ハザード回帰モデルを用いて推定し、性別・人

種/民族・教育レベル・身体活動・飲酒について調整した。データ分析は 2015 年 12 月

15 日～2016 年 9 月 30 日に行った。2004～05 年のアンケートにより、9つの年齢期（15

歳未満～70 歳以上）での現在および過去の喫煙強度を評価した。主要アウトカムは、

現喫煙者、元喫煙者、非喫煙者における全死因死亡率と原因別死亡率とした。 

 主な結果は以下のとおり。 

・2004～05 年のアンケートを実施したコホート 29 万 215 人のうち、男性は 16 万 8,140

人（57.9％）で、平均年齢（SD）は 71（5.3）歳（範囲：59～82 歳）であった。 

・ベースライン時に 1 本/日未満もしくは 1～10 本/日を吸っていたほとんどの人が、そ

れ以前の本数がより多かったが、各年齢期でいつも変わらず 1本/日未満もしくは 1～

10 本/日と回答した人は、それぞれ 159 人（9.1％）と 1,493 人（22.5％）存在した。 

・全死因死亡リスクは、非喫煙者に比べて、1 本/日未満（HR：1.64、95％CI：1.07～

2.51）と 1～10 本/日（HR：1.87、95％CI：1.64～2.13）の現喫煙者で高かった。 

・全死因死亡率における関連性は男女で同様であり、また、喫煙に関連する死亡原因、

とくに「肺がん」と強い関連が認められた（1本/日未満で HR：9.12、95％CI：2.92～
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28.47、1～10 本/日で HR：11.61、95％CI：8.25～16.35）。 

・1 本/日未満もしくは 1～10 本/日を吸っていた元喫煙者のリスクは、禁煙時の年齢が

若いほど低かった。たとえば、50 歳以上で禁煙した 1本/日未満および 1～10 本/日の

喫煙者の HR はそれぞれ、1.44（95％CI：1.12～1.85）と 1.42（95％CI：1.27～1.59）

であった。（ケアネット 金沢 浩子） 

原著論文 Inoue-Choi M, et al. JAMA Intern Med. 2016 Dec 5.[Epub ahead of 

print] 

 

米国で医療費が最も高い疾患は？／JAMA ケアネット：2017/01/13  

 米国の 1996～2013 年の医療費の推移について、病態ごとに調

査し推定額を算出したところ、2013 年に最も高額だったのは糖

尿病の治療費で約 1,014 億ドル（うち 57.6％が薬剤費、外来医

療費は 23.5％）で、2番目は虚血性心疾患で 881 億ドル、3番目

は腰部・頸部痛 876 億ドルだった。一方で各年の医療費は、患

者の状態や治療の種類で異なることも明らかになったという。

米国・ワシントン大学の Joseph L Dieleman 氏らが、政府予算

や保険請求支払データなどを基に分析し報告した。米国の医療費は増大を続けており、

現在米国経済の 17％超を占める。しかし、病態ごとにどれほどの支出があるのか、年

齢別や経時的な変化はほとんど明らかになっていなかった。著者は、「今回の調査結果

は、米国の医療費の支出コントロールに効果的に用いられるであろう」と述べている。

JAMA 誌 2016 年 12 月 27 日号掲載の報告。 

183 のデータ源を基に、155 の病態について精査 

 研究グループは 1996～2013 年にかけて、政府予算、保険請求データ、施設調査や世

帯調査の結果、米国政府の公式記録といった 183 のデータ源を用いて、155 の病態（う

ち、がんは 29 に分類）に関する医療費を推算した。推算は、患者の年齢や性別ととも

に医療サービス内容ごとにデータを抽出して行い、支払った医療費について、主要な診

断よりも治療を受けた健康状態が反映されるように補正した。 

増大額最高は腰部・頸部痛と糖尿病、増大率最高は救急医療サービスと一般薬購入費 

 結果、155 の病態について 1996～2013 年に個人が支払った医療費は、30 兆 1,000 億

ドルだった。 

 155 の病態のうち、2013 年に最も医療費が高額であったのは糖尿病で、約 1,014 億ド

ル（不確定性区間[UI]：967～1,065）だった。そのうち薬剤費の占める割合は 57.6％

（同：53.8～62.1）、外来医療費は 23.5％（同：21.7～25.7）だった。次いで高額だ

ったのは虚血性心疾患の 881 億ドル（同：827～929）で、腰部・頸部痛 876 億ドル

（同：675～941）と続いた。一方で、被験者の年齢や性別、医療サービスの種別、調査

年によって、高額な医療費を要した病態は異なることも認められた。 

 1996～2013 年にかけて、155 のうち 143 の病態で医療費の増大が認められた。なかで

も、18 年間にわたる増大額が最も多かったのは、腰部・頸部痛と糖尿病で、それぞれ

の増加額は 572 億ドル（同：474～644）、644 億ドル（同：578～707）だった。 

 また、同期間で最も増大率が大きかったのは、救急医療サービスと一般薬の購入費
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で、増加率はそれぞれ年間 6.4％と 5.6％だった。これに対して入院医療費および介護

施設ケア費の伸びは、それぞれ 2.8％、2.5％だった。 

（医療ジャーナリスト 當麻 あづさ） 

原著論文はこちら Dieleman JL, et al. JAMA. 2016;316:2627-2646. 

 

立ち上がるときの心拍の変化が高齢者の死亡リスクを予測  

HealthDay News：2017/01/06 

 立ち上がるときの心拍数の変化をみると、高齢者が今後数年

以内に死亡するリスクがわかる可能性があることが、アイルラ

ンド、ダブリン大学トリニティ・カレッジの Cathal McCrory 氏

らの研究で示唆された。 

 人間が立ち上がると心拍数は増加し、その後で元に戻る。

McCrory 氏らによると、立ち上がってから 20 秒以内に心拍数が回復する速度が、高齢

者の 4年以内の死亡リスクを予測するという。 

 今回の研究は、50 歳以上のアイルランドの成人約 4,500 人を対象としたもので、心

拍回復が最も遅い人は最も早い人に比べて、4年以内に死亡する可能性が 7倍高かっ

た。 

 年齢、糖尿病、肺疾患、社会経済状況、食事、体重など他の因子を考慮しても、回復

が最も遅い人が試験期間中に死亡する可能性はやはり 2.3 倍高かった。McCrory 氏は、

「立ち上がりのときの心拍数の回復速度は、健康と生命力の重要なマーカーであり、病

院などの臨床現場でごく容易に評価することができる」と述べている。 

 研究著者の 1 人は、「横になるか座っているところから立った姿勢になることは日中

繰り返す動作であり、心臓系に対して、安定した血圧と心拍を維持し、心臓系にかかる

ストレスを抑えるという課題をもたらす。心拍の回復力は、個人にあわせた運動を取り

入れるなど、簡単な方法で改善できる可能性がある」と述べている。本研究は

「Circulation Research」8 月号に掲載された。 

原著論文はこちら McCrory C, et al. Circ Res. 2016; 119: 666-675. 

