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うつ病、パニック障害など・・
いつもの治療で、効果が得られないとき

臨床栄養療法の応用

血液検査データの新しい解釈

2012,12,8（土） 産業保険交流会

新宿溝口クリニック 溝口 徹
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血糖調節とホルモン

◯血糖値を上げるホルモン
– アドレナリン、コルチゾルなど

正常の血糖曲線 血糖の維持

• 正常の血糖変動
– いかなる食材で血糖上昇は50～60mg/ｄｌ以下

– 食後２～３時間で空腹時血糖へゆるやかに戻る

• 緩やかな血糖の低下
– グルカゴンによるグリコーゲン分解

– 糖原性アミノ酸からの糖新生

– 空腹感 → 摂食行動
• 血糖上昇が無い場合、ACTH→コルチゾール

反応性低血糖症

ＦＢＳ正常
ＨＢＡ１ｃ正常

無反応性低血糖症

ＦＢＳ正常
ＨＢＡ１ｃ正常
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乱高下型低血糖症

ＦＢＳ正常
ＨＢＡ１ｃ正常

8

血液検査データの意味

• ＡＳＴ，ＡＬＴ、ＬＤＨなどは組織障害（主に肝臓
）の指標として用いられている

– 組織障害があると血中に逸脱し上昇

• これらの酵素は本来は細胞内における代謝
を触媒する酵素

– 組織障害が除外できる状況のとき（基準範囲内）
における意味は？

基準範囲内の低値から何が読み取れるのか？

糖新生経路 ①

骨格筋 肝臓

循環血

アラニン アラニン

ピルビン酸 ピルビン酸

グルコース グルコース

糖
新
生

解
糖

ALT ALT

血糖

糖新生経路 ②

骨格筋 肝臓

循環血

乳酸 乳酸

ピルビン酸 ピルビン酸

グルコース グルコース

糖
新
生

解
糖

LDH

血糖

LDH
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糖質量 １２２．４５ｇ 糖質量 ７．３ｇ

検査データの臨床栄養的な評価

• AST，ALTの変化

– ビタミンB6欠乏の改善

– 円滑な糖新生による血
糖の安定化

• LDHの変化

– ナイアシン欠乏の改善

– 乳酸代謝の改善による
疲労感の改善

• BUN，T-cho, HDLの
変化

– タンパク質代謝の改善

• FBS，GAの変化

– 血糖乱高下の改善

– 低血糖の改善

脳内神経伝達物質バランス改善

血液検査データの読み方

血液検査データから詳細に栄養代謝を評価する
すべての臨床医に応用可能な栄養療法について

ベーシックセミナー
2013年2月24日（日）13時～品川

問合わせ 株式会社MSS 03-5366-0208

精神症状と栄養の関係

• なぜ栄養アプローチが精神症状をはじめ多く
の不定愁訴の改善につながるのか？

プロテイン

ノルアドレナリン

ドーパミン

L-ドーパ

L-チロシン

L-フェニルアラニン L-トリプトファン

５-HTP

セロトニン

メラトニン

L-グルタミン

L-グルタミン酸

γ-アミノ酪酸
（GABA）

胃酸

葉酸,
ナイアシン

葉酸,
ナイアシン

VB6

VC, 
Cu

葉酸,
ナイアシン

VB6VB6

Glutamate 
synthetase

グルタミン酸
デカルボキシラーゼ

フェニルアラニン
ヒドロキシラーゼ

チロシン
ヒドロキシラーゼ

ドーパ
デカルボキシラーゼ

ドーパミン
ヒドロキシラーゼ

トリプトファン
ヒドロキシラーゼ

5-HTPデカル
ボキシラーゼ

SAMe
Mg

Ca, VC

ナイアシン

鉄

鉄

鉄

血液脳関門
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ビタミンB6と神経伝達物質

• フェニルアラニン → ドーパミン

• ドーパミン → ノルアドレナリン

• グルタミン → グルタミン酸

• トリプトファン → セロトニン

• グルタミン酸 → GABA

※B6不足は、様々な愁訴の原因

ビタミンB6欠乏について

• ビタミンB6欠乏における症状
– 疲労感、抑うつ感

– 音や光など刺激への敏感さ

– 悪夢をみる（夢を多く見る）

– 皮膚のトラブル

• 神経伝達物質のバランスの乱れ
– グルタミン酸などの過剰による興奮性

– その他、神経伝達物質の合成障害

⇒ 集中力の欠如、 創造力の低下

鉄と神経伝達物質

• フェニルアラニン ⇒ ドパミン

• フェニルアラニン ⇒ ノルアドレナリン

• トリプトファン ⇒ セロトニン

• トリプトファン ⇒ メラトニン

※ 女性のうつ症状や睡眠障害との関係

※ 鉄欠乏が正しく評価されていない

鉄欠乏と精神症状

• 特異的な症状は乏しいが、様々な不定愁訴
と深く関係する
– 動悸、めまい、肩こり、頭痛

– 皮膚、爪、髪の毛、粘膜のトラブル
• あざ、歯茎の出血、抜け毛など

– 氷を好んで食べる

• 精神機能にとって重要な栄養素
– 注意力の低下、イライラ感

– 食欲不振

– 抑うつ感

安定した心の状態をたもつために

• タンパク質が全ての基本

– 重要な神経伝達物質の材料はアミノ酸

– 血糖を安定しカテコラミン・コルチゾルの分泌を抑制

• アミノ酸から神経伝達物質の合成には、多くの栄養素
が必要である

– ストレスによるビタミンＢ欠乏や女性の鉄欠乏は多くの精神
症状の原因になる

糖質が多い食事ではさらに消費！

血糖調節障害と精神症状

Dysglycemia–The Common Factor
in Mental Disorders

Patrick Holford 2008 Vancouver 37th ISOM
・血糖調節障害は、精神疾患の一般的な原因である
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25

薬理学者から・・・

２００５、２ 生田 哲

わが国では・・・

2004年4月
横越英彦 編
静岡県立大学食品健康科学部教授

幸書房

脳 機能と栄養

脳の栄養
脳の活性化法を探る

共立出版

ブレインサイエンス・シリーズ １

中川八郎 大阪大学教授
蛋白質研究所・蛋白質代謝部門

非専門医から・・・・

２００９,６ 溝口 徹

2012,9 重刷決定

１３刷 累計 ７万部以上達成！！

心療内科専門医から・・・・

29

２０１０ 姫野友美
ひめのともみクリニック院長
心療内科学会評議委員

精神科専門医からの出版
岩波 明氏
平成２４年４月より
昭和大学精神科教授就任

岩波先生、本が売れてほしいからといって、タ
イトルといい、内容といい、大袈裟ですね。

栄養療法についてすべてインチキであると批
判していますが、肝心ないわゆる低血糖症や
鉄欠乏と精神症状との因果関係には全く触れ
ておらず、自分の都合のいい部分だけを取り
出してあたかも全体がそうであるかのような記
載には傲慢さを感じます。栄養医学的な視点
をもって患者を診察すれば、食生活の偏りと、
鬱やパニック症状との因果関係があることは
明白であるし、例えば、低コレステロールと鬱
状態、自殺との因果関係については論文もで
ているはずです。

白黒はっきりつけて、素人には面白いのでしょ
うが、考察が粗雑すぎます。

精神医学などまだまだ分からないことだらけの分野で、もっと謙虚になってほしいですね。
筆者の人格と臨床能力がよくわかって、その面では面白かったですけど。
まあ、星の数はゼロにしたいくらい、買う価値はないと思う。 アマゾンのコメントより

