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■はじめに

今回|よ、「メタボそしてアディポネクチンと|よ」

としヽう題で、メタボリックシン ドロームとアディ

ポネクチンの話をします。メタボリックシン ドロ
ームとしヽうの|よ、皆さんこ存知のように、特定検

診の必須項目になつて保健医療として大変大事な

概念です。アディポネクチンというの|よ、私たち

全容が見えてこないですが、生活習慣病やメタボ

リックシンドロームの中心プレーヤーとしてとて

も世界的に注目されています。今回|よ、この二つ

のお話をします。

■メタボリックシンド回―ムの誕生秘話

私の先代の教授であります松澤佑次先生 (現住

友病院病院長)が チームを率いて作られた概念に

なります。メタボリックシン ドロームと今言われ

てしヽますが、元々の名前は内臓脂肪症候群という

のが本当の名前です。

この内臓脂肪症候群としヽう考え方が、どうしヽう

風に出てきたかとしヽうと、日本も戦後だんだん生

活が欧米化し、それまで少なかつた心血管系疾患 IB

筋梗塞、脳梗塞等)が 増えてきました。ただ、欧

米人と日本人を比べたら全然体重も違うし、食ベ

ているものも違う。日本人の心血管疾患の上流に

何があるのかとしヽうことを、私が所属した松澤先

生のグループで|よ、一人一人の患者さんをきめ細
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かく診させて頂いて、その憲者さんにどんなことが、

どんな順番で起こつてくるのかとしヽう現象の研究

をしてしヽました。

■肥満度

どれくらしヽ肥満になつてしヽるかとしヽう数値で

BMIが 22と いうのが正常な一番理想体重です。

しかし、狭心症や心筋梗基で侮」れた人つていうの|よ、

数年前から実|よ肥満度 235か ら 245と ちょっ

と小太りの方になります。25以 上というのが国

本の肥満になります。参考までにしヽうと、アメリ

カ人やヨー回ッパ人の肥満というの|よ30で す。

同じ肥満といつても、全く程度が違います。ただ

肥満度 30っ てしヽう人|よ日本で|よほとんどいません。

ですから、心筋梗塞や狭心症で任」れられた人つて

しヽうの|よ、別に肥満 じやなく、理想体重より|よち

ょつと太目の小太りが、実|よ数年前から続いてい

たのです。BMI(ボ ディ ・マス ・インデックス)

の計算方法|よ、体重 (kg)/身長 (rln)2です。私だつ

たら今 63kgで 身長が 1フ4cmで 、63/(1フ 4)2

こういう計算になります。これが、肥満度 22つ

てなると理想体重で、例えば身長 1 50crlnの人|よ

50kg、 1 60crlnの人|よ56kg。 日本人の肥満と

定義される肥満度 25以 上としヽうの|よ、 1 50crln

の人だつたら56kg以 上、1 60crlnの人|よ64kg

以上。理想体重が 22で 、肥満が 25と しヽう数字

を覚えておいてください。

■ちょつとの異常

コレステロールも同じです。180く らい|よ完全

な正常値で、検診とかで 「コレステロールちょつ

と高めです。」と言われても、たかだか 220以 上

くらしヽだと思しヽます。別にアメリカ人やヨー回ッ

パ人よりものすこく高しヽわけで|よなくて、実|よ5

年前から 10年 前から200か ら220と いうちょ

つと高めが続いているのです。血糖もそうで 90

ぐらいの正常値に対 して、100か ら 110と いう
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ちょつと高め。これも上限|よ110で す。ちょつと