 

禁煙への取り組みで世界の喫煙者が 5300 万人減少 HealthDay News：2017/01/04 

 世界的なタバコ規制プログラムは、2008～2014 年に 88 カ国

5300 万人の禁煙を助けたことが、米ジョージタウン大学ロンバ

ルディ総合がんセンター（ワシントン D.C）腫瘍学教授の David 

Levy 氏らの研究で示された。 

 この喫煙率低下により、対象の国々で 2200 万人以上の生命が

救われたことになるという。今回の研究は、2005 年に始まったタバコの規制に関する

世界保健機関の枠組条約（WHO FCTC）の影響をレビューしたもの。2015 年時点で 186

カ国がこの枠組みを承認しており（米国は承認していない）、88 カ国以上がその政策

の 1つ以上を発効していた。 

 禁煙に有効な対策として、同氏らの推定によれば、高いタバコ税が 700 万人、禁煙法

が 540 万人、健康被害警告が 410 万人、販売禁止が 380 万人の生命を救うことに有用で

あり、禁煙への取り組みは 150 万人の生命を救うことに寄与したという。この数字は、
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バングラディッシュ（健康被害警告、高い税）、ロシア連邦（禁煙法、広告の制限）、

ベトナム（健康被害警告）で最近、政策が実施されたことで高まったという。 

 Levy 氏は、「今回の結果は、効果が証明されているタバコ規制政策を実施すること

で、何百万人もの生命を救える持続的かつ大きな可能性があることを示している」と述

べている。原著論文はこちら Levy DT, et al. Tob Control. 2016 Dec 12.[Epub 

ahead of print] 

 

炭水化物の制限でインスリン抵抗性が改善する？ HealthDay News：2016/12/16 

炭水化物を制限した食事をとると、炭水化物を制限しなかった

場合にはみられない健康的な代謝変化が得られる可能性が、小

規模な研究で示された。低炭水化物ダイエットの有効性を高め

るには、運動を行うタイミングも影響を及ぼすという。 

 この知見では、炭水化物のエネルギー比率が 30％の低炭水化

物食を 1日 3 回摂取した群では、食後のインスリン抵抗性およびインスリン値がそれぞ

れ 30％改善したのに対し、高炭水化物食（炭水化物のエネルギー比率は 60％）を摂取

した場合には、これらの値に低減は認められなかった。 

 インスリンは、身体に食物中の炭水化物を細胞のエネルギーとして利用させる働きを

もつホルモンで、インスリン抵抗性になると糖尿病前症や 2型糖尿病のリスクが高まる

とされる。 

 今回の研究は、糖尿病や糖尿病前症の徴候がない 50～65 歳の健康な閉経後女性 32 人

を対象としたもの。対象とした女性を、低炭水化物食または高炭水化物食のどちらかを

摂取する群に分け、さらに食事前の運動の有無に分けて全部で 4群に割り付けて比較し

た。女性には、試験を開始する前夜に提供する食事をとってもらい、研究当日には朝と

夕方（午後 5時）に食事をとってもらった。 

 食事はいずれも摂取カロリーを約 800kcal に設定し、低炭水化物食では栄養素のエネ

ルギー比率を、炭水化物 30％、たんぱく質 25％、脂質 45％（ただしオリーブ油など）

とし、マカロニチーズやソーセージ、ハム、サラダ、果物、ヴェジーバーガー（肉を含

まないパティを用いたハンバーガー）、スープなどのメニューで提供した。 

 一方で、高炭水化物食では栄養素のエネルギー比率を、炭水化物 60％、たんぱく質

15％、脂質 25％とし、米国の食事ガイドラインに沿ったメニュー（穀物パンに卵サラ

ダをのせたもの、ベーコン、ハムチーズ・サンドイッチ、バナナ、コールスロー、オレ

ンジジュース、グラハムクラッカーなど）を提供した。また、運動を行う群では、中等

度の強さの運動を 2 時間行ってもらい、運動は食事を始める 1時間前に終わるようにし

た。 

 一般的には、運動はインスリン抵抗性と血糖値を下げるものと考えられているが、今

回の研究では、食べる前に運動すると夜間の血圧値が上昇することも判明した。「運動

はエネルギーを必要とし、肝臓から糖を放出するホルモンを分泌させる。からだ中のほ

とんどの組織がインスリン抵抗性となり、脳や筋肉が過剰な糖を利用できるように働

く」と、研究指導著者である米ミシガン大学運動生理学部教授の Katarina Borer 氏は

説明している。 

 食後に運動すると、肝臓からではなく食事からエネルギーが供給されるため、食事中
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の糖は使い切られるようになるという。そのため、同氏は食後 40 分以内に運動を行う

よう勧めている。 

 ただし、この研究は期間が非常に短く、対象も健康な女性に限っており、低炭水化物

食と食前の運動が糖尿病前症や 2 型糖尿病の発症に及ぼす影響については、同氏はコメ

ントしていない。 

 他の専門家は、食事療法では栄養バランスと摂取量の管理が重要であり、ナッツバタ

ー、卵、脂肪分の少ない肉などの良質なたんぱく質をとるよう奨励している。また、食

事やおやつにたんぱく質を加えると血糖値が安定し、満腹感が継続するという。さら

に、運動は空腹時に行ってもよく、運動に最適な時間帯は人それぞれだとしている。 

 この知見は、「PLOS ONE」10 月 31 日オンライン版に掲載された。 

原著論文はこちら Lin PJ, et al. PLOS ONE. 2016 Oct 31. [Epub ahead of print] 

 