新潮社
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「精神科栄養学」のポテンシャル

• 精神医学 ５２巻７号 2010年7月
• 功刀 浩

– 国立精神・神経医療研究センター

• 2010年の第13回日本病態栄養学会におけるシンポ
ジストとして招待

– 「メンタルヘルスと病態栄養～基礎から臨床まで～」

• ・・・聴衆は「専門家」のあまりの不勉強に失望したので
はないかと危惧している。

• 精神医学が栄養学に対して鎖国を続けることはもはや
できないことは確かである

ＡＧＥｓと統合失調症

• 糸川昌成
–東京都医学総合研究所

• 統合失調症、うつ病研究プロジェクトリーダー

• 研究内容
–統合失調症の患者のＡＧＥｓは高値でありビタミン
Ｂ６濃度が低値
• ＡＧＥｓは3.7倍、ビタミンＢ６は20％

–ビタミンＢ６の補充により統合失調症患者の症状
の改善が得られた
• 統合失調症の治療や予防にビタミンＢ６が有効である
可能性がある

いつもの治療で、
効果が得られないとき・・

機能性低血糖症を疑い

糖質制限食と栄養障害の補正を行う

血糖の維持

• 正常の血糖変動
– いかなる食材で血糖上昇は50～60mg/ｄｌ以下

– 食後２～３時間で空腹時血糖へゆるやかに戻る

• 緩やかな血糖の低下
– グルカゴンによるグリコーゲン分解

– 糖原性アミノ酸からの糖新生

– 空腹感 → 摂食行動
• 血糖上昇が無い場合、ACTH→コルチゾール

本来の血糖維持

• 糖新生が主な経路

– 糖原性アミノ酸、ピルビン酸、乳酸など糖質以外
の基質からブドウ糖を産生する経路

– グルカゴンの分泌をシグナルとして開始される

– ほとんどが肝臓で行われ一部腎臓でも産生

– Glucose-Alanine cycleやCori cycleなどが主な
反応

Glucose-Alanine cycle

骨格筋 肝臓

循環血

アラニン アラニン

ピルビン酸 ピルビン酸

グルコース グルコース

糖
新
生

解
糖

ALT ALT

血糖
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Cori cycle

骨格筋 肝臓

循環血

乳酸 乳酸

ピルビン酸 ピルビン酸

グルコース グルコース

糖
新
生

解
糖

LDH

血糖

LDH

血糖の急上昇

急激に
低血糖

一斉に多くの
ホルモン分泌

精製された糖質の摂取は、副腎を刺激する！！

250
200
150
100
50

(mg/dl)

朝食 昼食 夕食

血
糖

インスリン

インスリン拮抗ホルモン

低血糖

拮抗ホルモンで代償

食後高血糖 食後高血糖
抗インスリン作用
ホルモン分泌継続

朝食抜き

朝食あり

アドレナリン↑
コルチゾル↑

副腎負担 ↑

両者ともHbA1cは同等である！！

250
200
150
100
50

(mg/dl)

朝食
ぬき

昼食 夕食

血
糖

不規則な食事は、副腎を刺激する！！

Non-Addison's Hypoadrenia

• 食生活、生活習慣、嗜好、ストレス、重金属、
薬剤など、従来のアジソン病とは異なる原
因背景によって引き起こされる

• 血液や尿による臨床検査の結果は全く正常

• 症状としては明らかに副腎の働きが低下

Adrenal Fatigue: 
The 21St-

Century Stress 
Syndrome

副腎ホルモンの生産と分泌

・コルチゾール

ストレス、血糖、免疫機能のコントロール

・アルドステロン

電解質と水分バランスのコントロール

・アンドロジェン（DEHA/DHEA-S) 
性ホルモンの前躯体

☆副腎疲労では、コルチゾルの不足による症状が強く出る
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唾液中コルチゾール検査

• 手軽に簡単にどこでも、痛みを伴わずに採取できる

（採血刺激でコルチゾールは簡単に上昇する！）

• １日４回、リラックスできる休みの日などに測定する

（朝８時 昼１２時 夕方４時 夜中１２時）

• 非常に鋭敏で軽度ー重度の副腎疲労の評価に最適

「コルチゾール」の日内変動

27歳 男性 睡眠障害

18歳 女性 うつ病 53歳 男性 うつ病
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52歳 女性 慢性疲労
副腎疲労の治療（食事療法）

• 朝食は午前９時前に食べる

• 昼食も昼（午後０時）よりも前に

• 頻回食 （１日に５－７回）

• 炭水化物を食べる時には必ずたんぱく質を先に

• 単純糖質はなるべくさける

（ハチミツ、ジュース、ソフトドリンク、菓子類）

☆食事療法の効果には個人差がある

☆急激な糖質制限は、症状を増悪させることがある！

総合的なアプローチ

• 血糖の急激な低下を防ぐ

– 食事内容や摂取方法

– ホルモン非依存性の血糖コントロール

• グリコーゲン

• 脂質依存のエネルギー供給

• 糖新生

• ストレスにおける代謝の理解

• 副腎サポート

– VC、DHEA、副腎エキス

いつもの治療で、
効果が得られないとき・・

副腎疲労症候群を疑い

総合的なアプローチを試みる

まとめ

• 精神疾患に対する病態栄養学的な評価と治療に
ついて

• 血糖値の調節と臨床症状の関係
• 神経伝達物質のインバランスと栄養
• 副腎機能の低下について

血液検査データから詳細に栄養代謝を評価する
すべての臨床医に応用可能な栄養療法について

ベーシックセミナー 2013年2月24日（日）13時～品川

問合わせ 株式会社MSS 03-5366-0208
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平成 24 年 12 月 8 日（土）  

第 63 回 神奈川産業保健交流会  

演題：「栄養によるこころとからだのプライマリケア」  

講師：新宿溝口クリニック院長 溝口 徹  

 

菅野先生（司会）：  

 それでは、開催させていただきます。 

 本日の講演テーマは「栄養によるこころとからだのプライマリケア」。講師は、新宿溝

口クリニック院長、溝口徹先生です。 

 甚だ簡略ではございますが、先生の御略歴を御紹介させていただきます。 

 1990 年、福島県立医科大学を御卒業。 

 1992 年、横浜市立大学麻酔科学教室に赴任されました。 

 1993 年、国立循環器病センター麻酔科に御勤務になられました。 

 1994 年、横浜市立大学麻酔科学教室に御勤務になられています。 

 2003 年、新宿溝口クリニックを御開設になられました。 

 それでは、先生よろしくお願いいたします。 

 

溝口先生：  

 先生方こんにちは。よろしくお願いいたします。 

 今、御紹介いただきました溝口といいます。今日は 90 分間というしっかりしたお時間

をいただきましたことと、この講演の後に参加いただいている先生方とのティータイムと

ディスカッションの時間も設けていただいているということなので、非常に楽しみにして

まいりました。 

 私は、実は神奈川県出身で家が藤沢にありますので、朝、藤沢から湘南新宿ラインで新

宿まで行きまして、午前の診療をとりあえず急いで終わらせて、また湘南新宿ラインで横

浜まで来ました。実はこの後、もう一回新宿に戻って一仕事して、また藤沢に戻るという

スケジュールなのですけれども、今日御参加いただいている先生方というのは、神奈川県

にある事業所や会社にかかわられている方が多いのでしょうか。今日これからお話しする

内容は、離職されてしまった方が職場にまた戻ってきたり、あるいは辞職をした方がいい

のかな、どうかなというときに役立つ考え方なのではないかと思います。ですので、今日

の話の中で参考になるものがあれば、ぜひ先生方の日常のお仕事に生かしていただければ

と切に思います。 

 今、御紹介をいただきましたように、実は私は精神科や心療内科のトレーニングを全く

積んできておりません。卒業してからやってきたことは麻酔科です。大阪の循環器病セン

ターで心臓の麻酔や集中治療を勉強したり、また大学に戻ってきて心臓麻酔をやりながら、

今度はペインクリニックにかかわったりして、いろいろなことをやっておりまして、開業
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した後はペインクリニックを主にやっていました。それが今でも藤沢の辻堂にあります辻