高めが 5年 前、10年 前から続しヽてしヽる場合|よ、

日本人で狭心症や心筋梗塞で侮」れる人の特徴としヽ

うことがこの研究で始めて分かりました。ちょつ

とした高めでもそれが重なつてくると、大変恐しヽ

としヽうのがこの特徴となつています。つまり、1

つでもあると5倍 心筋梗塞で侮」れやすくなります。

2つ になると 10倍 lalれやすぃ。3つ あるい|よ4

つあると30倍 心筋梗塞で侮」れやすしヽというのが、

この研究で分かつてきました。ですから、日本人

の狭心症や心筋梗塞でlSlれられる人としヽうの|よ欧

米人のように、ものすこい肥満でコレステ回―ル

も血糖も高くて侮」れる人と全然様相が違うという

ことが分かつてきました。

■肥満と健康度

肥満つてしヽつても一概なもので|よありません。

こちらがルノワールのされいな女の子の絵です。

こちらは病草子としヽう室町時代の絵です。室町時

代の病気図鑑と名付|ナられた本の中に出てくるの

|よこういう女性です。肥満つて一概にしヽっても、

見るからに健康的な人もいれば、見るからに不健

康な人もいます。これ|よしヽつたしヽ何が違うのかと

しヽうと、脂肪がついてしヽる場所が違うのです。お

尻のところとか腿の部分とかお腹の部分とか。こ

ういう体のどこに脂肪が溜まるかつていうことが、

健康度と密接に関連しているのではないかと考え

ました。

■CTに よる撮影

1980年 代の初めに阪大病院に 1台 の CTが 入

りました。CTと いう断層撮影です。どこに脂肪が

溜まつてしヽるとしヽうことと、ちょつとした異常が

しヽつぱしヽ重なつてくる日本人の体系につしヽて調ベ

ていきました。

■内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満

内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満という二つの

考え方があります。筋肉の外側、皮膚の内倶」にしヽ

つぱしヽ脂肪が溜まつている場合を皮下脂肪型肥満

と言います。皮が厚しヽタイプの肉まんタイプとしヽ

うのが、しヽわゆる皮下脂肪型肥満となります。一

方内臓脂肪型肥満というの|よ、皮が薄くて、腹筋

の中にいつぱしヽ脂肪が溜まつてしヽる肉まんのお肉

の具のところがものすこく大きしヽタイプの脂肪ですて

こうしヽう風なのが内臓脂肪型肥満になります。同

じ見た目でこういう風に切つても、全然脂肪の付

き方の違う2種 類の肥満があるとしヽうことがわか

つてきました。この写真を見ると本当に泥臭い時

代を思しヽ出すわけです。なぜかとしヽうと、大学院

に入つた 1年生、2年 生という時|よ、毎日外来や

病棟からこうしヽうCTで 研究室に上がつてくるの

です。このCTを 一定の害」合に拡大コピーします。

そして、コピーされた紙の皮下脂肪、皮の部分を

八サミでちょきちょきと切ります。研究室にしヽる

若しヽ女の子から、「先生本当に大学院卒業できるの

ですか?」 としヽわれながら。僕|よ、松澤先生に 「本

当にこんなことして大丈夫ですよね?」 というと、

その時に大らかに笑しヽながら 「我々|よ世界で一番

大事なことをやってしヽるのだ」と強く言われてし
｀

たのです。本当に今でもすこく思しヽ出します。こ

うしヽつた泥臭い仕事から、皮下脂肪型肥満に比べて、

内臓脂肪型肥満としヽうの|よ、脂肪が溜まれば溜ま

るほど糖尿病になりやすい、あるしヽは、狭心症や

心筋梗塞になりやすしヽとか、当時、欧米の肥満度

30以 上としヽうものすこしヽ肥満の人でなりやすし
｀

としヽうことしかしヽわれてしヽなかつた病気というのか、

実|よそこまで肥満にならなくても日本人の肥満度

25以 上くらしヽでも十分、内臓脂肪が溜まるとこ

ういう病気になつてくるのだとしヽうことがわかこ

てきたんです。

■内臓脂肪と肥満度

肥満になつたらだんだん内臓脂肪溜まつてくる
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から、肥満度見てしヽたら十分じゃなしヽかとしヽう考