毎食後の歯磨きで糖尿病と脂質異常症リスクが減少 ケアネット：2016/11/28  

歯磨き頻度と生活習慣病の関連について調査したところ、毎食

後の歯磨きが男性での糖尿病と女性での脂質異常症の発症を有

意に抑制することがわかった。聖路加国際病院における 5年間

の後ろ向きコホート研究の結果を、虎の門病院の桑原 政成氏ら

が報告した。歯磨きは心血管疾患発症の危険因子を減少させる

ために有益と考えられる。Journal of cardiology 誌オンライン

版 2016 年 11 月 15 日号に掲載。 

 著者らは以前、横断研究で歯磨きと糖尿病と脂質異常症の関連を報告しているが、今

回、歯磨き頻度の低さが糖尿病および脂質異常症の独立した危険因子であるかどうかを

検討した。 

 本研究は、2004 年と 2009 年に年次健康診断を受け、2004 年時点で 30～85 歳の人を

調査した。歯磨きの頻度が「毎食後」「少なくとも 1日 1回」「1日 1回未満」の 3群

における 2004 年から 2009 年の糖尿病、脂質異常症、高血圧症、高尿酸血症の累積発症

率を比較した。さらに、「毎食後磨く」群と「毎食後は磨かない」群の 2群間で、年

齢、肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧、高尿酸血症の調整後に、糖尿病と脂質異常症

の発症リスクの男女別のオッズ比（OR）を算出した。 

 主な結果は以下のとおり。 

・1 万 3,070 人の対象者のうち、2004 年に糖尿病（575 人）、脂質異常症（5,118

人）、高血圧症（2,599 人）、高尿酸血症（1,908 人）であった人を除外した。 

・2004 年と 2009 年の間の累積発症率は、糖尿病が 318 人（2.5％）、脂質異常症が

1,454 人（18.3％）、高血圧症が 1,108 人（10.6％）、高尿酸血症が 489 人（4.4％）

であった。 

・「毎食後磨く」群に比べて、「毎食後は磨かない」群では男性の糖尿病発症（OR：

1.43、95％信頼区間[CI］：1.040～1.970）、女性の脂質異常症発症（OR：1.18、95％

CI：1.004～1.383）のリスクが有意に高かった。（ケアネット 金沢 浩子） 

原著論文 Kuwabara M, et al. J Cardiol. 2016 Nov 15. [Epub ahead of print] 

 

1 日 1 箱の喫煙で肺に年間 150 個の遺伝子変異 HealthDay News：2016/11/22 
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喫煙は肺やその他の臓器の著しい遺伝子損傷に関連することが、米ロスアラモス国

立研究所（ニューメキシコ）の Ludmil Alexandrov 氏らの研究でわかり、論文が

「Science」11 月 4 日号に掲載された。同氏らの研究グループは、喫煙者と非喫煙者の

がん 5,000 例以上を分析した。がんは細胞の DNA の突然変異により生じ、タバコの煙に

はがんを引き起こすことがわかっている 70 種類以上の化学物質が含まれる。 

喫煙とがんの関連を示す疫学的エビデンスは多く存在するが、今回の研究では、喫煙

による DNA の分子の変化を観察し、定量化したという。 

その結果、1 日 1 箱のタバコを吸う人では、肺に毎年平均 150 個の余剰な突然変異が

起きることが判明した。これにより喫煙者の肺がん発症リスクが高い理由の説明がつ

く。身体の他の部分の腫瘍にも、喫煙に関連する突然変異がみられた。たとえば、1日

1箱の喫煙の場合、喉頭部の細胞では年間平均 97 個、咽頭では 39 個、口腔では 23

個、膀胱では 18 個、肝臓では 6個の突然変異が起こる。 

 Alexandrov 氏は、「今回の研究は、喫煙ががんを引き起こす方法について新しい洞

察をもたらすものだ。われわれの分析は、喫煙が複数の別個のメカニズムにより、がん

につながる突然変異を引き起こすことを示した。タバコの煙は、直接曝露される臓器の

DNA を損傷するだけでなく、直接的・間接的に曝露される臓器で細胞の突然変異の速度

を早める」と述べている。 

 米国疾病管理予防センター（CDC）によれば、世界ではタバコが原因で年間 600 万人

以上が死亡している。以前の研究では、喫煙と少なくとも 17 種類のがんが関連するこ

とが示されている。 

原著論文はこちら Alexandrov LB, et al. Science. 2016; 354: 618-622. 

 

「午後早めの夕食」は減量に有効か？ HealthDay News：2016/11/18  

夕食を午後 2時にとり、残りの時間は何も食べないで過ごす

と、過体重者では空腹感が減り、夜間の脂肪燃焼がやや増える

ことが、小規模な研究で示された。 

 筆頭著者である米アラバマ大学栄養科学部の Courtney 

Peterson 氏らは、この方法は肥満を治癒するものではないが、

減量法のひとつとなる可能性があり、大規模研究で効果を検証する価値があるとしてい

る。この知見は、米ニューオーリンズで開催された米国肥満学会の年次集会で、11 月 3

日に発表された。 

 この方法は、“time-restricted feeding（食事時間制限法）”と呼ばれるもので、

一定の時間内に食事をすませ、残りの時間は何も食べないことを指す。これまでの基礎

研究から、この方法で体脂肪量が減少し慢性疾患リスクが低減することが報告されてい

る。 

今回の研究で、同氏らは 11 人の成人男女を対象に、食事時間制限による影響を検討し

た。参加者の平均年齢は 32 歳で、平均 BMI は 30 だった。 

 参加者には、午前 8時から午後 2時までの間に食事をする食事時間制限を 4日間行っ

てもらい、続けて午前 8 時から午後 8時までの間に食事をする通常の食事パターンを 4

日間続けてもらった。食事は研究者の監視下で提供されたもののみとし、どちらの食事

パターンもカロリー摂取量は同等に設定した。 
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 その結果、食事時間を制限すると、一般的な食事パターンに比べて、全体的なカロリ

ー消費量や脂肪燃焼量には差はみられなかったが、夜間のある一定時間における脂肪の

燃焼量が増加していた。同氏によると、これは食事時間の制限が炭水化物と脂肪の燃焼

を交換する身体能力を高めることによるもので、“metabolic flexibility（代謝柔軟

性）”と呼ばれる現象だとしている。なお、午前 8時半から午後 7時半の脂肪燃焼量に

は、2 つの食事パターンで差はみられなかった。 

 また、食事時間を制限している間、参加者に空腹の程度を尋ねると「空腹だ」と回答

する率が低かった。この点について同氏は、日中の早い時間帯にカロリーを多く摂取す

ると、一般的な夕食の時間帯にはあまり空腹を感じないのだろうと推察している。 

 同氏によると、ヒトには体内時計が備わっており、代謝機能の多くは午前中にもっと

もよく働くという。この体内時計と同期して食事をとることが、脂肪燃焼にはよいこと

を同氏は指摘しているが、食事時間の制限が長期にわたる体重管理に有効かどうかは明

らかではないとしている。 

 米ウィスコンシン大学名誉教授で、米国肥満学会のスポークスマンを務める Dale 

Schoeller 氏（今回の研究には参加していない）は、食事時間の制限に関する研究はヒ

トを対象としたものはまだ始まったばかりで、今回の研究も小規模かつ短期間であるた

め、効果は長続きしない可能性もあると述べている。 

 