堂クリニックという小さなクリニックで、今は水曜日の午前中だけペインクリニックをや

っています。 

 大学病院では、例えば、がん性疼痛とか、いわゆる神経原性疼痛とか、本当にペインク

リニックならではの疾患が多いのですが、実際に町で開業してしまいますと、とにかく頭

痛が治らないとか、脳外科に行っても神経内科に行っても何でもないと言われたりとか、

どこに行っても何でもない、でも、痛みは続いているという、今までの知識ではお手上げ

の痛みの患者さんばかりにいきなりなってしまったんですね。それでどうしようかと悩ん

でいるときに、今日お話しするようなトータルに人の体を治していく、その治していく手

段が食事とサプリメントを使って栄養という方法論で人の体をトータルに治していくと。

それによって実は痛みがとれることが非常に多い。それと同時に、全体的なバランスを治

しますので眠りが深くなったとか、集中力が出てきたとか、やる気が出てきたとか、そう

いうことを非常に多く経験するようになっていったわけです。 

 ちょうどそのころ、ペインクリニックで有名な先生が星状神経節ブロックをやると、が

んも治るなんていうとんでもないことを言い出しまして、当時はペインクリニックで開業

している先生は少なかったので、ある出版社から私に、先生はペインで開業していますの

で本を出しませんかという話が来たんです。そのとき私は既に栄養にどっぷり浸かってい

まして、すばらしい方法だなと思っていたので、ペインなんかより栄養で本を書きたいと

いうことで、 初の本を書いたのが 1999 年か 2000 年の辺りです。 

 結局その本を出しますと、今日御紹介するかどうかは忘れましたが、実はメンタルのト

ラブルと栄養の治療というのは、海外でこの治療は、がんの治療とメンタルのディスオー

ダーの治療が主なアプローチ方法になっているんです。その当時、インターネットが少し

ずつはやっていましたので、私の治療法を見つけたら、カナダでやっている治療法だなと

いうことで、パニックやうつの患者さんがすごく相談に来るようになってきたんです。そ

して、特に女性の問題が大きいなと思いまして、女性のうつ病、パニック障害、統合失調

症で受診された３人の患者さんのケースレポートを少しまとめたものを出したりしまして、

心療内科も精神科もやったことがない私のクリニックが、だんだんそういう患者さんが多

く来るクリニックに変わってしまったわけです。 

 そんな経緯で私は栄養の方に流れていったんです。ですので、今日お話しさせていただ

くのですけれども、恐らく今日参加されている先生方の中には、当然、精神科のドクター

もいらっしゃると思いますし、心療内科のドクターもいらっしゃると思いますので、いろ

いろはてなという感じとか、あるいはそれは違うんじゃないかみたいにいろいろなことを

思われることも多いと思います。ただ、栄養から見たらそういう考え方もあるのかなとい

うところから聞いていただけたら、本当にうれしく思います。 

 それでは、それなりにスライドの枚数もつくってきましたので、早速話に進んでいきた

いと思います。 
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 まずやはり、臨床の実際の患者さんの経過からお話ししていった方がいいかなと思いま

す。この患者さんは 29 歳の男性で、いわゆるパニック発作が結構頻繁に訪れる患者さん

だったんです。特に、こちらの患者さんは午後にパニック発作が訪れます。この患者さん

は、先生方がお持ちの「血液検査データから見えるもの」という資料の中にも紹介されて

いる患者さんです。 

 この患者さんは、当時私がかかわった中では比較的早期の患者さんでした。今、先生方

のお手元にあるこの資料は、2004 年ごろに『ジャミックジャーナル』というお世辞にも一

流とも二流とも言えない雑誌がありますが、開業を準備されている先生方が読む雑誌なの

ですけれども、そういう雑誌だったからこそ取り上げてくれたのかなと思うのですが、血

液検査データからどうやっていろいろな細かいことを読んでいくのかというのを、なんと

１年間にもわたって特集させていただいたんです。 

 この患者さんが出てくるのは 12 ページです。「パニック障害と血糖調節障害」という

ところで出てまいります。ぜひ相談にみられた患者さんに、今までパニック発作が起こっ

たときに、何かを食べたら普通よりも落ち着くのが早くなったことがないかどうか、その

辺のことを問診で聞いていただきたいのです。患者さんの中には、もう知っている人がい

るので、パニック発作が起こったらマクドナルドに駆け込んでマックシェイクをがぶ飲み

しますとか、あるいはパニック発作が出そうになったときにすぐにチョコレートを食べる

と治るので、それをいつも持っているという患者さんも結構います。ですので、パニック

障害の訴えがあったときに、どんなタイミングで出るか、あるいはどういうことをしたら

それがちょっと軽く済んだかという辺りをぜひチェックしていただきたいんです。 

 この 29 歳の男性は、典型的な血糖のトラブルがパニック発作に関係していた患者さん

です。その典型的という理由の１つは、午後の方に発作が多いということ。もう一つは、

米とかパンとか甘いものがとにかく好きで、よく食べていると。特に発作が多く起きるよ

うになった 近は、それを食べる頻度が増えているというようなことも一つ問診の中で入

れていくとヒントになるかなと思います。 

 こちらの患者さんの血液検査データの抜粋を御紹介します。AST、ALT が 78 の 121、

それから、コレステロールが 243 の HDL が 39 で、空腹時の TG が 321 と。脂質代謝障

害があったり、あるいはお酒をお飲みにならない方なので、ここから脂肪肝が読み取れる

のではないかと思います。 

 内科の先生がこれを見ると通常は、後で出しますけれども、HbA1C も空腹時血糖も全

く正常なので、まず糖尿はないと。そして、非常に肥満があった、そして、脂肪肝がある

ということですから、内科の先生がパニックのことを除いて、このデータを見れば、カロ

リー制限をして、あるいはもしかするとエパデールとかベザトールといったものを出すか

もしれませんね。そういったのが普通の治療だと思います。 
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そして、今日参加いただいている中に精神科の先生がいたら大変申し訳ないのですけれど