えもあります。つまり、肥満度と内臓脂肪の蓄積、

どつちが大事かとしヽうことを調べてしヽつたのです。

理想体重が BR/1122。肥満としヽうの|よBM 25以

上ですが、一番大事なこと|よ、BM 22の 理想体

重からBM 25の ここまでの間|よぜんぜん肥満じ

ゃない。しかし、その人達の内臓脂肪の量つてい

うの|よ、ほとんど溜まつてなしヽ人から、欧米の

30以 上の肥満の人と同じくらしヽ溜まつてしヽる人

まで、ものすこしヽバリエーションが広しヽとしヽうの

が一番大事なことなんです。ですからちょっとし

た小太りの人でも、ほとんど内臓脂肪を溜めてな

しヽ人もしヽれば、溜めている人もいるとしヽうのがも

のすこく大事なことです。

■4つ の分類

4つ の群に分けることができます。肥満もある

し内臓脂肪も溜まつてしヽる部分。肥満もなしヽし内

臓脂肪もたまつていなしヽ部分。肥満はあるけども

内臓脂肪|よ溜まつてしヽなしヽとしヽうのは、しヽわゆる

皮下脂肪型肥満です。肥満|よないけども内臓脂肪

|よ溜まつてしヽる。この4つ の群に分けられて、調

べたところ、肥満度が 25未 満あるい|よ以上どち

らであっても内臓脂肪の蓄積度が 1 00 crl12以上

になると、ちょつとした異常が重なってくるとしヽ

うことが、この研究で初めて分かつたんです。で

すから肥満であるかどうかとしヽう事よりも、内臓

脂肪が溜まつてしヽるとしヽう事が、大事だとしヽうこ

とが初めて分かつたんです。同じように小太り、

肥満度 23と いうお二人とも完全な正常値 25よ

り低しヽ、22に 近しヽとしヽう完全な正常体重です。

ただ、全然見た感じ|よ違います。こちらの方つて

いうの|よお腹も出つ張つてなくて、皮下脂肪もあ

まり溜まつてなしヽし、内臓脂肪もあまり溜まつて

いない。こつちの人つていうの|よ、全く同じ尺度、

程度ですけども、肥満度はたしヽしたこと|よなくて

もお腹|よ出つ張つてしヽて、この中に皮下脂肪型肥

満の人と同じくらしヽ肉まんのお肉が溜まってしヽる

わけです。こうしヽう人つてしヽうのが、血圧がちょ

つと高いとか、血糖がちょっと高くて且つ、狭心

症や心筋梗塞で侮」れられるパターンだということ

が分かつてきました。

■内臓脂肪型症候群

も|よや肥満度 25以 上かどうかとしヽうことよりも、

正常体重も含んで内臓脂肪が溜まつてちょっと体

重が浮かんで来るのが一番恐しヽんだということを

ここで初めて、内臓脂肪症候群と呼んだのです。

それまで|よ、内臓脂肪型肥満と呼んでしヽました。

肥満としヽう限り|よ肥満度 25以 上ですが、ここで

|よ肥満度 25以 上かどうか|よ関係なしヽのです。肥

満度22で あつても、23で あっても内臓脂肪が溜

まつてくると危なしヽということを強く主張したの

です。で|よ、男と女で内臓脂肪がしヽくら溜まった

らちょつとした異常を感じてくるかつていうこと

をこれも肥満の人も非肥満の人も全部ひつくるめ

て線を引しヽたのです。|よつきり分かるの|よ、内臓

脂肪の面積が 1 00 crln2を超えてくると男でも女

でもちょつとした異常がこうしヽう風に2個 以上複

数重なってくるとしヽうことが分かつてきました。

このことから 1994年 、今から 15年 前、肥満、

非肥満に関わらす内臓脂肪の蓄積が増えてしヽる人|よ、

糖代謝異常、脂質代謝異常、高血圧に繋がって合

併しやすく、動脈硬化症になりやすしヽ状態になる

としヽうことを内臓脂肪症候群として世界に向けて

発表したんです。

■メタボリックシンドロームの基準

この概念が今のメタボリックシンドロームの一

番の元になつているんです。ただ、一般の方、検

診レベルで考える上で、やつぱりCTと しヽうのを

検診で全部やるわけに|よしヽかなしヽのです。そこで、

100 cm2に 相当する平均のウエス トが男だつた

ら84 5crln、女だつたら 1 00 crln2に相当する平
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均のウエス トが 92.5crln、92 5cmlよ 覚えにくい