コーヒー1 日 3杯以上で脳腫瘍リスク低下～JPHC 研究 ケアネット：2016/11/16  

 わが国の多目的コホート研究（JPHC 研究）で、コーヒーや緑茶を

飲む頻度で脳腫瘍のリスクを比較したところ、コーヒーを 1日 3杯

以上飲むグループでリスクの低下がみられ、日本人ではコーヒー摂

取が神経膠腫（グリオーマ）を含む脳腫瘍のリスクを減らす可能性

が示唆された。海外の疫学研究のメタアナリシスでは、コーヒーは

予防的に作用しないと報告され、緑茶と脳腫瘍との関連は明らかに

されていない。緑茶をよく飲むアジアにおいても、緑茶やコーヒーと脳腫瘍との関連も

よくわかっていない。今回、JPHC 研究で、日本人におけるコーヒーと緑茶の摂取量と

脳腫瘍リスクとの関連が調査された。 

 本研究は、JPHC 研究における 10 万 6,324 人（男性 5万 438 人、女性 5万 5,886 人）

を調査し、コホート I では 1990 年から、コホート II では 1993 年から、2012 年 12 月

31 日まで追跡調査した。コーヒーと緑茶を飲む頻度を「週に 4日以下」「1日 1～2

杯」「1日 3杯以上」の 3つのグループに分け、脳腫瘍のリスクを比較した。コーヒー

や緑茶の摂取量と脳腫瘍リスクとの関連について、Cox 比例ハザード回帰モデルを用い

てハザード比（HR）および 95％信頼区間（CI）を評価した。 

 主な結果は以下のとおり。 

・追跡期間中に 157 人（男性 70 人、女性 87 人）が新規に脳腫瘍と診断された。 

・コーヒー摂取量と脳腫瘍リスクとの間には、男女すべて（1日 3杯以上で HR：0.47、

95％CI：0.22～0.98）および女性（1日 3杯以上で HR:0.24、95％CI：0.06～0.99）に

おいて、有意な逆相関が認められた（ただし、本研究では 1日 3杯以上のグループにお

ける脳腫瘍は 8例と少なかった）。 

・神経膠腫においても、コーヒー摂取量が多いとリスクの低下傾向が認められた（1日
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3 杯以上で HR：0.54、95％CI：0.16～1.80）。 

・緑茶摂取と脳腫瘍リスクとの間には明らかな関連は認められなかった。 

（ケアネット 金沢 浩子） 

原著論文  Ogawa T, et al. Int J Cancer. 2016;139:2714-2721. 

 

血糖値を下げるには食後すぐの運動が効果的？ HealthDay News：2016/11/08 

 2 型糖尿病患者の血糖値を下げるには、食後すぐに 10 分間のウ

ォーキングを行うとよいことが、新しい研究で示された。 

 この研究によると、食後すぐにウォーキングを行った群では、

他の時間帯に運動した群に比べて食後血糖値が 12％低下してい

た。食後血糖値がもっとも低下したのは夕食後に歩いた場合で、

その低下率は 22％に達したという。 

 研究著者であるオタゴ大学（ニュージーランド）の Andrew Reynolds 氏は「現行の診

療ガイドラインでは、2型糖尿病患者は週 150 分間の運動が推奨されている。しかし、

今回、食後の運動に血糖値を下げる効果があることが明らかにされたことから、とくに

炭水化物を多く含む食事の後には運動を行うように推奨内容を改訂する必要がある」と

述べ、「食後のウォーキングを日課としてほしい」とアドバイスしている。 

 今回の研究で、同氏らは 2型糖尿病患者 41 人を対象に、週 150 分間のウォーキング

を行ってもらった。研究の第 1 フェーズでは、対象患者には毎日 30 分間、好きな時間

帯にウォーキングを行ってもらい、第 1フェーズ終了から 30 日後に開始した第 2フェ

ーズでは、対象患者には毎食後 5 分以内に 10 分間のウォーキングを行ってもらった。

血糖値をモニターした結果、食後すぐにウォーキングを行うと血糖値が効果的に下がる

ことが明らかにされた。 

 一方で、食後の運動を推奨する動きに異を唱える研究者もいる。米モンテフィオーレ

医療センター（ニューヨーク市）臨床糖尿病センターの Joel Zonszein 氏は、運動は糖

尿病管理の一部であるべきだとし、「2型糖尿病患者では心疾患の合併が高頻度でみら

れ、食後には心臓への負荷が大きくなることから、食後すぐの運動を勧める際には注意

が必要だ」と説明している。 

 同氏によると、これまで多くの研究で運動による血糖コントロール改善効果が検討さ

れてきたが、運動や生活習慣の改善だけでは良好な血糖コントロールが得られない症例

も多い。そのため、「2型糖尿病患者の管理では、生活習慣の改善とともに適切な薬物

療法が重要になる」と、同氏は述べている。 

 また、同誌に掲載された第 2の研究では、英ロンドン大学（UCL）健康行動研究セン

ターの Andrea Smith 氏らが、身体活動量と 2型糖尿病の発症との関連を調べた 23 研究

を分析した。120 万人強の対象者のうち 8万 2,000 人以上が 2型糖尿病を発症してい

た。 

 解析の結果、週 150 分間以上の運動を行う群では、2型糖尿病の発症リスクは 26％低

いことが判明した。また、推奨される 150 分間以上の運動を行うとさらなるベネフィッ

トが得られ、2 型糖尿病の発症リスクは半減することもわかった。これらの知見は、

「Diabetologia」オンライン版に 10 月 17 日掲載された。 
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原著論文はこちら Reynolds AN, et al. Diabetologia. 2016 Oct 17. [Epub ahead of 

print]Smith AD, et al. Diabetologia. 2016 Oct 17. [Epub ahead of print] 

 