も、精神科の先生は検査をされないことが多いです。そして、ちょっとひどい言い方です

が、検査しても余りよくお読みになれないのかなと思うことがあります。 

 また、患者さんが眠たい、眠れないとか、あるいはやる気が起きないとか、あるいはパ

ニック発作を起こすと言うと、抗うつ剤や抗不安剤や睡眠導入剤などを処方されるという

ことが普通の治療です。実際、この患者さんも非常に多剤を併用されておりました。 

 こういう患者さんを診た場合は、先ほど言いましたように、栄養と食事と症状が関係し

ているかどうか、５時間の糖負荷検査というものがあります。これは 1966 年に既に機能

性低血糖症とメンタルのトラブルということで確立されている検査ではあるのですけれど

も、非常に手間がかかるということ、それから、保険適用されていない等いろいろなこと

がありまして、日本でこの検査をやっている施設はまだ十数カ所しかありません。全部自

費の検査になってしまいますし、一番のネックは看護師さんです。何時に始めてもお昼休

みにかかるんです。ですから、私たちのお昼休みはどうなるのということで、なかなか看

護師さんが協力してくれないこともあります。 

 その結果から糖質制限食、それから、タンパク質をいっぱい食べて不足している栄養素

をサプリメントで補修しましょうということになるわけですけれども、そこで使ったサプ

リメントがこういうようなものになります。 

 その結果、原因が糖の問題によるものであれば必ず症状が改善してまいりますので、そ

の結果、今まで使っていた抗精神病薬を徐々に減薬していくというような、理路整然とし

た治療になっていくわけです。 

 この患者さんの今のようなアプローチをした結果の４カ月後、22 カ月後というデータを

見ていきたいと思います。そうしますと、HOMA-R 指数、御存じかと思いますが、メタボ

リックシンドロームがはやったときに、どうやってインスリン抵抗性を臨床検査で見てい

こうかというときに、一番脚光を浴びたのがこの HOMA-R 指数です。空腹時の血糖値と

インスリンの値を掛けて 405 で割ってみると、基準は１になると。405 というのは１にな

るように指数を決めているわけですけれども、ですから、HOMA-R 指数が１に近づけば近

づくほどインスリン抵抗性が改善されているという指標になります。 

 そうすると、6.34、1.42、1.33 というふうに順調にインスリン抵抗性が改善しています。

それと同時に見ますと、HDL コレステロールが 39、75、66 とちょっと上がり下がりがあ

りますけれども、初診時と比較して明らかに HDL コレステロールが上がり、空腹時の TG

は下がっている。この２つの関係、HDL が上がり、TG が下がるというのも、インスリン

抵抗性改善の非常にいい指標になります。 

 お時間をいただいていますので、もうちょっと詳しくお話ししますと、空腹時の TG と

いうのは、TG のもとになっているものは実は前の日に食べた糖質がほとんどなんです。

食後の TG というものは、採血する前にとった脂質が影響していることになります。です

ので、おなかが空いている、絶食したときの早朝空腹時の TG が高いとき、その患者さん
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に指導するのは糖質を制限しなさいというのが主な指導になってまいります。食後に TG

が非常に上がり、空腹時の TG はそうでもないという患者さんには、脂質の摂取制限がメ

ーンの指導になるわけですけれども、もうちょっと病態が複雑に絡んできますとまた違う

指導になってきますが、およそそうなります。この患者さんは、カロリー制限はしていま

せんが、糖質制限をすることによって、このようなきれいなデータの推移とインスリン抵

抗性が改善されました。 

 その結果として、脂肪肝がすごくよくなりまして、コレステロールの値はほとんど変わ

らないという推移を示しているわけです。内臓脂肪の減少とインスリン抵抗性の改善がす

ごく著明であると。この患者さんの初診、４カ月後、22 カ月後の体重が約 104kg から 93kg、

82kg と、20kg 以上の減量に成功しています。そして、臨床症状的にはパニック、抑うつ、

頭痛、不眠。この頭痛がどうしようもないのがよく起こるのですけれども、軽いうつや頭

痛があって不眠ですけれども、基本的に症状はなし。お薬も９種類、３種類、なしとなり

ます。２年４か月後には調子がすごくよくて、仕事は続けている、残業をやって、甘いも

のをとると頭痛がする、風邪を引かなくなったと。風邪を引かなくなったというのは、こ

の治療ならではの副産物です。 

 この方の血糖の変動を見る５時間糖負荷検査というものを出してみました。そうします

と、空腹時血糖は 87 ですので全く正常になるわけです。そして、75ｇのブドウ糖を摂取

していただきます。つまり、普通の２時間の OGTT と同じブドウ糖のトレーランＧを飲ん

でいただきます。そうすると血糖が上がりまして、60 分後には 240 まで上がりました。

240 まで血糖が急上昇しますので当然インスリンもいっぱい出ますが、こんなにインスリ

ンって出るんだなと思うことがよくあります。この患者さんも 初にお示ししたように、

HOMA-R 指数が６以上でしたので、インスリンの効きが非常に悪いわけです。ですから、

食後のインスリン上昇に対してのインスリンの分泌は、本当にはかってみてないとわから

ない分野です。想像を絶する量が出てきます。 

 そして、この患者さんの一番の問題は、血糖が下がり始めている時間にもかかわらず、

インスリンがまだ増えているということです。これがインスリン分泌遅延という２型の糖

尿病で、日本人には多いタイプなのですが、この分泌遅延も 184 という本当に想像以上の

量が出ていますので、なんと 240 の血糖が 180 分後には 45 まで、約 200 の血糖の低下を

示しています。これは体にとっては大変なことが起こっているわけですよね。血糖の急上

昇が起こるとインスリンの過剰分泌と分泌遅延が起こりました。その結果、血糖が急激に

低下してきます。そして、急激に低下した血糖が 45 を一番底値として、さらに上がって

いくのは交感神経の緊張によって上がっているわけです。このようなときには低血糖の非

常に症状が出ます。よく患者さんから、私はどうも血糖が低くなるときにパニック発作が

出るのではないかと思って、親戚が持っていたもので血糖を迅速にはかると正常値のこと

が多いと言われます。つまり、パニック発作を起こすのは、カテコラミンを初めとする交

感神経の緊張が発作をつくります。動悸や恐怖感や手足のしびれとか。ここから既に始ま
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っているんです。血糖が急激に下がっている時間帯は、血糖の絶対値が正常値であっても、

カテコラミンやコルチゾールは大量に分泌されています。ですので、血糖が低いことがパ

ニック発作を起こすのではなくて、血糖の急激な低下がカテコラミンの刺激を出して、パ

ニック発作をつくるということになるわけです。 

 これはおさらいになりますけれども、血糖を調節するホルモン、いい図があったので持

ってきました。私たちの体で血糖を下げる働きがあるホルモンはインスリンのみです。そ

のほか、グルカゴン、甲状腺ホルモン、アドレナリン、グルココルチコイド、成長ホルモ

ンといったものがすべて血糖を上げる方向に働いています。ですから、先ほどの患者さん

のように急激にインスリンが大量に分泌されて血糖が下がっている時間帯は、これがフル

に出ているということになって、さまざまな問題が起こってくるのが御理解いただけるの

ではないかと思います。 

 それでは、正常の血糖の曲線について簡単に見てみますと、空腹時の血糖は大体 90 前

後ですね。そして、75ｇのブドウ糖をとって大体 50～60 というのが血糖上昇の正常範囲

です。ですから、140 を超えるか超えないかぐらいになるわけです。その後、２～３時間

かけて空腹時の血糖に戻って、その後はほぼ一定というのが血糖の正常曲線です。当然イ

ンスリンは血糖が上がっている間は増えて、下がっている間は下がって、そして、３～５

時間はインスリンの基礎値になります。そうすると、この患者さんは空腹時血糖が 85、

HbA1C が 4.5 ということになります。 

 そして、緩やかに血糖が下がったときには、普通は余り激しい運動をしていなければ肝

臓に蓄えられたグルカゴンによってグリコーゲンを分解してブドウ糖を供給します。これ

が賄えなくなってきますと、糖原性アミノ酸から糖新生を行って血糖が下がらないように

する。これが普通の血糖の HOMA－R 指数です。そして、空腹感を出してものを食べると

いう行動に行くわけです。ここでものを食べる行動がなかったり、あるいはグリコーゲン

の分解や糖原性アミノ酸からの糖新生が追いつかない場合に、コルチゾールなどの交感神

経の緊張で糖新生が一気に加速されて低血糖を予防する、これが HOMA－R です。 

 こらちは、今御紹介した男性と同じような反応性低血糖です。反応性低血糖というのは、

１回上がった血糖が急激に下がることによっていろいろな症状が起こることです。この患

者さんも空腹時血糖が 88 です。そして、HbA1C はどうかというと、やはり正常なんです。

どうしてかというと、食後血糖が 184 まで上がりますが、数時間後には 40 台まで下がっ

ていますので、HbA1C で見ると全く正常なんです。どちらかというと、ちょっと低く出

ます。ですので、食後こんなに血糖が上がるということは予想もされないわけです。 

 こんな方も多いです。こういう方は若い人が非常に多かったです。今まで何千人も検査

していますけれども、朝起きられない、体が動かない、とにかく疲れて疲れて仕方がない。

私たちはこういう方を慢性疲労タイプと言っているのですけれども、無反応性低血糖症と

一応言われています。何を飲んでも食べても血糖が上がらないんです。つまり、空腹時血

糖が 82 でずっと一定ですから、この患者さんも空腹時血糖正常、HbA1C 正常ということ
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になります。ですから、健康診断や空腹時のいつの検査でもわからないということになり

