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一特集ltぎ･･

生活習慣指導
コーディネート術

今月の視点

わが国ではメタポリックシンドローム(メタボ)が広く知られるようになり,

メタボ健診が始まってちょうど1年となった.各地の行政でもさまざまな取り

組みが行われ,一定の成果が出てきているようである.一方,プライマリ･ケ

ア医(PC医,家庭医,かかりつけ医)の関与はいかがだろうか? PC医は,診療

形態に応じて種々の環境で診療してきた.各現場で生活習慣の指導が行われて

きているが,果たして効果が上がっているだろうか?

いや,実際には,なかなか難しい.忘れずに服薬させるのは簡単であるが,

きちんとした生活習慣を継続させるのは至難の業であるからだ.生活習慣病の

代表的疾病である糖尿病は｢患者教育の病気｣ともいわれる.つまり,特徴的な

性格など患者サイドの原因も確かにあるが,医療サイドの指導にも責任がある

と自覚しなければならない.

食事や運動に対する行動変容の継続が,なぜそれほど難しいのだろうか?医

師が多忙で時間を十分に割けないこと,指導に対する技術不足があること,コ･

メディカルを上手に活用できていないこと,患者の動機づけや心理的サポート

ができていないことなどがあげられよう.そこで,本特集は従来とは異なり,

独自の視点でまとめた.つまり,医師の立場よりも,患者指導に関与するため,

コ･メディカルの立場を重要視したのである.換言すれば,医師が自分で指導

するよりも,ナースや栄養士,運動療法士などを最大限に活用する方策を考慮

してはいかがだろうか?そのほうが,患者の行動変容が長期的にうまくサ

ポートされる可能性があるだろう.

医師はコーディネーターとしての役割を演じ,全体のバランスを取りながら

コントロールすればよい.なお,コントロール(control)とはcontra(反す

る)十roll(回転する,動く)という意味で,勝手に動かないように管理するこ

とだ.医療チームの働きによって行動変容した枠組みが動かないように,患者

の心身をサポートし,上手にキープしていきたいものである.

日本プライマリ･ケア学会　広報委員長

板東　浩
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食事(栄蓋)療法

患者への動機づ抹アドバイス法,
効果的な行動修正法
中村　巧1)板東　浩2)
1)中村整形外科リハビリクリニック(兵庫県) 2)日本プライマリ･ケア学会　広報委員長

､ ◎◎〇〇〇●○○におけるポイント
l ･医師が薬剤に頼らずに治療できると考えることが重要である.

･医師･患者ともに′　基本的知識や情熱が必要である.

･医師や管理栄養士など医療従事者自らが肥満でなく.運動習慣を要する.

･事後は,カロリ-よりむしろ糖質制限が注目される時代となろう.

･患者背景を生物学的･社会的･医学的把握し.自己変容を醸成していく.

ヽ　L　_　L L L L L-■　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　L L L L　一､ ､ I-　L　　､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　~　　　　~　~　L　~　~　L　~　~L L L　~　　　　L L L L L　　､ ~　■　▼l

はじめに

筆者らは, 2003年から約5年間で,管理栄養士

2人と約1,000人に肥満外来で指導してきた.薬剤

に頼らず,食事･運動療法を主とした理想的なコ

ントロールを目指している.常に前向きに試みな

がら,変化･発展させてきた.

また,本稿では, ｢動機づけ｣と理解度の関係

Ⅰ ･動機づけ
ノ

γE

や, ｢ヒトの細胞｣や｢栄養素｣にも触れる.さら

に,各職種からのアプローチによるアドバイス法

や,日々苦闘してきている効果的な行動修正法,

また,患者から発せられるさまざまな疑問に対す

る具体的回答についても,記載してみた.

最初に,著者らが肥満外来で減量させた結果を　者に基本的事項を理解させたのが一因であろう.

図1に示した.このように成功を治めたのは,患　下記の2項目について,要点を簡潔に伝えるため,

(人) 400 350 300 250 人数200 150 鼎R�B臘���375 �#s2��C2�

100 剪� 鉄B�

50 0 劔剃c��&ﾃ%�2�

10-5増5-0増0-5滅5-10滅10-15減15-20滅20-25滅25-30滅(kg) 

体重の変化量 

図1肥満外来での指導による減量の結果
対象者909人中95%が減量できた. 5kg以上の減量が53%, 10kg以上が23%であった･

602 1治療　Vol.91′No.4 (2009.4)



生活習慣指導コーディネート術tE覆喜_

独自のレジメを使って説明している.　　　　　　　る.細胞の自己複製により, 1年でほとんどの細

胞が入れ替わるという.代謝が滞りなくスムーズ

1ヒト･細胞が生きるとは?　　　　　に進むことが,細胞が生きていることを意味し,

生命の2大機能は｢自己複製｣と｢代謝｣とされ　　ヒトが生きることとなる(図2).

図2 ｢ヒト･細胞が生きる｣究極的機構
ヒトは,個体レベルで○摂息○排乱○呼吸の3段階を行っている.細胞レベルでは以下のごとくE]～Eaが行われている.

El:食物はタンパク質や炭水化軌脂質の高分子化学物質の状態にある.消化管で消化･吸収された後.最小単位のアミノ酸.単糖,

脂肪酸に変換され,各細胞に到達する.

Gl :酸化還元反応で電子を移動させてATPを合成するのが｢異化｣であり,細胞が生きるのは.エネルギー(ATP)の存在による.

El : DNAを設計図として20種類のアミノ酸から10万種類以上のタンパク質(糖タンパクや脂質タンパク)を合成するのが｢同化｣であ

り.自分自身を作るということである.たとえれば.細胞という巨大な最先端工場で10万種類以上の製品を作っていることになる.

この異化と同化により.掛寺に分子が化学的に変化し移動する.これが, 60兆個の細胞が生きる生化学的本質である.

El:タンパク質分解機構(ユピキチン･プロテアソーム系.オートファジ-など)により.細胞や細胞部品(細胞小器官など)の修復･回

復作業(リストラ)およびアミノ酸などのリサイクルを行っている.

ta:カロリーリストリクション(カロリー制限)により.傷んだ細胞や細胞部品の分解が進む.リサイクル率が上がり長寿となり.がん

やアルツハイマー病などになりにくいとされる.いかにカロリーを大量に摂り健康に生きるかという考え方から.いかにカロリー

を必要最小限として健康を維持するかという,発想の転換(パラダイムシフト)が重要となろう.

治療　Vol.91′ No.4 (2009.4)



2栄養素の機能とは?

主な栄養素のアミノ酸･単糖･脂肪酸は,細胞

のなかに移動し,ミトコンドリア内のTCAサイ

クルという焚き火のなかで,酸素で燃やされる.