果物摂取と胃がんリスクが逆相関～日中韓での研究 ケアネット：2016/10/31  

 果物・野菜の摂取と胃がんリスクとの関連について疫学的な知見は一貫していない。

北京大学の Tianyi Wang 氏らは、日本・中国・韓国において前向き試験のプール解析を

行った結果、果物の摂取量が多いと非噴門部胃がんリスクが低

下する可能性を報告した。International journal of cancer 誌

オンライン版 2016 年 10 月 19 日号に掲載。 

 著者らは、ベースライン時に血液サンプル・人口統計関連・

ライフスタイル・食事に関するデータを収集した Helicobacter 

pylori Biomarker Cohort Consortium から、プロスペクティブ

に確認された非噴門部胃がん症例 810 例およびマッチさせた対

照群 1,160 例を解析した。また、総エネルギー摂取量・喫煙・H. pylori 感染状態を調

整した条件付きロジスティック回帰を用いて、コホートや性別ごとの果物・野菜の摂取

量における四分位での胃がんリスクのオッズ比（OR）と 95％信頼区間（CI）を計算。 

 主な結果は以下のとおり。 

・果物の摂取量の増加は、非噴門部胃がんのリスク低下と関連していた（OR：0.71、

95％CI：0.52～0.95、傾向の p＝0.02）。 

・CagA 陽性 H. pylori に感染した果物の低摂取者に対する、H. pylori 抗体が証明され

ていない高摂取者の胃がん発症率のオッズ比が最も低く（OR：0.12、95％CI：0.06～

0.25）、胃がん発症率と果物高摂取との逆相関は CagA 陽性 H. pylori の感染例におい

て弱かった（OR：0.82、95％CI：0.66～1.03）。 

・野菜の摂取量と非噴門部胃がんリスクとの間には、非用量-反応を示唆する弱い逆相

関が認められた。（ケアネット 金沢 浩子） 

原著論文 Wang T, et al. Int J Cancer. 2016 Oct 19. [Epub ahead of print] 

 

医師とコンピュータが医学的診断で対決―今のところ人間が勝利 

HealthDay News：2016/11/02 

 高度な症状チェック機能をもつウェブサイトやアプリが登場しているが、診断精度に

おいては依然として本物の医師のほうが優れていることが、新たな研究で報告された。 

 研究を実施した米ハーバード大学医学校准教授の Ateev Mehrotra 氏によると、コン

ピュータプログラムに比べて、医師は初回で正しい診断に至る確率

が 2倍であったという。その差は複雑な症例になるほど広がった

が、全体的にみても医師のほうがはるかに優れていたと、同氏は述

べている。 

 この研究では、医師 234 人と 23 種類の症状チェックプログラム

を対象として、仮想の患者 45 例を提示し、何の疾患かを判定するよう求めた。症状チ

ェックプログラムは、米メイヨー・クリニック、米国小児科学会（AAP）、英国国民健

康保険（NHS）などがウェブで提供するものや、iPhone やアンドロイドのスマートフォ

ンアプリなどを使用した。 
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 その結果、医師は 72％の確率で直ちに正しい診断を下したのに対し、症状チェック

プログラムは 34％程度であった。診断名の候補を 3つまで挙げることができる条件で

も、人間の医師はコンピュータより優れていた。3つのなかに正しい診断が含まれてい

た確率は、医師では 84％、プログラムでは 51％であった。 

 結膜炎や副鼻腔炎などの比較的単純な疾患では、正答率はコンピュータが 40％、医

師は 65％で、さほど差は開かなかった。しかし、極めて複雑な健康問題になると、正

答率はコンピュータで 24％、医師は 79％と、人間の医師が 3倍の成績を達成した。こ

の知見は「JAMA Internal Medicine」オンライン版に 10 月 11 日掲載のレターで報告さ

れた。 

 米国家庭医学会（AAFP）の John Meigs 氏は、この結果にさほど驚きはないと述べ、

このような診断プログラムは医師に取って代わるものではなく、医師の判断を補助させ

ることが最良であるとの考えを示している。「コンピュータは膨大な量のデータを分類

できるため、医師が診断を確立した後に大量のガイドラインや治療プロトコルを調べさ

せ、選別するようなことも可能と思われる」と、同氏は言う。 

 また、プログラムの精度が上がれば、気になる症状のある人が受診の必要があるかど

うかを判断する助けになることもできると、Mehrotra 氏は述べている。米国では、医

師の診察を受けに行っても、問題ないと言われて帰されることがよくあるが、そのよう

なときにコンピュータで判断できれば、患者は無駄足を踏まずに済み、医師も時間を有

効に使うことができる。 

 ただし、Mehrotra 氏はコンピュータがいつの日か医師と同じレベルで診断できるよ

うになる可能性も否定していない。「10～20 年前であれば、コンピュータに税金の処

理を任せるのは不安に感じていたが、今では毎年使っている」と、同氏は話している。 

原著論文 Semigran HL, et al. JAMA Intern Med. 2016 Oct 10. [Epub ahead of 

print] 

 

食物を床に落としたときの「5 秒ルール」の真実 HealthDay News：2016/10/06 

 食物を床に落としても、すぐに拾えば大丈夫―そんな「5秒ル

ール」を使ったことのある人は多いだろう。しかし、その食物

が本当に安全かといえばおそらくそうではなく、細菌汚染は 1

秒未満で発生しうるという調査結果が報告された。 

 研究を実施した米ラトガーズ大学（ニュージャージー州）の

Donald Schaffner 氏らは、スイカ、パン、グミのキャンディなど、性質が異なるさま

ざまな食物を、セラミックタイル、ステンレススチール、木、絨毯などの面に落下させ

た。それぞれの面は Enterobacter aerogenes というサルモネラ菌に似た細菌で汚染

し、完全に乾燥させた後、食物を落として接触させた。 

 接触時間がそれぞれ 1秒未満、5秒、30 秒、300 秒の場合にわけて、面から食物への

細菌の移行率を評価。128 種類のシナリオを各 20 回、計 2,560 回の測定を行った。 

 その結果、細菌の移行率は、細菌に汚染された面への曝露時間の長さと、食物の水分

によって上昇していた。ただし、細菌汚染は 1秒未満でも起きうることも判明した。 

 Schaffner 氏は、「細菌の移行リスクは食物の水分に最も影響されるようである。細

菌は足があるわけではないので、水分を伝って移行するからだ。また、通常は、食品の
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接触時間が長いほど細菌汚染も多くなった」と話している。実際に食物を落としたとき

の汚染リスクは、スイカで最大、グミのキャンディで最小であった。絨毯に落とした場

合はタイルやステンレススチールよりも汚染が少なかった。木に落とした場合は汚染レ

ベルにばらつきがあったという。原著論文 Miranda RC, et al. Appl Environ 

Microbiol. 2016 Sep 2. [Epub ahead of print] 