んで 90crln、これが今の診断基準に加えられたデ

ータです。こういったことを元に2005年 に全国

的 に決 め られ た の です 。 つ ま り、 内臓 脂 肪

1 00crln2以上に相当する平均のウエス ト且つちょ

つとした異常が二つ以上重なつて且つ内臓脂肪が

溜まつている人つていうの|よ、狭心症や心筋梗塞

になりやすいのでなんとか考えてくださしヽという

のが基準なのです。

■内臓脂肪型肥満削減例
一つ例を見て頂きます。58歳 の男性でこの方

肥満もあるんですが、内臓脂肪も 1 5 1 crln2でもの

すこしヽ溜まつていて、皮下脂肪も溜まつてしヽる。

血糖値、中性脂肪、善玉コレステロール、血圧、

全部ちょつとした異常がかかつてしヽるんです。こ

の人に、運動食事療法 4ヶ 月間して頂きました。

これ見てくださしヽ。皮下脂肪の量つていうの|よあ

んまり変わつてません。ただ、中身の部分つてい

うのはものすこしヽ減つています。実際どれくらい

減るかつてしヽうと、内臓脂肪 15]c rln 2あったも

のが 4ヶ 月間減量治療することにより58 crln2、

1/3く らいに減りました。一方、皮下脂肪つてい

うの|よ210に 対 して 153で 3/4く らいにしか

減らなしヽ。内臓脂肪が減つてくると、以前あつた

異常は全部青色の正常値に入つてきます。4ヶ 月

前の自分というの|よ、何十倍も狭心症や心筋梗塞

で任」れやすい体質の自分がいたのです。でも、こ

の方が、「内臓脂肪溜まつていますよ、減量治療 し

てください」と伝え、減量治療 して、内臓脂肪を

減らせば、ちょっとした異常は全部正常値になつ

てくる。少なくとも 4ヶ 月前の自分に比べて、今

の自分というの|よ、ものすこく、狭心症や心筋梗

塞になりにくしヽ体質を獲得できているわけです。

メタボの心つてしヽうの|よ、心血管疾患に何十倍も

なりやすしヽ人を見つけ出して、そうしヽう人達に知

つて頂しヽて、薬たくさん飲むん じゃなくて、健康

に長生きしてもらうとしヽうのがメタボリックシン

ドロームの心です。

■脂肪細胞

脂肪綱胞つてしヽうの|よからだの中で唯一、大き

くなつたり小さくなつたりすることのできる綱胞

なのです。脂肪網胞つてどんなものを作つている

んだろう。元々これ|よしヽつたしヽ何をしてるものな

のだろう。そんなことを考えていて、阪大に吹田

の万博の横に細胞学センターという棟があるので

すが、ここに松原謙一先生としヽうすこく有名な先

生がおられました。ヒトゲノムプロジェク トという、

ヒ トの DNA配 列を全部決めるプロジェク トを世

界的に行われてこ存知の方も多いと思いますけども、

そのプロジェク トの日本の代表を務められた先生

です。それぐらしヽ分子生物学の一番最先端の先生

が阪大におられて、松澤先生からこの先生のとこ

ろで、皮下脂肪、内臓脂肪、一体どんなことをし

てしヽるのかとしヽうことを、調べてみようじゃなしヽ

かということで、この先生を紹介して頂きました。

■ボディマッピングプロジェク ト

このプロジェク トの中で私達は、ヒ トの二十数

個に及ぶ臓器、組織で、一体どんな蛋白がどんな

頻度で発現 しているかということをしらみつぶし

に調べるという泥臭い仕事をしていました。本当

に全く頭を使うことなく、発現 してしヽる遺伝子を

全部読んでいくというしヽわば肉体労働です。この

研究の中でいろんなことが分かりました。一番、

知りたかつたの|よ、皮下脂肪に比べて内臓脂肪が

どんな性質をもつているかです。もしかして、内

臓脂肪つていうの十よたまりやすしヽ性質を持つてい

るということを考えて、エネルギー産生とかエネ

ルギーの蓄積にかかる蛋白が多いと考えたら確か

にその通 りだつたのです。皮下脂肪に比べて内臓

脂肪というの|よどんどん溜まりやすしヽ層なのです。

また、全然予想もしていなかつたことなのですが、
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皮下脂肪も内臓脂肪も、皮下脂肪に発現 している