ATPを産生する火力･化学発電所と考えると理

解しやすい(異化,図2).一方で,エネルギー通

貨のATPを利用し,アミノ酸･単糖･脂肪酸を

部品材料として自らの身体を作っている(同化).

Ⅱ≦アドバイス法

生命活動とは機械ではなく,分子や電子の流れ

であり(生命化学反応),われわれの身体は絶えず

流転している.分子や電子の由来は,食物と酸素

となる.ゆえに,ヒトが摂取した栄養素と呼吸か

ら得られた酸素により,身体が構成されている1).

そのため,何を適切に摂食するかが問われており,

患者の理解度に応じて指導している.

1医師の立場から

医師の治療方針や方向性について,重要なポイ

ントを下記に示す.

①医師が投薬なしで治療できると考えられるか

否かが,第一歩である.これにより,患者が真に

健康になる道が開かれるか否かが決まる.

②生活習慣病に対するリスクは,薬では回避でき

ないという信念が必要である.ただし,薬なしの治療

には,医師･患者には知識や情熱,哲学が要求され,

戦略に則ったコ･メディカルとの連携が肝要である.

⑨医師自らが肥満でなく(BM1 22以下を維持),

運動習慣のあることが必要条件であろう2).

④医師自ら作成したレジメで,栄養･運動に関

しての要点を短時間で患者に理解させる.

⑤医師の食事調整能力は低く,医師のみでの栄

養指導は不可能であるため,外来管理栄養士によ

る栄養指導は必須となる.

(む運動処方ができなければならない.自己の運

動習慣がないと,うわべだけの処方となる3).運

動指導療法士,理学療法士と協力する.

⑦医師の生活調整能力は低く,看護師が家庭

血圧･自己血糖測定方法などを説明する4).

2検査技師の立場から

詳細な検査により,自分の身体を詳細に知るこ

とは重要である.

604 1治療　Vol.91′No.4 (2009.4)

①体重,体脂肪率,筋肉率を計測する.エコー

による皮下脂肪･内臓脂肪･脂肪肝計測は,肥満

外来開始時と5kg減量時に行う(図3a～C).

②頚動脈エコーは肥満外来開始時に行い,内

膜中膜複合体肥厚(IMT) 1.1mm以上の場合は経

過観察する(図3d).

(彰睡眠時無呼吸症候群は,携帯型簡易検査装置

で陽性となる例が多い.減量で改善することを説

明すると,モチベーションが高まる.

3看護師･管理栄養士の立場から

集団指導(1回目の約1時間)や,月に1回の個

別指導(約30分)を標準としたい.

a.グラフ化体重日記

体重や血圧,血糖のチェックが重要である.衣

庭血圧測定･自己血糖測定指導や,その他さまざ

まな生活調整などを行う.

b. 5段階漸滅法

A : 3食+低カロリー食(1.200-1.600kcal)

B : 3食+低力□IJ一食+低炭水化物食(25-

30%)

C:2食(昼.痩)+低カロリー食(1,000-

1.500kcal)

D:2食(壁.夜)+低カロリー食+低炭水化物

食(25-30%)

E : 1食(夜)+超低炭水化物食(極少量)
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≡≡⊇警≡
体　重　　　　81kg　　　◆　　68kg

GOT　　　　　81 1U/L　　　+　　28 lU/L

GPT l 65 1U/L　　+　　39lU/L

y-GTP l 05 lU/L　.+　　24 lU/L

LDH　　　　　　2661U/L　　+　1 77 lU/L

尿　酸　　　11mg/dL　◆　　8.3mg/dL

脂肪肝1回目　　　脂肪肝2回目

(肥満外来開始時)  (5kg減量時)

脂肪肝の程度判定

1肝腎コントラストの上昇　　一一一　一一一一一一一

(HR:hepato-renal echo contrast)

腎実質より肝実質のエコーレヘルのほう
が上昇する.

最も重要.

2高輝度肝
(BL:brlght llVer)

肝実質のエコーレヘルのほうが上昇する.

3深部減衰
( DA:deep attonuat10∩)

深部でのエコーレヘルの減衰が見られる.

4肝静脈の不鮮明化
(VB:vascular b山rrlng)

肝静脈の辺線や内腔が不明瞭化する.

(0異常なし.05 =く軽度. 1軽度.1 5中等鹿.2:高度)

E]エコーによるプラーク分類(58症例)

hard lntermedlale mixed soft

図3　皮下脂肪･内臓脂肪,脂肪肝.頚動脈のチェックが有用
a :減量により明らかに皮下脂肪･内臓脂肪の改善が見られる.男女とも皮下脂肪に比べて内臓脂肪が減りやすい.

5kg減量頃に減量し難くなる場合,また意欲の低下が見られる場合もあり,さらには経過良好な人を含め.モチベ-ション高揚が

得られる.

b :脂肪肝を点数化して(0点:正常. 8点:高度脂肪肝)表示し.画像と点数を示す.女性の場合には｢外見のみでなく.身体のなかか

らも美しくなっていますよ｣,男性の場合には｢身体のなかから健康になっていますよ｣と衰えると効果的である.

C :脂肪肝の変化(149例) :

脂肪肝も明らかに改善していくため.モチベーション高揚には絶大な効果がある.

d : 2007年度の1年間に行った頚動脈エコー(182例)の検討:

182例中58イ札約1/3にプラークを認めた.リスクの高いmixedとsoftは18例であった.実際に画像を見せると,モチベーション

の高揚効果が非常に高くなる.

Aにより約半数の人は減量できる.減量が得ら

れ難いか,減量スピードが鈍ってきたら, Bを開

始する(p.6825)).ただし,最近はBから始める場

合も多い.ある程度減量でき,さらに減量を望む

場合には, CまたはDを勧める(中村式).これに

よりbreak throughする場合も多い.巨では劇的

に改善するが,今後の課題と考えている(p.6806)).

なお,平安時代には天皇は2食であり,鎌倉時代

の武士から3食になったという.

C.健康食ピラミッド2009

中村･板東式21世紀アンチエイジング･健康

食ピラミッド2009を推奨しているので,活用され

たい(図4)7~10)

以上のコツを表1にまとめた.

治療　VoL91, No.4 (2009.4)



Eq4　中村･板東式21世紀アンチエイジング･健康食ピラミッド2009
大切なポイントは,良質タンパク質(JEt須アミノ酸の多いタンパク質),良質脂質(必須脂質･多価不飽和脂肪酸の多い脂質),野菜(敬

千種頬のファイトケミカル)を十分に摂り,インスリン放出を加速する精製糖質を中心とした糖質摂取を控えることである.

近年は,肥満や糖尿病に対する低炭水化物食の有効性が多く報告され.当院でも良好な結果が得られている5~9).