 

性行為は認知機能を上げる？ 50 歳以上の男女 ケアネット：2016/09/16  

 健康な 50 歳以上の男女において、性行為は認知機能向上との

関連が認められることが、英国・コヴェントリー大学の Hayley 

Wright 氏らの研究で明らかになった。過去 12 ヵ月で性行為を行

った男性は実行機能と記憶機能、女性は記憶機能が、行わなか

った人と比べて有意に高かった。この関連のメカニズムとして

は、現在、神経伝達物質がメディエーターとして働いている可

能性が議論されている。50 歳以上の人に対して、医療現場での

性カウンセリングを促進することで、認知機能のささやかな向上が見込めるかもしれな

い。Age and ageing 誌 2016 年 3 月号の報告。 

 現在、健康な高齢者の性行為と認知機能との関連について研究が進んでいる。 

 本研究では、English Longitudinal Study of Ageing（ELSA）Wave6 のデータ（1万

601 人、50～89 歳）のうち、“過去 12 ヵ月で性行為を行ったか？”という質問に回答

した 6,833 人（男性 3,060 人、女性 3,773 人）のデータを用いて、性行為と認知機能の

関連について検討した。認知機能は、実行機能に関わる「数値配列」と記憶に関わる

「単語想起」の 2 種類のテスト結果から評価した。 

 主な結果は以下のとおり。 

・過去 12 ヵ月で性行為を行ったと回答した人は 4,497 人（男性 2,349 人、女性 2,148

人）、行わなかったと回答した人は 2,336 人（男性 711 人、女性 1,625 人）であった。 

・年齢、教育、富、身体活動、うつ病、共同生活の有無、健康状態の自己評価、孤独

感、QOL で調整後、男性の過去 12 ヵ月の性行為と数値配列スコアおよび単語想起スコ

アとの間に有意な関連が認められた。 

・一方、女性は過去 12 ヵ月の性行為と単語想起スコアとの間のみ、有意な関連を認め

た。 

・以上の結果より、過去 12 ヵ月で性行為を行った男性は実行機能と記憶機能、女性は

記憶機能が行っていない人と比べて有意に高いことが示された。 

（ケアネット 武田 真貴子） 原著論文はこちら Wright H, et al. Age Ageing. 

2016 Mar;45:313-317. Epub 2016 Jan 28. 

 

肥満は脳の老化を早める？ HealthDay News：2016/08/22  

新しい研究で、過体重や肥満の人では、中年期から脳の老化が早まっている可能性が

示された。 

この研究は、過体重が脳の白質にどのような影響を及ぼすのかに焦点をあてたもの。

白質は脳領域どうしの情報伝達に重要とされる部位であり、加齢とともに縮小すること

が知られている。 
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しかし、今回の研究では、50 歳の過体重および肥満の人の白質量は、60 歳の標準体重

の人と同程度であることが判明した。 

 研究著者である英ケンブリッジ大学精神医学の Lisa Ronan

氏は、今回の知見から結論づけるのは時期尚早であると強調し

つつも、「過体重であることが、アルツハイマー病や認知症と

いった神経変性疾患の発症リスクを高める可能性がある」と述

べている。ただし、この研究では肥満と老化の加速との因果関係は証明されておらず、

肥満者と標準体重の人で認知機能に差はみられなかったという。 

 今回の研究では、ケンブリッジ地域に在住する精神的に健康な 20～87 歳の男女 500

人強を対象に調査を行った。対象者のうち約半数が標準体重（BMI 18.5 以上 25 未満）

で、約 3割が過体重（BMI 25 以上 30 未満）、約 2割が肥満（BMI 30 以上）であった。 

 MRI 検査で対象者の脳構造を評価したところ、過体重や肥満の人では、標準体重の人

に比べて白質量が減少していることがわかった。年齢別の解析により、中年期の過体重

や肥満の人の白質量は、10 歳年上の標準体重の人と同程度であることも判明した。 

 著者らは、この「10 年の格差」は中年期以降の対象者でのみ認められ、20～30 歳代

ではみられなかったことを強調し、加齢に伴って脳は体重増加による悪影響を受けやす

くなることが示唆されたと説明している。 

 ただし、現時点では BMI の増加と白質量の減少がどのように関連しているのかは明ら

かにされていない。「過体重や肥満であることが脳に変化をもたらすのか、脳の変化が

脂肪細胞を増やしているのかも不明だ」と、同氏は指摘しており、「減量すれば脳への

悪影響を減らせるかどうかも結論づけるのは難しく、今後検証していきたい」と述べて

いる。 

 この知見は、「Neurobiology of Aging」オンライン版に 7月 27 日掲載された。 

 米ペンシルベニア大学ペレルマン医学大学院（フィラデルフィア）の Yvette 

Sheline 氏は、今回の研究を興味深いと評価しつつも、内臓脂肪や皮下脂肪など脂肪の

分布に言及していない点や、経時的に追跡した研究でない点など、研究にはさまざまな

限界があることを指摘している。原著論文 Lisa Ronan EC, et al. Neurobiology of 

Aging. 2016 July 27. [Epub ahead of print] 

 

睡眠不足が食欲を亢進し、肥満をもたらす機序を解明―食欲抑制ホルモンの減少が関

与、早稲田大ら HealthDay News：2017/02/06 

 睡眠時間を大幅に制限すると、食欲抑制にはたらくホルモン

が減少し、空腹感が増すなど食欲に影響を及ぼし、その結果、

肥満リスクが増加することを、早稲田大学スポーツ科学未来研

究所の内田直氏らが、花王株式会社ヘルスケア食品研究所との

共同研究で明らかにした。睡眠時間を制限しても 1日のエネル

ギー消費量には変化はみられなかったことから、カロリー摂取量が増えることで体重増

加リスクが高まるという。詳細は「Scientific Reports」オンライン版に 1月 10 日掲

載された。 

 これまでの疫学研究で、慢性的な睡眠不足が肥満をもたらすことがわかっていたが、

睡眠時間がヒトのエネルギー代謝にどういった影響を及ぼすのか、その詳細な機序は明
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らかにされていなかった。そこで、研究グループは健康な男性を対象に、睡眠時間を通

