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新型コロナウイルスの感染流行が始まって
2020 年 3月からほとんど外出の機会が失われま
した。 頻繁に行っていた埼玉県内や都内への会
食はいわゆる 「不要不急の外出」 として避けるよ
うになりました。 自宅から外出するのは週に 1～
2 回、 近所のスーパーマーケットに食料品とアル
コール飲料を買いだしに行く程度となり、 当然な
がら運動不足になり体はなまりがちになってきまし
た。 糖尿病、 高血圧のわが身になってみれば健
康を保つため生活習慣を考えなくてはならないの
思いもあり、 「医食同源」 を頭に入れて、 出来
合いのお弁当を買いに行くのではなく自炊をしなが
ら食品とその影響について調査しながら考えてみま
した。
＊医食同源とは 「病気を治すのも食事をする

のも生命を養い健康を保つためで、 その本質は
同じこと」

【食欲の正体】
外出もせずに運動不足となって食欲減退で消

費カロリーが減少するかと思いきや食欲は本能の
如く出現してくる。 そうなれば消費カロリーは減少
したまま食欲は現状維持、 もしくは増加してして
しまう。 空腹感と満腹感は脳から生まれ、 視床
下部に空腹感を生み出す摂食中枢と満腹感を
生み出す満腹中枢がある。 本来、 摂食、 満腹
の双中枢を制御出来れば摂取カロリーと消費カロ
リーバランスを保て体重、 体型の維持が出来るだ
けでなく栄養素の種類で摂取食品群を選択する
ことで栄養バランスも保てることで体、 精神も健康
な状態になるはずである。

【カロリー糖質脂質】
主なエネルギー源は糖質、 脂質、 タンパク質

である。 それぞれ 1g のエネルギー量は 4kcal、
9kcal、 4kcal で脂質は高い。 飽和脂肪酸を
含む脂質は固体で肉やバターに含まれ、 不飽和
脂肪酸を含む中性脂肪は常温液体で魚、 植
物に含まれる。 脂質の多い食事は満腹を感じ易
く満腹感が長く続きタンパク質でも同じことがいえ

る。 糖質の多い食事の場合、 分解、 吸収が早
いため満腹感が続かず食べてもすぐ腹が減りまた
食べてしまい、結果として食事の量が増えてしまう。
当然のことながら体には中性脂肪として蓄積され
「体重増加」 となってしまう。

【やみつきになるのはかむ回数の少ない糖質食品】
「おいしい」 という信号が前頭連合野からでると

βエンドルフィン（脳内麻薬）が放出され、 快感
を発生させる中脳から報酬系と言われるドーパミン
（やる気物質）が放出され、 もっと食べたいという
欲求が起き止まらなくなる。 かむ回数の少ない食
品はその傾向が高くスナック菓子などはその最たる
ものである。

【健康のための脂肪と糖】
皮膚と筋肉の間にたまる皮下脂肪、 内臓の周

りにたまる内臓脂肪に分けられるが、 健康を害す
るメタボリック症候群の脅威となるのは内蔵脂肪で
ある。
内臓脂肪の正体は中性脂肪などをため込んで

大型化した白色細胞で、 通常は代謝機能を調
整するホルモンを分泌するが、 脂肪をためすぎると
ホルモン分泌のバランスがくずれて血糖値が下がり
難くなるなどの代謝機能に異常が出てくる。 内臓
脂肪型肥満は脂質異常、 食後血糖、 高血圧
にかかわり、 インスリンの働きが悪くなり慢性的に
食後高血糖状態が続くと糖尿病の原因となる。
内臓脂肪型肥満は神経障害、 腎臓病、 失

明などの合併症の可能性がたかくなり膵臓病等の
がんの発症率も高まる。 日本人の 6人に 1人、
40 歳以上では 3人に 1 人が糖尿病の予備軍
であり、 糖質の過剰摂取がメタボリック症候群や
糖尿病の始まりと言われている。