表1当院レジメの要点

0グラフ化体重日記
●自己変容するために重要(一日2回).ともに考えるた

めの材料となる

◎BMlの目標
●内科的疾患(質的肥満)では,病態によりBMl 22-

23を目標とする

●整形外科的疾患(量的肥満)の合併では. BM1 20-

22を目指す

●これらの減量によって.実際に減薬や投薬中｣上につな

がる

○運動療法の要点
●ウオーキング30-60分(可能ならジョギング).筋ト

レ15-30分が原則.

●女性はl ～2kg.男性は3-5kgの鉄アレイを購入

●毎日運動を必ず継続し.重要度の認識は食事70%.

運動30%程度とする.

0食事療法の要点
●脂質(飽和脂肪酸)を減らすだlj-ではなく.糖質も減

らす.

●カロリーゼロのお茶や浄水器を通した水道水を推奨

糖分を含む健康飲料を避ける

●野菜にドレッシングをかけない　野菜本来の味を楽し

める繊細な舌.脳を目指す

●パンにバターやジャムをつlj-ない　大切な味覚が.バ

ターなどの濃厚な味で毒される

●一日の摂取紀カロリーは,今までの約2/3を目指す

●基本的には断酒だが.糖質ゼロの発泡酒350m｣を3

日/週まで可とする

●毎日の飲酒はアルコール依存症と考える　糖質の多い

日本酒.白ワインを避ける

●3食直後に歯を磨く.肥満の人は歯を磨いていない傾

向が見られる
●間食は厳禁だが,食べた際には直後に歯を磨く　磨く

のが面倒となり.間食が減る

○集団療法の効果
●減量を目指す多くの患者が,リハビリ室でともにト

レーニングを続ける.

●しばしば悪者同士で教えあい.教育よりも共育.学習

で,自然発生的な学びの場となる
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Ⅲ　従来の指導法と考え方の是非

1 -日3回しっかり食事?

厚生労働省策定の｢日本人の食事摂取基準(2005年

版)｣'')(5年ごとに改訂)で,年齢と性別における熱量は,

[男性]　[女性]

30-49歳(kcaI) 2.250-3′050 1,700-2′300

50-69歳(kcal) 2.050-2,750 1,650-2,200

とある.しかし,加齢に伴う運動量や筋肉量の低

下を考慮すると,実際にはカロリー過多と思われ

る.当院では,治療必要例で男性1,400- 1,600kcal,

女性1,200-1,400kcal程度を目安としている.

食事を3回とすると,従来の習慣から実際には

合計摂取カロリーを抑えられない.そのため, 2回

に分ける方法が妥当かつ現実的であろう(図5).

そのなかでも朝食を抜く方法が理想的と考え'2, 13),

実際に本法でほとんどが減量成功例となった.

2栄養素摂取の割合?

栄養素摂取の割合に関するEBMはほとんどない

のが現状である.しかし,従来標準的な｢糖質50-

70%,タンパク質15-20%,脂質20-25%｣の

指導がなされている'').

糖質摂取量の多い日本人の食生活に加えて,最

近では糖質過多の食品添加物や甘い菓子･ケーキ

類が氾濫している.とくに女性は,糖質を多量に

含んだ間食を毎日摂取している場合が多い(糖質

依存症).当院では,図5のごとく,摂取カロリー

のみでなく炭水化物の摂取割合にも重点を置いて

いる.抗加齢医学会の重鎮であるテリー･グロス

マンも｢大抵の人の場合,炭水化物･タンパク

Ⅳ行動修正法

質･脂質の均等なカロリー分割が最も効果的なよ

うである｣と2009年1月に述べている14).

3インスリン体質からクルカゴン体質へ

糖質を多く摂取する現代人は,食後血糖値が急

速に上昇しやすい(グルコーススパイク).その度

にインスリンが急峻なカーブで放出されるために

すぐに空腹となり,頻回に食物を口に入れないと

我慢できなくなる.これはインスリンを酷使して

解糖系を活性化している状態であり, ｢インスリ

ン体質｣ともいわれている.

一方,血糖値を最低限に維持し,グルカゴンを活躍

させて糖新生系を活性化している状態は｢グルカゴ

ン体質｣と呼ばれる'2).すなわち,呼吸燃料を糖質か

ら脂質へと移行させていく体質改善といえよう.この

ような体質になると,インスリンはゆったりと役目を

果たすことができるため,空腹感もあまり生じない.

さらに,中性脂肪も蓄積され難い利点があげられる.

E]摂取カロリー

CE3女性: 6=0.0,5coao■k:a? CE3女# = 600kca■ × 2
= 1,200kcal

男性: 800kcalX3　　　　男性: 800kcalX2

= 2,400kcal　　　　　　　　= 1 ,600kcal

El栄養素摂取割合

日　本

(厚生労働省:日本人の
食事摂取基準(2005年版) )

脂質
25%以下

タンパク質
1 5-20%

炭水化物
50-70%

中村式

脂質　　炭水化物
33%　　　　33%

タンパク質
33%

図5　摂取カロリーおよび栄養素割合の比較

1岡田斗司夫式ダイエット法

同氏による｢いつまでもデブと思うなよ｣が評判

である'5). 115kgから50kgの減量を達成した話

題の本である.まず,食行動の記載から始まり,な
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日が我慢できなくなる.スパッとやめたい.

ほかに素朴な質問が多くあるが,最後はその人

の生き方,感性の問題にかかわるため非常に難し

生活習慣指導コーディネート術t漣喜j…

い.しかし,誰もが｢なるほど｣と納得する回答を

瞬時に行えるように準備しておくのは,患者の行

動変容に重要なポイントとなる.

おわりに

筆者らは, ｢管理栄養士や医師が一般的に行っ

てきた栄養指導は本当に正しいのであろうか｣と自

問自答しながら,診療を続けてきている.

コペルニクスが天動説を否定し地動説を唱え,

400年前にガリレオ･ガリレイが望遠鏡を夜空に

向けて宇宙を観察し地動説を証明した.しかし,

宇宙を構成しているエネルギーのなかでわかって

いるのは4%のみという. 73%を占める正体不明

の｢暗黒エネルギー｣と23%の未知の｢暗黒物質｣

がいかなるものであるのか,人類はいまだ解明で

きていない.経済的にも,市場主義･金融社会も

再評価され大転換期を迎えようとしている.栄養

指導に関しても変革の時期にきている,というよ

りもまだまだ道半ばと思われる.

学問は通説や常識を覆すことに価値があり,本

莱,新しい学説･理論は少数派であろう.生活習

慣病･肥満という複雑系に対する,要素還元主義

的西洋医学での投薬治療の限界が垣間見える.い

かに薬剤を減らして患者を健康に導くかという観

点から,食生活を通した根源に迫る医療が求めら

れている.