ます。 

 一方、上がったり下がったり決して一定でいられない方々が少なからずいらっしゃいま

す。こういう患者さんは、まさに交感神経の緊張がスイッチオン・オフ、オン・オフみた

いになるので、さっきまで穏やかだったのに、急にイライラして荒れたり、また急にニコ

ニコしたり、また急に怒り出したりする。これは、そういうふうになってしまった奥さん

を心配して御主人が連れてきたのですけれども、前は非常に穏やかな妻だったのに、妊娠

して妊娠糖尿病と言われて出産した後、人が変わったようにニコニコしていると思ったら

幼い子どもを怒鳴り散らす、あるいは自分に対しても目をつり上げて急に暴言を吐いてく

る。と思うと、その後ニコニコしている。二重人格になってしまったみたいだと言って連

れてきたのが、この患者さんです。この人も空腹時血糖は正常で、HbA1C 正常というこ

とですので、今、糖尿病を診断する、メタボを診るための私たちが使っている健康診断、

人間ドックの値は、こういった時間的な変化を反映していないのだということをぜひ押さ

えていただきたいんです。 

 ですので、血糖曲線がこんなにバラエティーに富んでいる、このバラエティーに富んで

いるものは、かなり自立神経の乱れを引き起こす原因になるんだということです。 

 それでは、どうしたらいいかということになりますと、これは私たちの栄養療法をやっ

ている仲間のドクターが、自分の休診日を使って５時間食材負荷検査をやってくれていま

す。今でもいろいろな食材を使いながら５時間食材負荷検査をしてくれているみたいなの

ですけれども、私は、とにかくコンビニで売っているような白いふわふわの食パンは食べ

るなと、あれは毒だといろいろな講演会で言っているんです。それは本当かなと思って、

この先生がヤマザキのダブルソフトというふかふかの食パンを食べてみました。あれはか

むと甘くなっておいしいですよね。そうすると、空腹時血糖が 90 前後だったものが、パ

ンを食べた 30～60 分後に 190 まで上がるんです。あのパンのふかふかさを出すには、す

ごく大量の砂糖を入れなければいけないらしいですね。ふかふかさがなくなればなくなる

ほど砂糖が要らない。だから、ちゃんとしたパン屋さんのすかすかのバケット、バリバリ

と割れるようなパンは小麦と塩だけです。密になってふかふかにすればするほど砂糖が入

っている。先生が毒だと言うのがよくわかりましたと。 

 そして、GI 値、Glycemic Index、食べた後の血糖の上昇度合いを見るものなんですけ

れども、全粒粉にすると精製されていない小麦を使っているので GI 値が下がるので、血

糖の上昇が低くなるだろうということで食べてみたのですが、下がることは下がるのです

けれども、期待したより下がらない。ですから、以前は GI 値というものがすごく注目さ

れていたのですけれども、今は GI 値よりも糖質の量が関係するということが、ほぼコン

センサスを得るようになってきています。 

 次に、この先生が実験したものがデコポンです。物すごく甘くておいしいデコポンを１

個食べました。そうすると、すごい血糖が上がりました。私はこの結果を拝見したときに
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意外だったのは、デコポンの甘みはほとんど果糖だと思っておりましたので、これほど血

糖の上昇はないだろうと思ったのですが、実は果物の中にもショ糖成分が多く含まれてい

て、糖度が非常に高いんですね。ですから、血糖の上昇を招きます。とにかく日本の果物

は甘いですよね。ですから、果物もこういったものの中に入れておいた方がいいのかなと

思います。 

 そして、よく食事を食べる順番に気をつけると、この弊害がとれますよというお話をし

ます。どういう順番かといいますと、先に繊維分をとること、それと同時に油をとってお

くこと。その後にタンパク質をとったりすると、 後に糖質をとることによって、同じ量

の糖質でも血糖の上昇が抑えられるんですね。ですから、そのことをよく講演会で言って

いるので、この先生はできるだけいろいろな要素を除外したいので、プロテインパウダー

を豆乳で溶いて、それを飲んで、その後全粒粉のパンを食べました。そうすると、全粒粉

のパンのピークがここだったものが、ここまで下がりました。なるほど食べる順番を変え

るとこうも違うのかと。ですので、イタリア料理のコースの中で、先にオリーブオイルが

たっぷりかかったカルパッチョとか食べて、そのコースの中でパスタを食べると実は余り

血糖は上がらないんです。でも、ランチタイムにパスタだけを食べるとバーンとはね上が

ります。ですから、同じものでも食べ方を変えるだけで大分変わります。もちろん、ゆで

卵、納豆といったものは基本的にほとんど血糖を上げません。 

 そして、ここでぜひ注目していただきたいのは、血糖が一番上がったものが 低血糖が

一番低いです。血糖が下がるのは、その前に必ず血糖のスパイクがあるからです。ですか

ら、スパイクをつくらないということが血糖を下げないポイントになります。ですから、

低血糖症の治療はおもしろいことに血糖を上げないことが低血糖症の治療になります。 

 これは恥ずかしながら私のデータです。私も実は非常にひどい食生活をしていた時期、

辻堂クリニックで毎日 200 人ぐらいの患者さんを診ているときは、昼休みもガーッと押し

て、おにぎりを２つか３つ食べてお茶を飲んで、ちょっとだけほっとして、また午後の診

療をするという生活を続けていたら、だんだん午後の診療のときに体調が悪くなってきち

ゃったんです。何かざわざわするし、体の感覚は変だし、患者さんのお話がよく聞けない

感じになってきて、 終的にはペンを持つ手の力が入らない感覚になってしまったんです。

これはおかしいなと思って、すぐ血糖をはかってもらったら、なんとローだったんです。

ですから、そのときの血糖は 40 未満だったんです。それを見つけて、なんだ午後は缶コ

ーヒーを飲みながら仕事をすればいいやと思って、結構そういう仕事を続けていました。

その後にこういう概念があることを私も知ったので、なんと間違ったことをしていたのだ

ろうと思ったわけですけれども、ですから、私も非常に血糖の変動が起こりやすい人間な

んです。 

 糖質制限を始めて５年間たっている自分ですけれども、24 時間の持続血糖測定器という

ものがあります。これは保険でも認められたのですが、ただ機械は高いのに点数は低いと

いう、余りはやらないのですが。24 時間の持続血糖測定器を使ってはかってみました。ま
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ず、カレー、カボチャ、パンはドンと上がって、よせばいいのに、その後乾パンとこんぺ