【糖質は過食し易い？】
糖質はブドウ糖に分解されて小腸から吸収され

肝臓を経由して血液により全身に運ばれ細胞に
取り込まれエネルギーをつくり出す。消費されなかっ
たブドウ糖はグリコーゲンになり肝臓、 筋肉に蓄え

られる。 過剰な分は中性脂肪につくり変えられ皮
下脂肪や内臓脂肪になる。 膵臓から分泌される
インスリンはブドウ糖を細胞に取りこませることで血
糖値を低下させると同時に中性脂肪を脂肪細胞
に取りこませる。糖質は脂質より分解吸収が速く、
多量に摂取し易いため肥満になりやすい傾向があ
る。

【糖質制限食と極端な糖質制限の危険性】
1950 年頃には糖尿病治療として脂質制限だ

けでなく糖質制限も提唱されていた。 2008 年、
糖質制限職が最も高い減量効果を示し血糖値
も改善した。 さらに中性脂肪の値も低下した報
告があった。
糖質制限もしくは糖質ゼロのダイエットが流行し

ているが、 1 日 50g 未満という極端な糖質制限
をすると酸性のケトン体をつくり出す。 ケトン体は
ブドウ糖の変わりに脳のエネルギー源になるが大量
につくられると体が酸性になるケトアシドーシスを生
じ意識障害がおき命の危険にかかわることもある。
さらにリバウンドし易いことから極端な糖質制限は
考えものである。

【ゆるやかな糖質制限食事法“ ロカボ”】
糖質を 1食 20 ～ 40g で 3 回、 それとは別

に糖質 10g までの間食を摂取して 1 日の糖質
摂取量を 70 ～ 130g にする。 日本人の平均
糖質摂取量が 270 ～ 300g であるのでその半
分に抑える。 食品によってもことなるが米飯 1膳
150g で糖質（炭水化物）は 56g で食品の
1/3 程度であり 2/3 のほとんどは水分である。 1
回の米飯は半膳ないし軽く 1 膳ということである。
ロカボの糖質上限はアメリカ糖尿病学会が糖質
制限食として 1 日の 130g 摂取量から算出され
る。
70g の下限値を設けることでケトン体がつくられ

る極端な低糖質状態をさけている。 またタンパク
質、 脂質は血糖値の上昇が緩やかであり満腹中
枢が刺激され満腹感が長つづきするので制限を
設けてはいない。

【健康のための脂質】
脂肪酸は鎖状炭化水素の 1価のカルボン酸

であり、 植物性の油に含まれるリノール酸やオレイ
ン酸をはじめ、 肉に含まれるステアリン酸やアラキ
ドン酸、 おもに乳製品に含まれるパルミチン酸など
数多くの種類が存在している。
その中で健康によいとされる脂肪酸が二つある。

魚の油として有名な DHA と EPA、 エゴマ油や亜
麻仁油に含まれるα - リノレン酸など 「n-3 系多
価不飽和脂肪酸（ω 3）」 と総称される脂肪酸
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とココナッツ油やパーム核油に多く含まれる 「中鎖
脂肪酸（炭素数 5-12 個）」 である。 n-3 系
多価不飽和脂肪酸は血流の改善作用があり、
中鎖脂肪酸は内臓脂肪をためないことが確認さ
れている。

【常在菌】
ヒトの口腔内、 皮膚、 腸内などには約 100

兆個の常在菌が存在していると言われているが、
人体は約 30 兆個以上の細胞で構成されてい
るので、 ヒトの常在菌数はそれよりはるかに多い。
特に腸内では腸内細菌叢を構成し健康と疾患を
制御する「もう一つの臓器」としても機能している。
私たちが食べた物は胃や腸で消化吸収される

が、 消化 ・ 吸収されなかったものを腸内常在菌
が自身の餌として取り込み、 より小さい分子の脂
肪酸、 ビタミンやアミノ酸などにつくり変えて放出し
ヒトはこれらを吸収することで栄養を無駄なく摂取
することができる。 常在菌叢は外からの菌を寄せ
つけない自然のバリアにもなっている。
細菌学が病原菌の研究から始まったことから、