(著者連絡先: takumi-e@sb3.so-net.ne.jp)
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EE] E3　生活習慣指導コ-ディネート術

運動療法

患者への動機づ昧アドバイス法,

効果的な行動修正法
板東　浩1)中村　巧2)

1)日本プライマリ･ケア学会　広報委員長　2)中村整形外科リハビリクリニック(兵庫県)

′｣◎〇〇〇〇●◎◎におけるポイント

運動器症候群(一ocomotive synd｢ome :ロコモ)がいま注目されている.

静的健康のメタボや′　動的健康のロコモは廃用性症候群の側面を青する.

運動に対する動機づけや心理を調査する標準的質問票(BREQ-2)がある.

運動継続のコツには′　刺激統制法やオペラント強化法,社会的支援がある.

有酸素運動と筋肉トL/一二ンクを併せ,アンチエイジンクを目指したい.

はじめに

わが国では生活習慣病が増加し,誰もが運動の

必要性を十分に理解している.しかし,実際に行

動変容を起こさせるのはそれほど簡単ではない.

さらに,運動が開始されても,継続していくのが

いかに困難であるのは,よく経験している.

ここで重要なのは,適切な動機づけやアドバイ

ス,効果的な行動修正法をいかに行っていくかで

あろう.この間題には,行動科学(behavioral s°i-

トメタポとロコモ
【r　ー　_一ノ

ence)の手法を適用するとよい.

また,従来の静的な内臓脂肪症候群(metabolic

syndrome :メタボ)のみでは不十分で,動的な運

動器症候群(locomotive syndrome :ロコモ)の重

要性が指摘されつつある.本稿では,最近の関連

事項や筆者らの経験を含め,運動療法の継続に対

するコツについて紹介させていただきたい.

1運動器症候群(ロコモ)

最近,ロコモが注目されている. 2007年に日本

整形外科学会が提唱した.定義は｢運動器の障害

によって要介護状態や要介護になるリスクの高い状

態｣である(表1)1).

類似名称の｢運動器不安定症｣は,健康保険で運

動器リハビリテーションの適応となる対象疾患名

を意味する.一方,ロコモは広く包括的な概念で

ある.リスクが顕在化して診断基準を満たす状態

になると,運動器不安定症と呼ばれる(図1).
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表1ロコモの特徴

○階段を上るのに手すりが必要である. 

○支えなしに椅子から立ち上がれない. 

◎15分ほど続けて歩けない. 

○転倒への不安が大きい. 

○最近1年間に転んだことがある. 

○片足立ちで靴下がはけない. 

○横断歩道を青信号で渡りきれない. 

◎家のなかでつまずいたり滑ったりする. 
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図1ロコモにおける運動器と日常生活のかかわり
運動器の健康度がある程度以下まで悪化すると運動器疾患が発

症する.同様に,日常生活の自立度がある程度以下まで低下す
ると,要介護の状態となる.ロコモの概念は広く.このなかに運

動器不安定症が含まれる.

2共通点は廃用症候群

内科にメタボがあり,整形外科にロコモがある.

両者の合併が知られ,腰や膝の変形性関節症があ

ると,メタボの診断基準を満たすオッズ比が3倍

以上になるという.運動器疾患が寝たきりや他疾

患を引き起こし,健康寿命を下降させる.

骨や関節,敵背,筋肉などの運動器には,適正

な範囲で運動によるメカニカルストレスがかか

り,刺激されねばならない.この点から見ると,

メタボもロコモも60兆個に至る細胞の｢廃用症候

Ⅱ　運動に導く動機づけ

運動量が徐々に減少 

動かなくなってくる 加齢により持久力.活力低下.筋肉萎縮 

瞬発力.柔軟性低下身体の脂肪量の増力口 高血圧.生活習慣病社会的心理的な老化 

苦しみ.健康の悪化老けたと自覚.評価 不安感と自信の消失 

さらに運動量の減少 

図2　運動減少による悪循環のサイクル
心理的･精神的･身体的･社会的に活動度が低下する.メタボ

とロコモの両者で問題となる.

群｣に包括されるといえないだろうか.

しだいに運動量が減少することによって,心理

的･身体的･社会的に悪循環のサイクルを形成す

ることになる(図2).

人が生きられるのは,バックボーンの運動器に

支えられているからだ.運動器は｢locomotive

organ｣と英語表記される. Locomotiveには機関

辛,移動力のある,経済を促進する,という明る

く能動的なイメージがある.今後メタボとともに,

ロコモにも注意を向け対応してほしい.

なぜ,人は運動をしようと思うのだろうか?

さまざまな因子が絡み合い,時間とともに常に変

化している.運動に導く原動力として,下記の6

っの側面があるという2).

1活動･健康志向

人間にそもそも基本的に備わっている動機であ

る.身体を動かすと気持ちよく感じ,運動は健康

にいいと思っている.

散歩で汗をかいてシャワーを浴びると,心身と

もにさっぱりする.高頻度の散歩については,医

者から指示されたり,テレビ番組で奨励された

り,健康のために継続している患者も多い.
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2能力志向
自分が優れていることに対して,楽しさを感じ

る.他人と比較してよりうまくできたり,勝負と

なれば勝敗にこだわったりする.

子どもの頃からスポーツで活躍したり,入賞を

重ねてきた選手がいる.心理的特徴として,ス

ポーツという場で勝つことが目標であり,強い動

機づけにもなっている.

3教師･他者志向
指導してくれる教師や先生と,ともに運動をす

る楽しさを感じる.ある程度の誘導があるので,

安心して運動を楽しむものとなる.

スポーツクラブの経験者で,それほど勝負にこ

だわらず,強烈な個性をもたず,メンバーと一緒

に楽しんできた人などが相当する.

4工夫志向
いろいろな工夫や創造する楽しさを感じる.人

からいわれたとおりに行うのではなく,自分の考

えを導入しながら活動できるのが楽しい.

中高年の散歩やジョギングには,背景が見られ

る.生活習慣病のため運動療法が必要な場合や,

身体を動かすのを好む場合がある.最初はゆっく

Ⅲ !標準的な運動指針

りした散歩から導入し,その後種々の工夫でバリ

エーションを生む.なかにはLSD(long slow dis-

tance)やマラソンに挑戦する人もいる.

また,ラグビーやアメフトなど戦術を工夫して

試合に臨み,勝負を楽しむ人もあるだろう.

5上達志向
いろいろな種目で技術が進歩し,それに伴って

上達する楽しさを感じる.しだいに上手になるプ

ロセスを楽しむタイプである.

長距離を走り,徐々にタイムが縮まっていくの

を目指す人も多い.ほかに,アーチェリーなどの

競技で,点数のアップが動機づけとなる.競技会

で入賞するのが目標ではなく,上達するプロセス

を楽しむタイプといえよう.