遺伝子の 200/o、そ して内臓脂肪に発現 してしヽる

遺伝子の 300/0が、自分の細胞から外へ出て行つて、

その辺の細胞へ影響 してしヽく。あるい|よ血液を流

れて、他の細胞に影響 してしヽく。分泌蛋白をいつ

ぱしヽ脂肪細胞が作つてしヽるのが|よじめてわかった

んです。特に、皮下脂肪に比べて内臓脂肪はそん

な分泌蛋白をしヽつぱしヽ作つてしヽると。

■脂肪細胞の機能

分泌蛋白としヽうことがわかつてきて、脂肪細胞

がいつぱしヽ色んなものを作つて外に出している、

ホルモンを出してしヽる、そのことを 1990年 代の

半ばにアディポサイ トカインとして報告してしヽます。

アディポサイ トとは脂肪細胞、サイ トカインと|よ

分泌蛋白という意味です。世界にそういう脂肪細

胞が、実|よしヽつぱしヽ分泌蛋白を出しているのです

としヽうことを報告 しました。世界中の先生から支

持されて色んな脂肪細胞からの蛋白|よ大事だなと

しヽうことが見つかつてきました。

■分泌臓器

今で見ると脂肪組織つていうの|よ、分泌臓器だ

つたんです。今まで、知られている分泌臓器とい

うの|よ、例えば下垂体、小指の先くらいの臓器です。

あと、副腎、甲状腺。分泌臓器つてしヽうの|よ本来

ホルモンを出す為だけで小さいんです。でも、脂

肪組織つていうの|よ、正常体重のヒ トでもからだ

全体の 200/oぐ らい、肥満のヒ トだつたら500/o

くらい容積を占めるような臓器で、実|よ一番たく

さん分泌蛋白を作つているということがこの研究

でわかりました。でも、何をしているのか良く分

からない。でも、たくさん発現 していることだけ

|よ分かつた。そこで、ポイン トだけ論文で報告し

ました。脂肪で一番多しヽ遺伝子 No]と いう全然あ

まり意味|よないんですけども、開割方一番」という

名前で論文に報告しました。脂防一番という名前

で報告した遺伝子が、後々私たちが名を変えて研

究しているアディポネクチンとしヽう蛋白質になり

ます。

■アディポネクテンとは

アディポネクチンと|よ何かというと、アディポ

と|よアディポサイ ト=脂 肪細胞です。ネクチンと

しヽうの|よ、色んなものにべたべた引つ付きやすい

蛋白質に共通する接尾語です。このアディポネク

チンというのは、それまで知られてしヽる分泌蛋白

と全然様相が違うとしヽうことがしヽくつか分かつて

きました。一つ|よ、完全に脂肪細胞からだけ作ら

れてしヽます。脂肪細胞からだけ作られるホルモン

というのはアディポネクチン以夕ヽ見つかつてしヽま

せん。何より大事なのは、ものすこしヽ血中濃度が

高い。2～ 20 μg/rlnlで普通のホルモン、インシ

ュリンだとか甲状腺ホルモンに比べて、1000倍

から2000倍 のものすこく濃い量でからだの中を

流れていることが分かつたのです。もう一つ大事

なこと|よ、肥満のときの血中濃度の変化です。他

のホルモン|よ、肥満になつていく、あるしヽ|よ内臓

脂肪が溜まつてしヽくと脂肪の量に応じて血中濃度

|よ右肩上がりで上がつてしヽくんです。元々出す量

の容積が大きくなつてくるんで、それに応じて上

がつていくんですが、このアディポネクチンだけが、

唯一の例外で、肥満になるあるい|よ内臓脂肪が溜

まると、血中濃度が下がつてしヽくとしヽう性質を持

つてしヽます。

■酸化ストレス

酸化ス トレスの一番のソースが実は、内臓脂肪、

肥満した脂肪組織だとしヽうことを見つけたのです。

つまり、脂防組織がだんだん溜まつてきて肥満し

てくると、あるい|よ内臓脂肪が溜まつてくると、

酸化ス トレスが作られるんです。作られた酸化ス

トレス|よ自分自身の脂肪細胞に働いてアディポネ

クチンを作つたり、出したりすることをものすこ

く強くブロックします。

-19-



■アディポネクチンの作用

アディポネクチンという蛋白が糖尿病になりに

くくさせる作用、血圧を下げるとしヽう作用、動脈

硬化を予防するという作用があつて、こうしヽう糖

尿病や、高血圧や動脈硬化症などのしヽわゆるメタ

ボリックシンドロームや内臓脂肪の元の病態とし

て低アディポネクチン血症が大事だとしヽうことが

分かつてきました。こうしヽつたことに加えて、こ

こ 1、2年 でもつと色んな病気に関わつていると

いうことが分かつてきました。つまり、肝硬変と

しヽう病気にも、低アディポネクチン血症というの

|よ大事だということがわかりました。あるしヽは心

不全、肥満というの|よ心臓の負担が強くて、そう

しヽう状態にもアディポネクチンが低しヽということ

が直接関わつてくるということが分かつてきてい

ます。慢性腎臓病としヽうの|よ、腎臓がだんだん弱

つてきて、蛋白が漏れたり、高血圧の原因になつ

てくるのですけども、そういった病態の非常に大

きな要因になつたり、ある種の癌、今良く知られ

てしヽるの|よ大腸癌、そして前立腺癌そして乳癌、

子目癌といつた、これまでは肥満に関連が深しヽと

いわれていた癌というの|よ、肥満であろうがなか

ろうがアディポネクチンが低しヽとそういつた癌が

起こりやすしヽと研究で分かつてきてしヽます。つまり、

低アディポネクチン血症とか内臓脂防型肥満とい

うの|よ、肝硬変、心不全、癌としヽう私が学生の時

に言われていた成人病全般に、この低アディポネ

クチン血症というのが関わつてしヽるということが

わかつてきました。逆に若しヽ頃から内臓脂肪溜め

て低アディポネクチン血症になつてくるとしも の|よ、

要|よ成人病をより若しヽ年齢から起こしてしまつて、

成人病に突入してしまつているとしヽうことがいえ

るんで|よなしヽかということが、今、分かつてきて

しヽます。

■組織障害を修復するアディポネクチン

何でこんなに色んな病気に関わるのだと疑間が

湧きます。例えば、インスリンの場合|よ分かりや

すしヽのですが、アディポネクチンの場合|よまだ良

くわかつてなしヽんです。ただ、一番大事じゃない

かと思つてしヽるのは、アディポネクチンが障害部

に集まつてきて、組織を修復してしヽくケースです。

茶色に染まつているの|よ全部アディポネクチンで

すが、血管、心臓、ここが腎臓でもともと脂肪に

しかないんで、本来、血管や心臓や腎臓に|よない

んです。要は負担のかかつた組織障害が起こつて

いつてしヽる場所に、どんどんアディポネクチンが

こういう風に集まつてくることが、今、分かつて

きてます。組織障害つて聞いたらものすこく大そ

うに聞こえますが、私たちのからだ|よ常に組織障

害というの|よ起こつてしヽます。こ飯食べて血糖が

上がり、そして脂質も上がるし、酸化ス トレスも

上がるし、その度に体中の至る所で、細胞が痛め

られてしヽるのです。でも、それに対 して、正常な

修復反応が起こるんです。しかし、アディポネク

チンが低い状態つてしヽうの|よ、こうしヽう修復が十

分出来ない。だからちょつとした異常が起こつて、

そこで十分修復されないままに、また次の異常が

起こる。また、1多復されないまま次の異常が起こ

って、そこが火事でいえば本来であればボヤにな

つて、消火器ですぐに火消 しできるものが、ボヤ

のままで終わらすにどんどん大きくなつて大火事

になるとしヽうのが、それぞれの場所で起こるんです。

それが、肝硬変だとか、心不全だとかあるいは慢

性腎臓病だとかそういう病気になるのではないか

と考えられています。どつかに障害があると、そ

れをしヽち早く何らかの理由で駆けつ|ナて集まつて

きて、そこにボヤがあるときちんと火消しをする。

こういう消防隊としての働きがあるんで|よなしヽかと。

アディポネクチンが低い状態の時つていうの|よ、

どつかでこうしヽうボヤが起こつた時に、十分火を

消すことが出来す、どんどん大火事になつて臓器

障害が進む。そういった働きをしている分子 じゃ

ないかということがわかつてきました。
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■アディポネクチンによる予防、治療