いとうを食べてどんと血糖値をはね上げます。この薄く色がかかっている部分が睡眠時間

です。このように夕方から夜にかけて血糖の変動をつくると、寝ている間に低血糖になり

ます。そうするとと、ここで当然血糖がふっと上がっていますので、物すごい交感神経の

緊張が寝ている間に起こっています。ですので、今、歯医者さんの分野で非常に注目され

ているのは、ブラキシズム、歯ぎしりが治らない患者さんは、夜間低血糖が起こっている

んじゃないかという意見が非常に出てきています。 

 午後の時間帯に、米、パン、麺、甘いものを一切とらない糖質制限で食事をとってみる

と、見事に振れ幅が小さくなってくるわけです。こういう状態で夜間睡眠に入ってみると、

見事に寝ている間に脳でブドウ糖が消費されている感じでゆっくりゆっくり下がってきま

す。非常に安定した睡眠が得られます。朝、爽快です。体のどこにもこわばりはない、つ

まり夜間アドレナリンが出ていなかったということです。 

 後、３日目なのでパンだけ食ってやれと食べると、ボンと上がります。その後ズドン

と下がって強い眠気が出てきます。よせばいいのにカレーパスタを食べると、ボンと上が

って、ここでテープがかゆいので検査はやめたのですけれども、このように先ほどの食材

負荷検査を見ても、食材によって全然血糖が違うんだということを御理解いただけると思

いますし、まさに持続ではかってもこういうことが得られたと。 

 実は、２型糖尿病の方々は夜間低血糖になっているんです。もちろんインスリンをうま

くコントロールできていない１型の患者さんも夜間、低血糖になっているのですけれども、

この夜間低血糖の問題は、去年のヨーロッパの糖尿病学会でかなり取り上げられています。

日本では全然取り上げられていません。低血糖になったらブドウ糖でもなめておけばいい

じゃないかという指導がまだまだ行われているのが現状です。 

 52 歳の女性です。うつ病の診断でした。まさに社交的であった自分が外出できなくなり、

人と会いたくない、食欲が落ちて表情が乏しくなって、死にたい感じが出てきて、一日に

何度か焦燥感やイライラ感が出てくる、まさにうつ病の典型的な症状です。精神科を受診

したところ、退行期うつの診断で投薬がパキシル、レスミン、アモキサン、レンドルミン

ということで、なるほどパキシルを始めてもだめで、レスミン、アモキサンが始まってし

まったんだなという患者さんです。 

 この患者さんの検査データを見てみますと、初診時、AST、ALT が 14 の８、LDH が

142。お薬を飲んでいるのに肝臓がピカピカだねという話です。BUN が８、腎臓もきれい

です。コレステロール 162、年齢からすれば高くない、HDL が保たれて非常にいい。空腹

時血糖 92 のグルコアルグミンが 12.2 ということなので、血糖の問題もこういう見方では

大丈夫です。 

 ここで、ちょっとだけ今日の副タイトルであります血液検査データを違う角度で読んで

みようという話なのですけれども、AST、ALT、LDH というのは、基本的にすべての細胞

の中に含まれている酵素です。たまたま肝臓に多く含まれているので、肝障害のときには
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血液中に出てくるのが多いので、肝機能障害の指標として用いられています。ですから、

AST、ALT、LDH が上がるのは組織障害があるということの証明になるわけです。では、

組織障害がないときの AST、ALT、LDH はどんなことを指標にできるのかということで

す。そうすると、これらの酵素は本来は細胞の中で働く代謝を触媒する酵素でした。です

から、もう少しここのところに戻ってみようというお話です。 

 そうすると、まず、当然何で AST、ALT が肝臓に多くあるかというと、肝臓はアルブミ

ンを生合成する非常に重要な臓器ですよね。タンパクを合成する量がほかの臓器に比べて

圧倒的に多い。ということは、いろいろなアミノ酸を肝臓の細胞に取り込んで、アミノ基

転移反応をして、必要なアミノ酸につくり変えるというのが肝臓の役割ですので、アミノ

基転移反応が多く行われているので、AST、ALT が肝細胞には多いんだと。その辺までは、

先生方の生化学の基礎的知識から十分御理解いただけると思います。 

 そして、先ほどお話をした血糖を維持するための経路の糖新生というのがあるのですけ

れども、糖新生の主な経路は、アラニンという糖原性アミノ酸を基質にして肝臓の中でグ

ルコースをつくる、この経路が糖新生の中心です。ですから、この経路がうまくいかなく

なると空腹時に血糖が下がり過ぎてしまいます。そうすると、ぐるぐる回る糖新生の経路

を見てますと、ピルビン酸からアラニンをつくる経路、あるいはアラニンからピルビン酸

をつくる経路は、そうだよね、この反応って ALT の反応だよねと思い出していただける

のではないかと思います。ですから、ALT の値が低い患者さんは、若い女の子に物すごく

多いです。ぜひ職場の検診で見直ししてみてください。実は、余り数字の具体的なことは

言いたくないのですが、どうしてかというと、組織障害が上がるとみんな上がってしまう

ので、組織障害がないという前提の場合、AST、ALT が 15 未満は活性が低いと思ってく

ださい。つまり、肝臓でこの動きがうまくいっていない。となると、疲れやすくないです

かと聞いてみてください。ALT の値が特に１桁の女の人に、あなた疲れやすくない、夕方

ちょっと甘いものを食べないと仕事できないんじゃないのと聞いてあげてください。何で

わかるんですかという話になるわけです。どうしてか、この糖新生がうまくいかないんで

す。 

 糖新生の経路ナンバー２です。これは、乳酸を基質としてグルコースをつくるという基

質です。つまり頑張って働いて頭や筋肉に乳酸が蓄積しますね。この乳酸を基質としてグ

ルコースをつくっていくのも糖新生の経路にあるわけですけれども、この部分で働いてい

るのが LDH です。ですので、 近、健診では LD ははかっていないですかね。健診の項

目数が随分減ってしまったので、あんなので何を見るのだろうと思うのですけれども、LD

が低い患者さん、これも組織障害がないという前提の場合、私たちは 180 を割ってきたら

ちょっと低いんじゃないのと見るのですけれども、150 を割っている女の子はいっぱいい

ます。こういう方々に聞いていただきたいのは、疲れたら翌日も疲れてないですかと聞い

てあげてください。乳酸が代謝できないので、とにかく疲れがとれないんです。 



21 
 

 つまり、この患者さんは 50 代の女性でしたけれども、退行期うつなのか、本当にそう

なのかということです。データを見てみると、AST、ALT が 14 の８で、LDH が 142 です

よ。これでは、もうアミノ基転移反応もうまくいかない、糖新生もうまくいかない、乳酸

も代謝できないということで、非常に疲れてくるのがよくわかります。AST、ALT がこの

ように 14 の８と少し差が開いてきて、絶対値が下がってきたとき、どういう意味がある

のでしょうか。ビタミン B6 が不足していることを読み取ることができます。そして、ア

ミノ基転移反応がうまくいっていないから必要なタンパク質がつくり変えられないという

ことです。そうすると何が起こりますか、皮膚のトラブルが起こってきます。あるいは粘

膜のつくりかえがうまくいかなくなるので、すごく口内炎ができやすくなったり、風邪を

引きやすくなるということも出てきます。 

 LDH がこのように低くなってきたとき、何の栄養素が足りていないのでしょうか。ナイ

アシンという、昔ビタミン B3 と言われていたものがあるのですけれども、その不足です。

ナイアシンが不足してきますと何が起こるかというと、いろいろなことが起こるのですが、

中枢神経に特異的に存在する神経鞘がありますね、あのミエリン鞘の生合成が極端に落ち

ます。となると、結局、神経伝達のスピードが極端に遅くなって、うつ病のような症状が

出てくるわけです。レスポンスが遅れてきますし、頭の回転がうまくいかないということ

になってきます。 

 それから、もう一つは、何といっても基礎エネルギーの低下が起きますので、とにかく

疲れやすい。疲れたら疲れがとれないということです。 

 あと、BUN という値も、私たちの体にとって邪魔者である窒素原子を尿の中に出すた

めの血液に存在している形です。ですから、尿中にしか排泄されないので、腎の排泄障害

が起こると血液中の濃度が上がるから腎機能障害と言っているのですが、GFR が 50％未

満にならないと上がってこないということなので、 近は BUN は余り腎機能としては見

ません。そうすると、BUN は本当は何なのでしょうか。タンパクに含まれていた窒素原

子の 終代謝産物です。つまり新しいタンパクを食べて古いタンパクが壊されて、ぐるぐ

る新陳代謝を行っているわけです。その回転のスピードを反映しているのが BUN です。

ですので、BUN が低いということはアミノ基転移反応もうまくいかない。要するに、タ

ンパク質の代謝が落ちているということです。こういう患者さんは治らないです。ホメオ

スタシスが働かないわけです。ですから、タンパク質をどんどん新しいものに入れ替えて

あげると、実はお薬が物すごく効くようになります。薬のデリバリーも実はタンパクが担

っているものですので、タンパク代謝をしっかりしてあげることが、薬物療法の効果をち

ゃんと上げる基本になるわけです。 

 コレステロールが 162、HDL が 63。御存じのように血液中に存在するコレステロール

は、コレステロールを多く含んでいるタンパク質をはかっていました。ですから、大体血

中のリポタンパクの 80％は肝臓でつくっているリポタンパクですよというのは、よく教科
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書に書かれていたので御存じだと思いますけれども、肝臓でのリポタンパク合成が下がっ