6仲間･他者志向

知り合いの仲間やグループでともに運動する楽

しさを感じる.一人ではなく,ともに協力しなが

ら仲間との共同作業を楽しむ.

仕事や遊びの仲間と行くゴルフが一例だ. 18

ホールで競って親交を深めたり,各ホールで一喜

一憂したりする.フィットネスクラブ通いが続く

のも,仲間と出会えるのが一国といえよう.

1運動指針2006

標準的な運動について,厚生労働省から｢健康

づくりのための運動指針2006｣が出されており,

ガイドとして繁用されている3).

このなかでポイントは,運動と生活活動とを分

け, 1週間に23メッツの運動を推奨したことであ

る(詳しくはp.625参照).要点を下記にまとめた.

①健康な成人に推奨される目安.
･種類は有酸素運動.
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･強さは中等度以上.

･時間は週に60-150分程度か,それ以上.

②運動と生活活動とは異なるものであり. 1週

間に23メッツを目指す.

③運動と生活活動を測ってみる.
･歩数計で一日に一万歩を目指す.

･運動習慣をメモし日記とする.

2行動変容ステージモデル

本モデルは近年繁用され,高齢者の健診にも用

いられている.対象者を把握しうまくアプローチ



したい.運動については下記の通りである.

①前熟考期:運動しておらず.写後もしない.

(多熟考期:運動していないが.近い将来したい.

(参準備期:運動しているが′　定期的ではない.

@実行期:定期的に運動し′　まだ6カ月以内.

⑤維持期:定期的に運動し′　6カ月以上継続.

3 BREQ

運動に対する動機づけや心理を調査する標準的

な質問票として, the behavioral regulation in

exercise questionnaire (BREQ)および改訂版

(BREQ-2)が知られている4). ｢運動を行おうと思

Ⅳ運動を継続させるコツ

生活習慣指導コ-デイネート術tEjEfs-

表2　運動に対する質問票(BREQ-2)

｢二∵二｣
○竺芸:㌣に勧められ　0　123　4

o芸だtL窟占諾　0　,23　4

0苦誓言,eii有益　0　123　4

0票賢才るのが楽し　0　123　4

o芸諾監きな　0　123　4

う気持ち｣や｢内発的,同一視,自尊心の関与,外

発的,非運動｣などの尺度を検討する.その一部

を表2に示した.

動機づけをうまく行い運動習慣を身につけさせ

るには,どんな方策を行えばよいだろうか.実際

的で有用な技術を下記にまとめた5).

1目標の設定

身体活動とは生活活動+運動であり,目標を決

める.その際,理想的で最終目的の目標と,実施

可能で当面の目標とがある.まずは,可能なレベ

ルで開始する例を示す(表3).

目標設定では,大切なコツが3つある.

①本人に考えさせて決めさせること.

(多漠然とせず具体的に. 5WIHを明確に.

(参実際に可能で達成できることから開始.

③は行動変容を起こさせ習慣づける｢形(shape)｣

を作るもので,シェイビング(行動形成)と呼ぶ.

表3　標準的な運動の設定

-■ヨロ■
種　類　　有酸素運動　掃除†,散歩†. 8,000歩/日

強　さ　　軽～中程度　3メッツ以上を毎日1回

時　間　　60分/日　　毎日60分以上

小さな目標を立ててクリアし,しだいにステップ

アップして最終日標へ近づけていく.

2具体的な一案

しばしば運動する場所や機会がないと聞く.室

内でテレビを見ながらストレッチや腹筋ができ

る.自宅周辺でウオーキングやジョギングが可能

だ.公営の体育施設や民間のスポーツクラブ,サー

クル活動などが身近にないかを尋ねるとよい.

次に,関心がある運動や生活活動を聞き出し,

運動が可能な場所と内容を相談する.

3記録の継続
岡田斗司夫氏の｢レコーディングダイエット｣が

知られている.レコード(record)とは記録する意

味で,食事日記や運動日記,生活日記をつけるの

が効果的だ.その結果,各自が生活を省みて,

毎Ejの行動を/冷静に把握できる.

毎日の行動が適切か評価できる.

毎日の行動をさらに強化できる.
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表4　デメリットからメリットへ

亘旦⊥　デメリット
身体的　　　疲労,筋肉痛

心理的　　　退屈,つらい

対人的　　　付き合う必要

経済的　　　お金がかかる

社会的　　　仕事に支障

病気予防.減量,体力T

ストレス解消.楽しい

交友関係の形成と充実

貴重な体験,充実感

仕事や個人の生活に展開

表5　運動を妨げる原因と対処法一重二重二二｢』亘亘二_

時間的

身体的

心理的

環境的

経済的

忙しい　　　　通勤や買い物の時間を活用

時間がない　　　テレビを見なからできる

疲れる　　　　無理な運動計画を立てない

体調が悪い　　　段々にレベルをあげていく

面倒である　　興味深い種目を友人と一緒に

面白くない　　　スポーツイベントに参加

天気が悪い　　　室内でも十分に行い得る

施設がない　　　自宅周囲でも十分にできる

お金が必要　　　ウオーキンクなら経費不要

お金が高い　　　公的スポーツ施設は廉価

表6　よい刺激と悪い影響の比較

仕事で動き,物を運ぶ

通勤で規則的な生活

習いごとや買い物で外出

友人とハイキング

自転車ですぐに移動可

身体を動かすのが好き

デスクワークのみ

外出する特定の日課なし

出かけることはまれ

友人との付き合いなし

自転車をもっていない

ゲームや読書などが趣味

運動服や運動用具あり　　　　運動着や関連用具なし

歩きやすい靴　　　　　　疲れたり痛みを伴う靴

犬を連れ町内を散歩　.天気が悪いと家で動かず

日記に書く項目は,運動内容や歩数,体重,質

い物,行動などと発展させ,継続していきたい.

記録することが客観的判断や動機づけにつなが

り,今後の生活が変容していくだろう.

4利益と不利益

各自にとって,運動することで好ましい点(メ

リット,利点)や不都合な点(デメリット,弱点)

がある.このバランスを考える(表4).

まずは遠くの大きなメリットではなく,近くで

小さなメリットを実感させる.無理で無謀な計画

を立てず,できる範囲で行うのが秘訣だ.
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図3　結果によりよい循環へ
運動習慣を形成するため,よい結果に引き続いて行動を繰り返

すように指導する.

表7　領域別に見た結果の差異

寒い結果

身体的　　減量成功.体力向上　　　減量失敗.疲労感

心理的　　　達成感,爽快感　　　　幸い,つまらない

物理的　　買い軌旅行,映画　　日常業務ができなし)

社会的　　他人から認知や賞賛　　　運動行動を非難

5刺激統制法
生活習慣は些細な刺激やきっかけによって,よ

くなったり悪くなったりする.これを｢刺激統制

法｣と呼び,運動しやすい環境に整備していく.