常の 7時間と比較して 3.5 時間に制限した場合のエネルギー代謝や食欲の変化を観察。 

 対象は、平均年齢 23 歳の健康な男性 9人。参加者には決められた食事をとってもら

ったうえ、（1）7時間睡眠を 3 日間続けてもらい、3日目の 7時間睡眠と翌日の睡眠回

復を含む 48 時間における代謝への影響をメタボリックチャンバーで測定。次に、2週

間の休止期間ののち、（2）3.5 時間睡眠を 3日間続けてもらい、3日目の 3.5 時間睡眠

と翌日の睡眠回復を含む 48 時間におけるエネルギー代謝への影響を同様に測定した。

二重盲検デザイン下で、（1）と（2）をランダムな順番で行った。なお、メタボリック

チャンバーとは、ヒトのエネルギー代謝を日常生活に近い環境で、長時間、正確に測定

できる代謝測定装置を指す。 

 その結果、睡眠時間を 7時間から半分に制限すると、夜間のエネルギー消費量は増加

した一方で、1 日のエネルギー消費量には変化はみられないことがわかった。また、睡

眠時間を制限すると、食欲抑制作用をもつペプチドホルモンであるペプチド YY（PYY）

の分泌が有意に低下したほか、1時間ごとに質問票で評価した空腹感が増すなど、食欲

に影響を及ぼすことも明らかになった。さらに、睡眠時間を減らすと直腸で測定した深

部体温が有意に低下し、体温の日内リズムに影響していることが明らかになった。 

原著論文 Hibi M, et al. Sci Rep. 2017 Jan 10. [Epub ahead of print] 

 

好きなお酒の種類で糖尿病リスクは異なるのか～大規模研究のメタ解析 

ケアネット：2017/02/28 

よく飲むアルコール飲料の種類によって、糖尿病との関連が異なるのだろうか。

Consortium on Health and Ageing Network of Cohorts in Europe and the United 

States（CHANCES）プロジェクトにおいて、飲酒者におけるアルコール飲料の嗜好と 2

型糖尿病の発症率との関連性を研究したところ、ビール・ワイ

ン・蒸留酒のそれぞれに対する嗜好と糖尿病発症との関連は、

嗜好がない場合と同様であることがわかった。 

本研究では、Consortium on Health and Ageing Network of 

Cohorts in Europe and the United States（CHANCES）か

ら、ベースライン時の飲酒量を報告した 6万 2,458 人のデー

タを含む、欧州のコホート研究 10 件についてメタ解析を実

施した。糖尿病発症についてはフォローアップ期間中における診断書または診断さ

れたことの自己申告に基づいた。摂取した全アルコールの 70％以上がビール・ワ

イン・蒸留酒のいずれかである場合に嗜好があると定義した。調整ハザード比

（HR）は Cox 比例ハザード回帰分析を用いて計算し、単一コホートの HR をランダ

ム効果メタ解析でプールした。 

 主な結果は以下のとおり。 

・嗜好がとくにない人と比較した糖尿病リスクの HR は、ビール嗜好の人では 1.06

（95％CI：0.93～1.20）、ワイン嗜好の人では 0.99（95％CI：0.88～1.11）、蒸

留酒嗜好の人では 1.19（95％CI：0.97～1.46）であり、関連がみられなかった。 

・総アルコール量に調整した絶対的ワイン摂取量は、糖尿病リスクの低下と関連し

た（6g/日当たりの pooled HR：0.96、95％CI：0.93～0.99）。・蒸留酒嗜好の人
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は男女共に高 BMI が糖尿病リスクの増加に関連していたが、一般的な疾患に罹患し

ている人を除いた後には関連がなかった。（ケアネット 金沢 浩子） 

原著論文 Sluik D, et al. Eur J Clin Nutr. 2017 Feb 22. [Epub ahead of print] 

 

潰瘍性大腸炎の新たな治療となるか糞便移植／Lancet ケアネット：2017/02/23 

 活動期潰瘍性大腸炎における強化注入法にて行うマルチドナー糞便移植は、臨床

的寛解および内視鏡的寛解をもたらすことが、無作為化試験

の結果、示された。オーストラリア・ニューサウスウェール

ズ大学の Sudarshan Paramsothy 氏らによる検討で、「移植

によって腸内細菌叢が多彩なものに変化し、そのことがアウ

トカムに関与していた。糞便移植は、潰瘍性大腸炎の新たな

治療オプションとして有望であることが示された」とまとめ

ている。これまで、潰瘍性大腸炎に対する糞便移植の効果は不明であった。Lancet

誌オンライン版 2017 年 2 月 14 日号掲載の報告。 

3～7 人の非血縁ドナーからの糞便を使用 

 研究グループは、強化マルチドナー糞便移植の潰瘍性大腸炎への有効性を調べるた

め、オーストラリアの 3 病院で、多施設共同二重盲検無作為化プラセボ対照試験を行っ

た。活動期潰瘍性大腸炎（メイヨースコア 4～10）の患者を 1対 1の割合で無作為に

（事前確定した無作為化リストを使用）、糞便移植またはプラセボ移植を受ける 2群に

割り付け、それぞれ内視鏡を用いた注入を、週に 5日間、8週にわたって行った。割り

付けについて、患者、治療医、その他試験スタッフ共に知らされなかった。 

 糞便移植には、3～7 人の非血縁ドナーからの糞便が用いられた。 

 主要アウトカムは、8週時点で評価した内視鏡的寛解または有効性が認められたステ

ロイドフリーの臨床的寛解（メイヨースコア 2以下、全サブスコア 1以下、内視鏡的サ

ブスコアで軽減が 1 ポイント以上）とした。 

 解析は、修正 intention-to-treat 集団と、1回以上の移植注入を受けた全患者の包

含集団について行われた。また、腸内細菌の変化との関連を評価するため、便の 16S 

rRNA 解析を行った。 

8 週時点の寛解達成割合、プラセボ群の 3.6 倍 

 2013 年 11 月～2015 年 5 月の間に、85 例が試験に登録され、42 例が糞便移植群に、

43 例がプラセボ群に無作為に割り付けられた。このうち糞便移植群の 1例とプラセボ

群の 3例が試験治療を受けず、全解析から除外された。 

 主要アウトカムの達成患者割合は、糞便移植群が 27％（11/41 例）、プラセボ群が

8％（3/40 例）であった（リスク比：3.6、95％信頼区間[CI]：1.1～11.9、p＝

0.021）。 

 有害事象の報告は、糞便移植群 78％（32/41 例）、プラセボ群 83％（33/40 例）であ

った。最も頻度が高かったのは自然治癒の消化器症状（complaint）であったが、治療

群間に有害事象の件数および種類に有意差は示されなかった。重篤な有害事象の報告

は、糞便移植群で 2 例、プラセボ群 1例であった。 

 糞便移植後、腸内細菌叢の多様性が増し、その状態の保持が認められた。また、臨床

的アウトカムと関連する細菌分類群が明らかになり、なかでもフゾバクテリウム属種の
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出現は寛解を阻害することが判明した。 