ている。 

 私たちはグリコアルブミンが 14 を割ってくると低いと読みます。HbA1C で見ると 4.3

とか 4.2 に相当するのでしょうか。それより下がってくると低いなと見ていきます。糖負

荷検査をやってみました。この患者さんも上がったら、その後ギザギザ血糖が上がって、

そして４時間後に下がります。低血糖が一番起こりやすいのは食後３～４時間です。です

ので、お昼御飯を食べて何時間後に、いろいろな変な感覚が出てくるかというのが重要に

なるわけです。 

 この患者さんは、血糖の急激な上昇と、その後血糖が下がります、インスリンも１回減

りますが、体温が急に上がります。体温というのは、アドレナリンなどによって上がるも

のですので、とてもいい自律神経の指標になります。こういう患者さんは、ここですごく

ほてったと言います。ですから、この時間帯はインスリンとインスリン拮抗ホルモンの分

泌がすごくやりとりをしているわけです。自律神経がアンバランスな状態です。そして、

カテコラミンの分泌はそうそう続きませんので、ストンと血糖が下がる。また、このまま

では低血糖になって頭がおかしくなってしまうから、また上がるということを繰り返して

いることになります。 

 ですので、この患者さんもどういう栄養アプローチをしたかというと、血糖調節を緩や

かにして、グルコーススパイクをつくらない。タンパク質を中心に頻繁に食べてください

と。そして、いろいろなサプリメントを飲んでもらいました。 

 ここで、先生方にちょっと気分転換の問題です。非常に粗食で、カロリーも低い和食の

メニューを提示してみました。白い御飯を軽く１杯、サツマイモのおみおつけに、インゲ

ンのごま和え、そして、季節の野菜の煮物、色も余り濃くなくて薄味にしているように見

えます。これに含まれている糖質の量はどれくらいでしょうか。122ｇ含まれているわけ

です。そうすると、健康な人は大体糖質１ｇにつき約１の血糖上昇が起こります。ですか

ら、インスリン抵抗性がない方は 100 ぐらい血糖が上がってしまうんです。ですから、空

腹時血糖が 80 の人も 180 ぐらいまで血糖が上がる食事になります。もちろん、食べるス

ピードは関係しますよ。インスリン抵抗性が形成されている方々、２型の糖尿病と診断さ

れている方とか、 初に御紹介したように HOMA-R 指数が高い方は、大体糖質１ｇにつ

いて３の血糖上昇があると言われています。そうすると、これを食べますと本当に 300 血

糖が上がります。ですから、空腹時血糖が 90 だった人が 350 とか 390 とか本当に上がり

ます。その後必ずぐっと下がりますので、いろいろなトラブルが起こってくるわけです。 

 では、一方こちらです。明るい昼間から赤ワインを飲む人は少ないでしょうけれども、

夕食としてお皿からはみ出しそうな脂身いっぱいのロースステーキに、バターをこってり

のせて、少量のお野菜にチーズと赤ワインを添えてみましたという感じです。これに含ま

れている糖質の量はどれくらいかといいますと、7.3ｇです。つまり、血糖という観点から

見ますと、これを食べてもほとんど血糖値は上がりません。これは糖尿病の人も同じです。
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１型糖尿病の人だろうが、２型糖尿病の人だろうが、ほとんど上がらないのはこういう食

事になるわけです。カロリーは別ですよ。 

 この患者さんに、今言ったようにとにかく肉を食ってくれという指導をしました。そし

て、４月の時点でパキシル２錠、アモキサン２錠、レスリン１錠、レンドルミン１錠で外

に出られない、途中で起きて家事はほとんど行えない。５カ月後、レンドルミン１錠のみ

で意欲が出て、疲れやすいけれども働ける、家事が以前と同様にできるという状態まで、

こういう患者さんは本当に一気に改善できます。 

 データを見てみましょう。見事に 14 の８だったのが、24 の 27 ときれいに収まってい

ます。組織障害がない患者さんでビタミンＢ群をしっかり上げますと、例外なくこういう

値になってきます。そして LDH も上がってきました、乳酸が代謝されました。タンパク

質の代謝も円滑に行われているのがわかります。その結果コレステロールが上がります。

これを高コレステロール血症と言わないでください。そして、HDL が上がってきて空腹時

血糖が 85、グリコアルブミンが 14.3、この２つの値の変化は実にすばらしいわけです。 

 特にこのところを説明いたしますと、初診時が 92 の 12.2 でした。つまり、縦軸が血糖、

横軸を時間としますと、ここでお食事、ここでお食事とします。そうすると、大体５～６

時間お食事の間があるわけです。空腹時血糖は初診時 92 でした。そして、食事を食べる

と血糖が上がって下がって、次の御飯になっていた。このときのグリコアルブミンはこう

なっていたことが予想できるわけです。このときのグリコアルブミンが 12.2、２回目の血

液検査では空腹時血糖が 85 まで下がりました。これはほとんど大きな差はありません。

グリコアルブミンが 14.3 になっているんです。つまり食後血糖の値は多分ほとんど同じな

んです。でも、グリコアルブミンが 14.3 に上がっているということは、この低い値が消え

ているんですね。こういうふうになっています。すごく正常のカーブに近づいてきている

ことが、この値から予想できるわけです。空腹時血糖は若干下がりぎみなのに、グリコア

ルブミンが少し上がっているということは、低血糖の時間がなくなったということになり

ます。 

 血糖のピークと 低の差がすごく狭まって、余り交感神経が緊張しなくて済むような状

態に変わったのが、この検査データから読み取ることができるわけです。これは２回やっ

たからわかる話で、そして、２回の間にいろいろな症状がとれてきているので、こういう

ことが予想できるということになるわけです。 

 次は、何でこういうビタミン B6 の結合が補正されたり、ナイアシンが補正されたり、

血糖が安定したり、タンパク質の代謝が改善するとメンタルがよくなるのというところで

す。そこで、次は脳内の神経伝達物質のバランスが改善されますよということをお話のタ

イトルに変えていきたいと思います。 

 今日お話ししたような AST、ALT からビタミン B6 の不足を読み取るとか、LDH から

ナイアシンの不足を読み取るといったようなことは、先生方のお手元にあります資料に、

ベーシックセミナーというのがあるのですけれども、それによかったらぜひ参加していた
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だきたいです。この治療を用いて患者さんによくなっていただくということに、私の仕事