運動したくなる刺激,楽しく感じる機会,長続

きする状況とは何か.逆に運動習慣を阻害するも

のは何か.表5, 6を参考としチェックする.

現状を把握し,今後何ができるか考えたい.自

分で管理できるのは運動着の準備や友人との約束

など,管理できないのは仕事の内容や天候不順な

ど.なるべく運動が続けられる環境を自分で整備

していくように指導するとよい.

6オペラント強化法

何かの行動によってご褒美(よい結果,他人か

らの評価)が与えられると,人はその行動を反復

したくなる.これを応用し,運動習慣を習得させ

る方法を｢オペラント強化法｣という(図3).

なお,ご褒美とは楽しみや励みでもあり,よい

結果,悪い結果の具体例を示す(表7).
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図4　脱落のメカニズム

7社会的な支援
運動習慣の継続には,本人だけではなく周囲の

人々の協力や応援が必要となる.実際には,周り

から励ましや支援を得ている人がうまくいく.支

援は次のように大別される.

(D評価支援
･運動習慣を評価し応援.

1努力を認め,励まし誉める.

(多協働支援
･一緒に運動する人力ヾいる.

･運動に誘ってくれる人がいる.

(参情報提供
･運動の情報を提供する人がいる.

･運動の施設や機芸の情報を提供.

あらかじめ,どの支援が可能か検討しておく.

8脱落を防止

数多くの人々が,運動を始めても脱落してしま

う.なぜ中断するのか.原因を理解し対策を講じ

ておけば,うまく対処できるかもしれない.脱落

のメカニズムを図4に示した.
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表8　運動が難しい状況に対する考え方

=二重二二重二二_　　　　妥当な考え
運動が中断

ケガをした

疲れが嫌

目標の半分

仕事が多忙

運動できず

状況への対応が問題.方法を工夫

今後は予防や準備をきちんとする

安静より運動すると気が晴れる

50%もできた.次は70%だ

20分の運動なら合い間にできる

1回ぐらいは.そんなときもある

表9　情動調節技能(emotion regulation ski"S)

○感情の性質を理解する. 

◎感情のメカ二ズムを理解する. 

○今ある感情を観察する. 

○その感情を描写する. 

○ネガティブな感情を減少させる. 

○ポジティブな感情を増加させる. 

○○と0を目指す行動療法的技法(PLEASEMASTER) 

表10　行動療法的技法(PLEASE MASTER)

●t｢eatPhysicaL川∩ess(身体疾患の治療) 

●balanceEating(バランスの取れた食事) 

●avoidmood-Alteri∩gdrugs(気分変容の薬物を避(する) 

●ba一a∩ceSleep(バランスの取れた睡眠) 

●getExercise(運動する) 

●bUildMASTERy(統制力を養う) 

人によって,物事に対する判断や解釈は異な

る.予定の50%しか運動できなかった場合を考え

てみよう.ネガティブに考える人では, ｢全然で

きなかった.もう嫌になった.やめよう｣となる.

｢どうせ,でも,しか｣という口癖が特徴かもしれ

ない.一方,前向きに考える人では, ｢50%もで

きた.よかった.次は70%を目指したらいい｣と

前向きに捉える.運動習慣に黄色信号が点滅し出

した際,妥当な対処法を表8に示す.このように,

上手にアドバイスしリードしてきたい.

9行動療法的技法

医師が経験を重ね行動療法をマスターできるレ

ベルになると,専門的技法が活用できる.人間の心

理は,深層から順に情動,理性,感性の3層で形成

されるという.情動へのアプローチ法を表9に示

す.行動療法的技法のコツはPLEASE MASTER

と英語の頭文字で示される(表10).
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Ⅴ　アンチエイジンクを目指す

従来,筆者らは数多くの患者に,有酸素運動と

筋トレの併用で減量を成功させ,生活習慣病の治

療や予防を行ってきた.同時に,アンチエイジン

グへの取り組みも続けてきている.

1マスターズ陸上への参加と分析

筆者らは現役のマスターズ(MAST)陸上選手

として,長年大会に参加している.同時に,わが国

で高齢のMAST選手の指導や健康･運動器チェッ

クも継続してきた(図5).

また, MAST陸上選手に対するanti-aging qu-

ality of life questionnaire (AAQOL)の調査で,

運動習慣が継続し,身体的にも心理的にも健康で

あることを明らかにした6).っまり, MAST選手

とは理想的な抗加齢モデルであるといえよう.

MAST選手による短距離走の調査報告がある

(図6)7).加齢による走速度の低下は,ストライド

(歩幅,筋肉系)の極端な低下による.訓練を継続

しているMAST選手でさえ,この状況であるの

で,通常の人々はさらに早期から筋肉パワーの低

下が予想される.

アンチエイジング分野の元祖であるGrossman

は,加齢に伴い筋トレの頻度を増す必要があると

いう8).具体的に, 20-50歳では週に1-2回, 50-

70歳では2-3回, 70歳以上では3-4回, 80-

100歳では週に5回が妥当とされる.

筆者らは簡略化して, 20歳からは週に2回, 40

歳から3回, 60歳から4回, 80歳から5回と説明

し(図7),関節に負担が少ない油圧式筋トレマシ

ンによる双方向性の訓練を行ってきた.

2有酸素運動と筋トレのスケジュール

筆者らが減量させた結果は,対象者909人中

95%が減量に成功し, 5kg以上が53%, 10kg以

上が23%であった.有酸素運動と筋トレの併用を

行い,きめ細かいチーム医療によると思われる.

図5　マスターズ陸上大会(国内,海外)への参加
a :筆者の板東　浩(52歳) :現在.徳島県記録保持者(50-54歳の部60m). 37年間にわたり50mは6.9秒と同タイムを維持し.体

重も65kgと不変.アイススケート国体選手(42-46歳)を務め,インラインスケートや野球も継続中(2008.9).

b :筆者の中村　巧(52歳) :兵庫県大会, 100m金,走幅跳銀(20089). 100歳での全日本での100m, 200m,走幅跳びの三冠を目

指している.ハーフマラソンにも出場し,高校3年時のBM120.5.体脂肪率10%を維持.