アディポネクチンに注目した、新しい予防、治

療学としヽうのがもちろん大事になつてきます。一

番考えやすしヽの|よ、インスリンみたしヽに打てば良

いじゃなしヽかとしヽうのが一番考えやすしヽです。でも、

アディポネクチンというの|よ、脂肪一番で、血中

濃度が高すぎるんです。インスリンの濃度よりも

1000倍 、2000倍 高いものを、もし、補充しよ

うと思つたらものすこくたくさんの蛋白を毎日打

たないといけなしヽとしヽうことになります。とても、

無理なんです。じゃあ、どうすればいいか。アデ

ィポネクチンというの|よ元々脂肪一番で、体の中

にあり余つてしヽる脂肪組織で、一番本来たくさん

使える性質を持つている蛋白です。要|よ、脂肪に

たくさん作らせることをどんなにできるか。今減

つてしまつたアディポネクチンの産生をまたどん

なにたくさん作らせ始めることができるかという

の|よ、治療学、あるしヽ|よ予防学で一番大事なとこ

です。私たち、そして多くの先生方が、どんな生

活習慣ならアディポネクチンを脂肪からまた作ら

せることが出来るか、ヒトの研究あるしヽ|よ動物の

研究から色々と調べました。体重コン トロール、

減量治療、運動としヽうの|よ、先ほどお話したよう

に効果的に内臓脂肪を減らしていく一つの方法です。

内臓脂肪を減らしてしヽくと、反比例してアディポ

ネクチンが上がってしヽきます。また、今多くの方

|よ白米を食べられていると思いますが、私なんか

も昔、子供の頃|よ玄米だつたんですけども、玄米

とか五穀米といつた、精製していなしヽこ飯|よ、精

製した白米のこ飯よりもアディポネクチンを上げ

ると報告が出てしヽます。また、ビール ]本 、お酒

1合 、あるしヽはワイングラス2杯 という適度なア

ルコール摂取|よ、飲まなしヽ方よりもむしろアディ

ポネクチンを上げるという報告が出てしヽます。こ

れら|よアディポネクチンを上げる生活習慣です。

アディポネクチンというの|よそんなにすぐに上が

ってくれないのです。こういう色々上げる習慣が

あるわけですけども、例えば今回減量したから今

回上がるかというとそうじゃないし、今回玄米食

べたからすぐに上がるわ|ナで|よなく、やつぱり ]

ヶ月の単位で時間がかかつてくるんです。上げる

の|よなかなか難ししヽのです。

■タバコによる弊害

でも、下|ザるの|よ簡単です。上げるもので簡単

に上げるもの|よほとんどないんです。下げるもの

でものすこく下げるものがあります。それ|よ、タ

バコです。タバコを見ると、これ全部先ほどお話

した肥満度 23っ てしヽう全く肥満じゃなしヽ人達です。

そこで、タバコ吸わない人、この間まで吸つてい

た人、今も吸つている人のアディポネクチンを見

ると、全く全部肥満度同じで、全身の脂肪量も同

じなんですけど、タバコを吸う人|よこういう風に

アディポネクチンの量|よ下がつてしヽます。これも

慢性的な習慣じゃなしヽか?と 、今更いつてもなか

なか難しいと思われるかもしれませんが、タバコ

つていうの|よものすこく早く変わります。今タバ

コを吸つてなしヽ人あるしヽは吸つたことがなしヽ人、

1本 だけタバコを吸つて貰つたんです。1本 だ|ナ

タバコを吸つてもらつて、3時 間後、6時 間後、

12時 間後の血中アディポネクチン濃度を沢」った

んです。タバコつていうの|よ1本 吸うだけで、こ

ういう風にアディポネクチンの血中濃度を一気に

下げていくという悪い効果をもたらします。私たち、

なんでタバコが早くアディポネクチンを下げるか

というの|よまだ分かつていないのですが、タバコ

つてしヽうの|よ先ほど申し上げた酸化ス トレスをも

のすこく強く与えます。タバコを吸うことで血液

の酸化ス トレス濃度がものすこく上がります。酸

化ス トレスが上がることで、脂肪細胞から本来ど

んどん出し続けているアディポネクチンの産生、

そして分泌が強く抑制されるんじゃないか、その

ことが理由じゃないかとしヽう風に私達は考えてい

ます。

■栄養士との協力

今、代謝内科にいるので、阪大の管理栄養士の方々

と一緒に仕事をしてしヽます。先す一つ始めたの|よ、

玄米食です。玄米食を阪大病院の患者さんに週に

1～ 2回 出しています。玄米食つていうのは、最

近食べなくなりましたが、食べてみると美味しい

んです。私も検食して、もうちょつとこういう風

に炊いたらしヽしヽんじゃなしヽかとかそんなこといつ

てしヽるわけですけども、なかなか美味しく炊けて

います。この玄米食、入院中に美味しいと思われ

て退院されてもたくさんの患者さん結構続けられ
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ています。あるい|よ、玄米|よちょつとみすぼらし