 著者は、さらなる研究を行い、治療オプションとしての重みづけと、細菌叢ベースで

適合したドナー・レシピエントの治療への影響について正確に確認する必要があるとま

とめている。（ケアネット） 

原著論文 Paramsothy S, et al. Lancet. 2017 Feb 14. [Epub ahead of print] 

 

愛と性欲のホルモン「キスペプチン」の効果 

HealthDay News：2017/02/14 

 愛情や性行為に関連するホルモンの活性を高める方法がある

かもしれないという研究結果が、 英インペリアル・カレッジ・

ロンドン医学部内分泌代謝学教授の Waljit Dhillo 氏らにより

報告された。 

 キスペプチンというホルモンは、体内で自然に分泌され、他

の生殖ホルモンの放出を促す。今回の研究では、健康で若い異性愛者の男性 29 人に、

キスペプチンまたは不活性のプラセボのいずれかを注射した後、いろいろな写真を見せ

ながら脳機能の画像解析を行った。 

 その結果、カップルの性的な画像やロマンチックな画像を見たときの、性的興奮や恋

愛により活性化する脳領域の活動量は、キスペプチンの注射後に増大することが判明し

た。 

 Dhillo 氏は、「これまで、ほとんどの不妊の研究や治療法では、自然妊娠を困難に

しうる生物学的要因に着目してきた。しかし、脳と情動の役割も非常に重要で、これは

ごく一部しか解明されていない」と話す。 

 共著者の 1人は、「今回の研究は、キスペプチンが性や恋愛に関連する脳の活性を高

め、ネガティブな気分を抑えることを示しており、不妊症の人によくみられる心理的な

性機能障害やうつ病の治療にキスペプチンを利用できる可能性も提議している」と述べ

ている。 

 原著論文 Comninos AN, et al. J Clin Invest. 2017 Jan 23. [Epub ahead of 

print]  

 

うつ病、男女間で異なる特徴とは  ケアネット：2017/02/08 

 いくつかの研究によると、男女間でうつ病に関連した異なる

症状が報告されているが、この関連を分析したシステマティッ

クレビューやメタアナリシスはパブリッシュされていない。オ

ーストラリア・Illawarra Health & Medical Research 

Institute の Anna Cavanagh 氏らは、うつ病に関連する症状の性

差のエビデンスをレビューした。Harvard review of 

psychiatry 誌 2017 年 1・2 月号の報告。 

 PubMed、Cochrane、PsycINFO のデータベースとリファレンスリストを調べた。32 研

究が基準を満たした。単極性うつ病の臨床サンプルおよびコミュニティサンプル 10 万

8,260 人を含んだ。32 研究のすべてにおいて質を評価し、出版バイアスについて検討し

た。性差の影響を評価するため、32 研究より抽出された 26 症状についてメタ解析。 
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 主な結果は以下のとおり。 

・本研究では、少数で重要な性別といくつかの症状との関連が示された。 

・うつ病男性は、女性と比較し、アルコールや薬物乱用（Hedges's g：0.26、95％CI：

0.11～0.42）、リスクテイキング、脆弱な衝動性コントロール（g：0.58、95％CI：

0.47～0.69）と関連していた。 

・うつ病女性は、抑うつ気分のようなうつ病の診断基準に含まれる症状（g：－0.20、

95％CI：－0.33～－0.08）、摂食障害や体重変化（g：－0.20、95％CI：－0.28～－

0.11）、睡眠障害（g：－0.11、95％CI：－0.19～－0.03）と関連していた。 

 著者らは「本結果は、物質使用と気分障害の有病率における性差に関する既存の研究

結果と一致する。男性のうつ病を評価する際には、物質乱用、リスクテイキング、脆弱

な衝動性コントロールをスクリーニングすることの有用性が強調される。うつ病と併存

症状に関する性差を明らかにするためにも、今後の研究が必要とされる」としている。

（鷹野 敦夫） 

原著論文 Cavanagh A, et al. Harv Rev Psychiatry. 2017;25:29-38. 

 

「がん 5年生存率 50％超」、7割が知らず―内閣府世論調査 

CBnews ：2017/02/08 

 がんと診断されてから 5年後に生存している患者の割合（5年生存率）が 50％を超え

ていることについて、7割強の人が知らないことが、内閣府の世論調査で分かった。調

査では、約 2人に 1 人が将来がんに罹る恐れがあることについて、7割近くの人が認識

していないとの結果も示され、がんに対する理解が十分に広まっていない実情が浮き彫

りとなった。 

 内閣府は昨年 11 月 17 日から 27 日にかけて、全国の 18 歳以上の男女 3000 人を対象

に「がん対策に関する世論調査」を実施。1815 人から有効回答を得た。 

 調査では、がんに関する質問の中から、知っていることを複数挙げてもらった。「が

ん全体の 5 年生存率は 50％を超えている」ことについては、「知っている」と回答し

た人の割合は 29.5％だった。また、「日本で約 2人に 1人が、将来がんに罹ると推測

されている」ことに関して、認識している人の割合は 31.3％。さらに、「日本では約 3

人に 1人が、がんで死亡している」ことについての認知率は 43.4％だった。 

病院の選定で「専門的な治療提供」など重視 

 また、がんと診断された場合、治療を受ける病院を選ぶ際に重視する点を複数挙げて

もらったところ、「専門的な治療を提供する機器や施設の有無」（60.2％）が最も多か

った。次いで、「医師や看護師の技術の優秀さ」（56.7％）、「自宅からの距離」

（50.5％）、「受診にかかる経済的負担」（32.3％）などと続いた。 

得たい情報は「治療費・保険など」が最多 

 調査では、がん診療連携拠点病院などにある「がん相談支援センター」で聞きたいこ

とも挙げてもらった（複数回答）。その結果、最も多かったのは「治療費・保険など経

済面について」（75.4％）で、「がんの治療内容に関する一般的な情報」（74.3％）が

これに次ぎ、「他の専門的な医療機関の情報」（40.2％）、「退院後の生活など療養上

の注意点」（39.5％）といった答えもあった。（2017 年 2 月 2 日 松村秀士・CBnews） 

 