細菌は人体にとって悪い存在というイメージがある
が、 ヒトマイクロバイオーム研究から常在菌はヒト
が健康を保つ上で重要な役割を果たしていること
が分かってきており、 特に常在菌の多くを占める腸
内細菌叢における研究は盛んになっている。

【腸内細菌叢】
肥満者の腸内細菌を無菌マウスに移植すると

マウスは肥満し、 その肥満マウスの腸内細菌叢菌
種組成は健康なマウスと異なってくる。 腸内細菌
叢が宿主に対して強力な生理作用を有する証拠
を示している。
腸内細菌叢によって炭水化物が代謝されると、

短鎖脂肪酸（炭素数 2~6）、 二酸化炭素、
水素が生成され、 このうち短鎖脂肪酸（酢酸、
酪酸等）はヒトの栄養素となり、 水素は抗酸化
作用をもたらす。 その結果として体内の炎症反応
が起こりにくくなり、 BMI を低く、 長寿になる可能
性が高まる。

【腸内細菌は便が出来る過程で植物繊維を分解】
ビフィズス菌や乳酸桿菌などの腸内細菌はオリ

ゴ糖（単糖が 3～ 10 個結合したもの）などの
炭化水素を分解して乳酸や酢酸をつくる。 これら
の酸は腸内を酸性にし、 酸性であるほど便は黄
色くなり、 アルカリ性になれば黒っぽくなる。 乳酸、
酢酸は腸の神経細胞を働かせることで腸の筋肉
を動かして蠕動運動を活発にしているとも考えら
れている。
腸内細菌叢は善玉菌、 日和見菌、 悪玉菌

に分けられ、 それらは一般的に２：７：１の割
合で存在している。 善玉菌はビフィズス菌、 乳酸
菌等で整腸、 ビタミン産生を担い、 悪玉菌は肉、
高脂質食品の過剰摂取から吸収されないアミノ
酸、 胆汁酸からウエルシュ菌、 クロストリジウム属
菌等から有害物質、 発がん物質が産生され便を
臭くする働きがある。 日和見菌はバクテロイデス属
菌、 大腸菌等で一般的には善玉菌優位に傾か
せ感染防止等に働くが、 細菌叢のバランスが崩
れると悪玉菌に傾くことがある。
腸内細菌叢はヒトが消化できないセルロースな

どの多糖（植物繊維）から短鎖脂肪酸をつくるが、
エネルギー源のほとんどをブドウ糖にたよるヒトでは
あまり重要視されない。しかし短鎖脂肪酸（酪酸）
は自己免疫反応により引き起こされる炎症（大
腸炎等）を押さえる制御性 T細胞（Treg 細胞）
を増やす。 未熟な T細胞を Treg 細胞に変化さ
せ障害性 T細胞を抑制させるには腸内細菌（ク
ロストﾘジウム属）が関係していると言われている。
食生活で影響が大きいのは炭水化物であり宿

主が消化吸収出来ない水溶性植物繊維、 オリ
ゴ糖から腸内細菌のつくる短鎖脂肪酸（酢酸、
酪酸）は肥満を防いでいる。 短鎖脂肪酸、 代
謝物質は宿主に働きかけ免疫系、 代謝系の機
能を調整している。 腸内恒常性、 脳機能におい
ては脳と腸は迷走神経やホルモンをかいして制御
しあっている。
腸内細菌叢はアルコールの過剰摂取により短

鎖脂肪酸生産に悪影響を与え、 喫煙は腸内細
菌だけでなく口腔内のバランスも変化させる。 腸
内細菌叢は運動習慣、 ストレスにより変化し、
60 歳を超え 70 歳ぐらいからさらに大きな変化を
生じる。 これらの要因により病原体のバリアが不
完全になり腸の免疫が衰え、 アレルギーの制御低
下を生じることがある。

【最後に】
私はもう 65 歳で高齢者に属してきます。 年齢

は体の変化の大きな要因ではあるが、 健康と精
神を維持していくには暴飲暴食を制限してストレ
スを溜めない生活が重要である。 しかしながら巣
ごもり生活をしているとストレスは溜まり放題です。
新型コロナが速く終息するのを祈ります。