C :宮本　弘氏(83歳) : 80歳から100m, 81歳から80mハ-ドル. 82歳から棒高跳びを開始.マスターズ陸上アジア大会(2009.1.於

チェンマイ)の100m.棒高跳び, 80ハードルで.金,金.銀メタルを獲得(80-84歳の部).有酸素や筋トレ.栄養.減量など筆

者らが指導中.

d :渡連源太郎氏(91歳) : 90-94歳の部で日本短距離界のスーパースター.歴史的に,わが国のマスターズ陸上の生みの親でもあ

る.筆者らが健康･運動器機能をチェック中. NHK教育(2009,1)の特集でも紹介され. 80-84歳の部400mアジア記鋸保持者

(77秒85).
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図6　マスターズ選手(30-79歳男性)の100m走にお　　図7　加齢による筋肉量の減少
ける年齢とストライドと関係　　　　　　　　　　　加齢に従い.筋肉トレーニンクを十分に行わなければ.加速度的

加齢によって走速度の低下が見られ,その傾きは,ストライドの　　に身体は弱っていく.将来目指すべき理想は100歳よりも長く,

低下と平行する.つまり,走速度の低下の主な原因は筋肉機能　125歳と考えたい.

の低下といえよう.一方,どツチ(足の回転数)の低下は軽微で

ある. 30-60歳で筋肉パワ-はほとんど衰えないが. 60歳以

降,急激に低下する. 60歳時点でストライドの平均は170cmだ

が,毎年22cmずつ低下し, 80歳では126cmまで落ちてくる.

表11有酸素運動+筋トレの例

旦野二座緬二亘二亘コ

OEx　　　3Ex　　　　3Ex

床そうじ　　床そうじ

①①① 3Ex 2Ex　5Ex
子どもと遊ぶ子どもと遊ぶ　エアロヒクス　エアロビクス　エアロヒクス

子どもと遊ぶ子ともと遊ぶ

金④①

子どもと遊ぶ子どもと遊ぶ　筋力向上

OEx　　　3Ex　　　　3Ex

OEx　　　2Ex　　　　2Ex

2Ex　　　　3Ex

1 Ex　　　2Ex　　　　3Ex

庭仕事　　　庭仕事　　　筋力向上

合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　8Ex　　15Ex　　　23Ex

主婦の例を示す.当初筋トレが不足し,後に筋力向上を2回加え.週に23エクササイズ(Ex)となった.本表では23

枠が埋められており,理解しやすい.

運動として.エアロビクス(30分)は3Ex,筋力トレーニング(20分)は1Exである.生活活動として.買い物の往復

(20分)は1Ex.子どもと活発に遊ぶ(30分)は2Ex.庭仕事(40分)は2Ex.床そうじ(40分)は2Exとなる.

(文献3)より)
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減量の際には,独自に作成したシートあるいは

｢ェクササイズガイド2006｣3)の内臓脂肪減少シー

ト(p.630)を活用する.

また, 1週間の予定を立てて記録していくのが

重要である(表11)3･9)

おわりに

本稿では,運動療法について,患者に対する動

機づけや効果的な行動修正法などについて触れ

た.行動科学的に検討し,患者心理を考慮しなが

ら継続させたい.その際,有酸素運動と韻トレと

の併用が,これからの標準法となるだろう.

筆者らは自ら運動療法を継続してきた10･'1).本

経験は,生活習慣病や運動器症候群患者への運動
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オリジナリティのあるユニークな生活習慣指導を紹介!

糖質ゼロの食事術
釜池豊秋
アクアクリニック(愛媛県)

Ⅰ生物学的根拠

われわれ人間は,生物学的にはヒトという動物

である.動物には,種に特異な主食がある.約400

万年前,初期人類は森林を離れサバンナに進出し

た.現在のタンザニアの風土を想像すればよい.

そのような環境で,ヒトという弱小動物は何を主

食として生き延びたのか?結論をいうと,骨髄で

ある.すなわち,肉食動物の食べ残しを漁ってい

Ⅱ ､生理学的根拠

た.そして,銘記すべきは,骨髄を含む骨の糖質

含有量は実質ゼロだということである.約250万

年前,石器が発明されると,ヒトの歯の形態から

して食べられなかった肉が主食に加わった.そし

て,肉もまた,糖質含有量は実質ゼロである.人

類は本来｢糖質ゼロ食｣である.

ヒトに限らず動物は,その生命活動を行うため

にエネルギー産生が不可欠である.ヒトの場合,

主たるエネルギー基質は糖質(ブドウ糖)である,

といわれ続けてきた.しかし,糖質の貯蔵量が少

なすぎることからみて,糖質は主要なエネルギー

基質とは考えがたい.豊富なエネルギー貯蔵量を

有する,脂質(脂肪酸･ケトン体)こそが主要エネ

ルギー基質であると考えるべきである.とくに,

Ⅲ;医学的根拠

脳はブドウ糖しか使えないとするが,事実は,ケ

トン体が脳の主要エネルギー基質である.ブドウ

糖を使うのは,激しい運動時の筋肉および赤血球

などミトコンドリアをもたない細胞のみである.

これに供するブドウ糖は,糖新生によって十分に

充当できる.結論として,ヒトが食事から糖質を

摂取しなければならない必然性はない.すなわち,

｢糖質ゼロ食｣で不都合は起こらない.

1糖尿病

食事による血糖値の上昇をグルコーススパイク

といい,この大きさが糖尿病の予後を左右する.

グルコーススパイクを最小に押さえられる, ｢糖質

ゼロ食｣は最高の糖尿病食事療法である.
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2肥満･減量

摂取カロリー(厳密には吸収カロリー)が消費カ

ロリーを上回る状態が続けば,体重は増加する.

糖質を摂取すると血糖値が上昇して,インスリン

が放出される.このインスリンの働きで, 3-4時

間後,血糖値は摂食時よりも低下する.そこで,

空腹感が生じる.すなわち,糖質を摂れば摂食回



数が増えて,過食になりやすい. ｢糖質ゼロ食｣で

は血糖値が上昇せず,インスリンの放出はない.

それゆえ,血糖値は安定して空腹感が起こらない

ので,過食になりにくい.

他方,インスリンは貯蔵脂肪の取り崩しを阻害

するので,たとえカロリー制限をしても,インス

リンの分泌を促す糖質を摂れば,脂肪の減少はわ

ずかである.逆に, ｢糖質ゼロ食｣だと容易に摂取

カロリーを減らせるうえに,貯蔵脂肪が滞りなく

消費される.すなわち, ｢糖質ゼロ食｣は最高の肥

満予防･減量食である.

Ⅳ　事例紹介と食品の選択

生活習慣指導コーディネート術tE暮喜.≡

3脂質異常症
脂肪組織のLPL(リポタンパク質リパーゼ)が作

動しなくなった状態で,筋肉組織のLPLがインス

リンによる抑制を受けると,キロミクロン･VLDL

に包含されるTG (中性脂肪)が分解されないで血

中に留まる.これが高TG血症である. ｢糖質ゼロ

食｣だとインスリンの追加分泌がない.筋肉組織

のLPLが抑制を受けずに作動して,キロミクロ

ン･ VLDL中のTGは速やかに分解される.それ

ゆえ, ｢糖質ゼロ食｣だと,多めの脂質を摂取して

ち,血中TGは高値にならない.すなわち, ｢糖質

ゼロ食｣は脂質異常症改善食である.