しヽ感じがするということで、たまにはこうしヽう五

穀米が良しヽとしヽうことを患者さんたちに言つてお

ります。もう一つ、この中之島つてしヽうの|よ元々

の阪大医学部発祥の地でした。そこで、阪大医学

部が今の吹回の万博の横に移るにあたって、当時

の医学部の教授たち|よこの時勢で市内から郊外に

移るのは仕方がなしヽ。でもやっぱり寂ししヽものが

あるといいながら、粋な教授たちが、阪大病院の

最上階にロイヤルホテルのレス トランだけ|よ持つ

てこようじゃないかとしヽうことで、ロイヤルホテ

ルのレストランに入つてもらつています。

■メタボレスメニュー

そのシェフとそして先ほどの栄養士さんたちとで、

200フ 年の 10月 からメタボレスメニューという

コラボレーション企画を行つております。私|よこ

の名前とコンセプ トだけつけたんです。セレブと

いう言葉が|よやつていますが、一番贅沢に長生き

するとしヽうのがセレブですけども、メタボになら

ないで、そして美味ししヽ料理を食べるというのが

私|よ究極のセレブじゃないかと考え、そのことを

よりわかりやすくする為に、メタボレスという名

前でメニューを作りました。コンセプ ト|よ、低力

ロリーで、低グリセミック、高ビタミン、高繊維

です。およそ美味しそうなもの|よ出てきそうな感

じがしませんね。それを何とか美味しそうに美味

しくしようじゃなしヽかとしヽうのが、このメタボレ

スメニューのコンセプ トです。これ|よある時のメ

タボレスメニューです。これで420kcalで す。

真つ白なこ飯に見えますが、実|よ特別に作つてい

る低グリセミックなもちもちつとしたこ飯になり

ます。これが、ひじきで、これ|よスープで、ここ

に八ンバーグがありますが、実は全部ひき肉で作

つてしヽるんで|よなくて、多くが豆腐で作つてしヽる

んです。カロリーとして|よ420kcalに 抑えている。

あと|よ、これ、イン ドカレーです。カレー粉のル
ーを絞つて、具を多くして。ものすこく美味しい

です。ただ、ルーの味|よものすこく濃いです。ス

パイシーに濃くしてしヽて、これで430kcalで す。

これ|よ440kcalで すけど、五穀米とお刺身と惣

菜のお弁当です。

■メタボレスメニューの狙い

患者さんが lヶ月であれ 2ヶ月であれ来られる

わけです。もうちょつと食事何とか頑張りましょ

うかとしヽう話をするんですけど、工夫によつて|よ

例え400kcalで も美味しそうで美味ししヽものを

食べられるってしも のを知つてほししヽとしヽうのが

このメタボリックメニューのコンセプ トです。

400kcalで 済ます必要|よ患者さんでも絶対ありま

せん。大体 600kcalく らしヽ。これの 1.5借 くら

いのカロリーをランチの場合使うことが出来るん

です。1.5倍のカロリーを使つて贅沢感としヽうか、

十分美味しい、そして美味しそうな食事をやつて

頂けるということを知つて頂くとしヽうことがこの

メタボレスメニューの一番大きな目的になります。

■まとめ

以上が私の話でありまして、こうしヽつた風に私

たちの教室というの|よ内臓脂肪症候群、メタボリ

ックシン ドロームとしヽう考え方と、アディポネク

チンを見つけて、こうしヽつたものを何とか人の世

の中の役に立つことを今後も見出して行きたいと
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思います。私たちの教室が行つてきたメタボリッ

クシンドロームやアディポネクチンというの|よ本

当に多くの先生方に支えられて、そして多くの恩

師に支えられて、何とか人の為に、上手くしヽつて

欲しいと思つています。今回|よ長い時間こ清聴あ

りがとうこざしヽました。

■質疑応答

(司会)最 後のあれ|よしヽくらぐらいするんでしょう

か?

(下村先生)あ れ|よ、今 1,200円 です。何とか

1000円 切りたいんです|ナど。

(質問者)ア ディポネクチン|よ血液検査ってあるん

ですか?

(下村先生)|よい。私たち血液濃度の測定系としヽう

のを立てて、今、血液検査でどこでも沢」ってくれ

ます。ただ、まだ保険診療の中で|よなしヽのでちょ

つとコス トが高しヽです。コス トを何とか絞りたい。

(司会)メ タボに関しても保険診療でいけないので

すか?

(下村先生)保 険診療でいけるようになつたら、上

流から分かるようになるんで、健康診断なんかで

アディポネクチンの濃度が異常に低いのか、ある

い|よ正常な値に入つているのかものすこく大事だ

と思しヽます。ただ、低かつたら問題です|ナども、

高すぎて悪いということ|よなしヽので、今やろうと

しているの|よ低いか正常かどうかというのをおし

つこのテープみたいに、プラスかマイナスかだ|ナ

分かるようにならなしヽかと考えています。それが、

とりあえす分かれば別に正確な値が分からなくて

も低いということが分かつたらよリケアしてしヽく。

これが出来ればもつとコス トが抑えられると思しヽ

ます。

(質問者)喫 煙全くしなしヽ人が 1本タバコを吸つた

ときの影響が出てしヽましたが、アルコールでも適

度な量としヽうのがありますけど、そうしヽったもの

十よタバコにはないのでしょうか?