図1 SさんのHbAIC.体重
HBAICは初診時の8.4%から7カ月で5.1%に低T.体重は初診暗67.2kgが1年で542kgになった.以後.両者とも多少の増減はあるが

リバウンドはない. TG(中性脂肪)は図にないが,初診時の198mg/dLが翌月には48mg/dLになり,以後の最高伯が54mg/dLである.

Sさんは1938年10月生まれの男性. 2003年6

月, 64歳で初診.経口糖尿病薬を服用しているが

一向に改善しない.生活習慣について,主治医は

漠然とした指導しかできなかった. ｢糖質ゼロ食｣

を勧めたところ,その常識外れに驚いたが, ｢ダメ

元｣と受容した.その結果,糖尿病･肥満･脂質異

常症のすべてが速やかに改善した.しかも,現在ま

で5年半以上,さしたるリバウンドがない(図1).

糖質成分が多く排除すべき食品は,穀類(麦･

米･そば･とうもろこし),芋およびデンプン類,

砂糖および甘味類,豆類,種実類,果実類,一部

の野菜(ニンジン･ゴボウ･レンコン･タマネギ･

カボチャ),乳類.糖質成分が少なく摂取すべき食

品は,肉類,魚介類,卵類,きのこ類,油脂類,

ほとんどの野菜類である.
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オリジナリティのあるユニークな生活習慣指導を紹介!

主食を抜けば(糖質を制限すれば)

糖尿病はよくな
江部庸二
高雄病院　理事長

1999年に,筆者の兄である江部洋一郎院長が

高雄病院の糖尿病治療に初めて糖質制限食(図1 )

を導入した.当初,筆者も栄養士も信用しなかった

が, 2001年に血糖値560mg/dL, HbAIC 14.5%の

重症糖尿病患者に糖質制限食による入院治療を

行ったところ,薬の便用なしで正常の血糖値とな

り,実証を得た.

食べ物が消化･吸収された後,糖質は100%,

タンパク質は50%,脂質は10%弱が血糖に変わる

(図2).糖質は摂取直後から急峻に血糖値を上昇

させ, 2時間以内にほとんどすべてが吸収される.

一方,タンパク質の血糖値上昇のピークは食後約

3時間で,脂質は消化･吸収に九一日かかること

もある.これらはカロリーとは無関係な3大栄養

素の生理学的特質であり,現在問題とされている

グルコーススパイク(食後高血糖)を引き起こすの

通常の糖尿病食糖質制限食 

･--itta: ��
- 

.∴∴汗: 

塵J凍サ.Jk-▲.一 
Uー~Jー- 

==コ=｣ (糖質の割合が食事の糖質の割合が低く(l2%). 

岳600,0を占める[夕JAJ叢漂器で 

図1通常の糖尿病食と糖質制限食
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はこのなかで糖質だけである.したがって,主食

を抜けば(糖質を摂取しなければ)食後高血糖は生

じず,血糖値はリアルタイムに改善する.一方,

カロリー制限をしても糖質を摂取すれば必ず食後

高血糖を生じる.

糖質を制限すれば,相対的に高タンパク･高脂

質食となる.従来,高脂質食が心血管疾患,大腸

棉,乳癌などのリスクと考えられてきたが,アメ

リカの大規模介入試験において｢脂質熱量比率

20%で脂質制限したグループは,対照群に比較し

て乳癌,心血管疾患,大腸癌リスクを下げない｣

ことが報告され,常識が覆った1).また近年,体重

減少効果など糖質制限食に肯定的な疫学的研究

報告が欧米で増えてきている2).著者の症例でも,

肥満はもちろんのこと,メタポリックシンドロー

ムの検査基準がすべて糖質制限食で改善した.

(%) 100 -炭水化物 

変 ��-タンパク質㌻ 

1.-.Ill 坪陌f"�

化 の50 割 ∠ゝ ⊂⊃ 10 �..′ヽ ■一■■一一■一一一 3､′′ト竜一.-.(時間) 

0.251. 

変化率 

図2　栄養素が血糖に変わる割合と時間　(文献3)より)
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図3　人頬の食生活変遷と血糖値

人類の食生活は｢農耕が始まる前｣, ｢農耕以後｣,

｢精製炭水化物以後｣の3つに分けることができる

(図3).この3段階の変化が人体の代謝において

きわめて重要な意味をもっている.その鍵となる

のが血糖値の変化である.人類の歴史が400万年

として,農耕が始まる前の399万年間は食生活の

中心は狩猟や採集であり,人類皆糖質制限食であ

る.したがって血糖値の上下動がほとんどない.

たとえば,空腹時血糖値が100mg/dL程度と仮定

して,食後の血糖値はせいぜい110-120mg/dL

くらいで,血糖値上昇の幅は10-20mg程度の少

なさである.これならインスリンの追加分泌はほ

とんど必要ない.

農耕が始まったのが約1万年前で,世界に定着

したのが約4000年前である.穀物(糖質)を摂取す

れば,空腹時血糖値が100mgとして,食後血糖値

生活習慣指導コーディネート術tEt:I.-

は140mg程度まで上昇し,インスリンが大量に追

加分泌される.血糖値上昇の幅は40mgもある.農

耕以後の4000年間は,豚臓のβ細胞は毎日働き続

けなくてはならなくなった.

さらに18世紀に穀物の精製技術が開発され,こ

こ200年のうちに世界中で精製された炭水化物が

日常的に摂取されるようになった.精製された炭

水化物は未精製のものに比して,さらに急峻に血

糖値を上昇させるが,筆者はこれを｢グルコース

ミニスパイク｣と呼び警鐘を鳴らしている.すな

わち,空腹時血糖値が100mgとして,食後血糖値

は160-170mgまで上昇し,その幅は60-70mg

もあり,これほど急激に血糖値を上昇させる食品

は人類史上類のないものである.

生体の健康を維持するには恒常性を保つことが

重要な意味をもつ.人類の血糖値の恒常性は399

万年間保たれていたが,その変動幅は農耕開始後

3800年間で2倍程度となり,精製炭水化物摂取が

始まったここ200年はその幅は3倍となり,インス

リンを大量･頻回に分泌せざるを得なくなった.近

年のジャンクフードの増加がインスリン過剰分泌

を生じ,メタポリックシンドロームを誘発し,豚

臓が疲弊すれば糖尿病となる.糖尿病を発症した

人が糖質を摂取すれば血糖値は200mgを超える

(図3).生活習慣病の元凶は精製炭水化物による

グルコースミニスパイクとインスリン過剰分泌と

考えている.
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