(下村先生)タ バコの本数で分けて、例えば 1国

10本 吸う人が高しヽかどうかというのを調べたこ

と|よなしヽのです。吸われている方と吸つてしヽない

方でしか調べたこと|よなしヽのです。その中で、あ

れだけものすこく早い効果として血中のアディポ

ネクチン濃度を変えることが出来るというのは、

私たち今までいろんなことを調べてきた中で|よタ

バコだけです。それが、上がる方だつたら良しヽの

ですけど、下がる方なのでやつぱリタバコってい

うの|よアディポネクチンという面からも注意 しな

しヽとい|ナないものだと思います。

(質問者)良 く本に|よ水を 1国 2リ ッ トル飲んだ

方が良いと書いてしヽますが、水を飲む量とメタボ

つてなんか関係あるのでしょうか。

(下村先生)し やヽ、言われていません。水つてしヽう

の|よもちろん飲んだときに一時的に体重|よ増えま

す|ナども、内臓脂肪が増えるとかあるしヽ|よ減ると

かいうこと|よ関係なしヽので、水と今回お話 したち

ょつとした異常が重なつて動脈硬化になりやすしヽ

とかいうことと|よ関係なしヽと思しヽます。ただ、脱

水になるとしヽうの|よ良くなしヽです。その 15リ ッ

トルよりも 2リ ットルの方が良しヽのかというのは

存 じ上げてしヽません。基本的に水を飲みすぎて悪

しヽとしヽうの|よ、腎機能が正常であればあまり聞き

ません。

(質問者)さ つきのタバコに関連するのです|ナども、

1本 タバコをのんだ後、12時 間後まですっと下が

り続けていましたよね ? こ れ|よどれくらしヽで元

に戻るのですか?

(下村先生)そ れ|よ、私調べていないのです。ただ、

普通に一服で、次の国に|よ戻つてしヽると思しヽます。

下がつたままとしヽうのはおそらくなしヽと思しヽます。

12時 間経つたらだいぶ減 り方も減って、この後

|よ立ち上がってくるだけじゃないかなと思います。

ただ、これで気をつけて頂きたしヽの|よ、ここがマ

イナス 200/oです。0じ ゃないのです。アディポネ

クチンが 2書」下がるつてしヽうの|よ本当に年齢で言

えば 10歳 年行くよりも下がることで、タバコっ

ていうの|よ毎回吸うだけで老化すると思います。

(司会)先 ほどこ質問にもありましたが 1本 でも吸

わなしヽ方が良しヽとしも のを示しているのですけども、

それ以外にもアルコール|よ適度が良いとしヽうこと

ですけど、過度なアルコール|よだめですか ?

(下村先生)過 度なアルコールがアディポネクチン

を下げるかどうか|よ分からないですけども、やつ

ぱり肝臓とかが悪くなつてくるので、アディポネ

クチンだけで健康をみることもできないので。

(質問者)脂 肪細胞つていうの|よ生まれた時から一

人の人には決まつているのですか? 例 えば 100
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ある子と50あ る子とか。

(下村先生)も のすこく大事な質問です。今、言わ

れているの|よ大体 5、 6歳 くらしヽまでは、力□り
一が入るとどんどん脂肪細胞|よ増えてしヽけるって

しヽう風に考えられています。ですから問題|よ、5、

6歳 くらいまでにたくさん食べ過ぎて、太めにな

つてきている子つていうのは、他の体重が正常な

子に比べて、脂肪細胞の数自体が増えてしまつて

しヽる。ですから、そうなると大人になっても太 り

やすしヽ、やせにくいという体質を獲得 して しまう

ので、そういう幼児期の食生活つていうのはもの

すこく大事という風に考えられます。

(質問者)良 くエステなんかで脂肪をもみくだして、

あれはなくなるんですかね ? 移 動 しているだけ

ですか ?

(下村先生)脂 肪が燃える時としヽうのは、色々束」激

があつて、脂肪というの|よ中性脂肪が溜まつてい

るんですが、中性脂肪を分解するときに色々ホル

モンにも分解できるし、もみくだすというのも刺

激になるつていうのもあります。ただ、もみくだ

しても結局何が起こるかっていうと、分解された

脂肪がまた行くところってあるわけじゃないですよ。

中長期的に効くのか|よわかりません。栄養学的に

|よそれがどつかに行くリークがないと説明できな

いのです。運動なんかだったら、脂肪で燃えたも

のが筋肉にどんどん使われていくのでリークして

しヽつてるわ|すです。

次世代を担うギ
S T A N  D A R D

突顔のために  |か ま 撤
酬

健やかな生活は

お日の健康 (健日〉から
予防歯科の普及を通して

健康づくりに貢献します

SHPは 予防を柱とした歯科医療のあり方

を見直し、生活者の健康増進のために

地域において活動を行う

歯科医院のカレープです。
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