の一つの貢献がありますけれども、もう一つ私の仕事だと思っているのは、このような考

え方を１人でも多くの臨床の先生方に伝えていきたいんです。そして、ぜひ臨床に取り入

れていただきたいんです。それは本当に患者さんのすばらしい改善を手助けすることにな

りますので、それが１人でも多くの先生によって提供されることが患者さんの幸せに本当

につながると思っていますので、日曜日を割きながらこういうセミナーをやっていますの

で、ぜひ参加していただければと思います。 

 それでは、なぜ栄養アプローチが精神症状を初めとする多くの不定愁訴の改善につなが

るのかという次のテーマに移りたいと思います。 

 これは、脳内の神経伝達物質の生合成の経路をまとめた図です。一時、GABA 入りのチ

ョコレートが売っていましたね。これは普通のチョコレートより大分高かったのですけれ

ども、結構売れました。ところが、GABA が入っているチョコを食べても、決して脳に

GABA は届きません。当たり前の話ですよね。ここには血液脳関門という脳にとって作用

する物質は何も通さないぞという関所がありますので、GABA を飲んで脳に GABA が行っ

てしまったら大変なことになります。ですから、それはプラシーボ効果、ちょっと高いお

金を出して安心を買っていたみたいなものですけれども、基本的には抑制系の神経伝達物

質の GABA であろうが、ドーパミンやノルアドレナリンだろうが、セロトニンやメラトニ

ンであろうが、血液・脳関門を通過するときはアミノ酸として通過いたします。そのアミ

ノ酸の原材料は御存じのようにプロテイン、タンパク質です。タンパク質というのは脂質、

糖質に比較して も消化吸収しづらい栄養素でした。特に、胃の働きがよくないとタンパ

ク質の吸収は極端に落ちます。ですから、胃が悪い患者さんにお肉をいっぱい食べろと言

うと、必ずむかむかして嫌だと言います。あれは胃の働きが悪いからです。では、そうい

う患者さんにガスターでも飲んで肉を食えと言っても、むかむかはしないけれども肉の吸

収はもっと落ちます。ましてや、ファリエットみたいなものを出してしまったら全然胃酸

が出なくなりますので、タンパク質の消化吸収は極端に落ちます。ですから、タンパク質

のみ以内でペプシンという酵素によって初期消化が行われていました。ペプシンというの

はペプシノーゲンから胃酸の pH の働きによってペプシンに変わって、そこで胃の中で初

期消化を行う。その後、十二指腸に送られて、さまざまなプロテアーゼの働きによってア

ミノ酸か、トリペプチドか、ジペプチドまで細かい分子に分解されて、小腸の腸管粘膜に

吸収されるというのがタンパク質の吸収ですので、胃がとても大事なんです。 

 ですので、まず、お肉をいっぱい食べるとおなかが張ったり、ガスが増えたりしますか

と聞いて、はいと言ったら、ぜひ飲み薬で制酸剤が使われていないかどうかチェックする

こと。そのときにはぜひ、必要であれば徐々に乗り換えていくのですけれども、昔から私

たちが使っている胃薬にマーズレンというのがありますね。なかなかすたれない胃薬です。

あれはたしか 95％か何かがグルタミンなんです。つまり、ほとんどがグルタミンというア

ミノ酸でできているんです。何でグルタミンが胃薬かといいますと、グルタミンというア
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ミノ酸は脳内でもこういう働きをするのですけれども、主に小腸の粘膜のエネルギー基質

なんです。ですので、マーズレンは本当は食前にとるべきだと思いますけれども、食前に

とることによって先にグルタミンが小腸に届きますと、小腸の細胞が非常に活発に働くこ

とができるんです。ですから、無理なく消化吸収ができるようになります。ですから、徐々

にそういうお薬に変えていくといいと思います。 

 それでは、タンパク質が無事吸収されてグルタミンとフェニルアラニン、トリプトファ

ンになりました。そして、血液・脳関門を通過した後どのように代謝されるかといいます

と、さまざまな酵素の働きによって目的とするドーパミンやノルアドレナリンや GABA や

セロトニンがつくられるわけですけれども、それぞれの酵素の活性にはナイアシンがすべ

ての経路に必要なんです。つまり、LDH が低い患者さんは、すべての脳内神経伝達物質の

生合成が抑制されます。 

 そして、次に注目していただきたいのがビタミン B6 です。B6 もすべての神経伝達物質

の生合成にかかわっています。つまり、ALT が低い患者さんは、大事な脳内神経伝達物質

の生合成が抑制されます。ここがビタミンＢ系が関係している部分です。こういう表現は

悪いのですけれども、栄養法をかじっている先生の中には、葉酸を飲むとうつが治ると言

う人がいるんですよ。どうしてかというと、葉酸がここに顔を出しているんです。つまり、

ノルアドレナリンがつくれるようになったり、セロトニンがつくれるようになるので、葉

酸を飲むとうつが治るといろいろなところで言っている先生がいらっしゃいます。確かに

そうですけれども、葉酸単独で結合することはほとんどないんです。よくあるのが、長期

の飲酒者です。長期にアルコールを摂取している方々は葉酸が足りていないです。ですか

ら、そういう方々がちょっとやる気がなくなってきたり、うつっぽいときに葉酸をボンと

やると、スカンとよくなることはありますけれども、ただ、アルコールの代謝で失う も

大きい酵素はナイアシンです。あとは、アルデヒドの代謝酵素もナイアシン依存の酵素な

ので、アルコール中毒の方とか長期飲酒者の栄養補給にはこれらが必要になってきます。 

 そして、もう一つ、ここでぜひぜひ注目していただきたいのは、ここなんです。フェニ

ルアラニン、ヒドロキシラーゼ、チロシン、ヒドロキシラーゼ、トリプトファン、ヒドロ

キシラーゼという水酸化反応と言われている反応は、それぞれの反応の律速段階なんです

けれども、その律速段階に必要な補因子が鉄なんです。そうすると、鉄が足りなくなる方

は誰ですか、生理がある年代の女性ですね。ですから、生理がある年代の女性が、眠りが

浅くなってきた、眠りのリズムがとれない、あるいはやる気が起きない、集中力が落ちて

きた、どうも 近元気が出ないといったときには、ぜひ鉄が関係していないかと疑ってい

ただきたいんです。そして、ここに含まれている鉄は酵素が入っている鉄ですので、組織

鉄というところに分類される鉄です。ヘモグロビンがあっても減っているのがここなんで

す。ですから、ヘモグロビンの低下ではここの不足はわからない。ですから、そういう患

者さんがいたら、ぜひ血清フェリチンという値をはかっていただきたいです。フェリチン

は貯蔵鉄の量を反映していると言われています。ただ、このフェリチンもすごく個人差が
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ありますので、なかなか絶対値だけでは言えないのですが、今日は絶対値をお話しします

けれども、女性でもフェリチンが 60 未満になってきますと、いろいろな愁訴が出てきま

す。はかっていただくと御理解いただけると思うのですが、生理がある年代の女性でフェ

リチンが 60 ある人というのは、ほぼいないと言っていいぐらいです。そのぐらい実は組

織鉄が足りていないのが現状です。 

 ビタミン B6 が足りなくなってくると、こういう反応がうまくいかなくなります。そう

すると何が起こりますか。満足感がないです、幸せ感がありません。そして、やる気が起

きないし、ここ一発の踏ん張りもできない。グルタミン酸も低下しますから、記憶力が落

ちます。そして、抑うつ感が出て、GABA が産生されなくなるので抑制がきかずに、すご

くイライラしたような状況になってくるのがビタミン B6 の不足です。本当にさまざまな

不定愁訴の原因になります。 

 ビタミン B6 が足りなくなってくるとどういう愁訴が出てくるか。疲労感、抑うつ感、

音や光などに対して物すごく敏感になってくるということをよくお話しされます。ですか

ら、雑踏が嫌だと言い始めたり、あるいはテレビを見るのが少し苦痛になってくると言う

患者さんもいます。それから、あとは悪夢を見ます、あるいは夢を数多く見るようになり

ます。ですので、患者さんにまず、寝つきはどうですか、目覚めはどうですか、中途覚醒

はありませんかと聞きますけれども、それに追加して夢は見ませんかと聞いてみてくださ

い。見ますと言ったら、週に何回ぐらいですかと聞くと、ほぼ毎日という患者さんがすご

く多いです。そういう患者さんの ALT を振り返ってみてください、本当だ、１桁だみた

いな感じです。そういうのがしょっちゅうあります。ですから、ビタミン B6 群が補充さ

れて AST、ALT のバランスがよくなってくると、ほぼ夢を見なくなります。これは、古典

的な栄養療法の教科書では、こういう症状による栄養不足を見ることがいっぱい書いてあ

ります。本当かなとよく思うのですけれども、本当にそうなんです。よく観察しているも

のだと思います。悪夢を見て夜泣きをする子どもはビタミン B6 が足りない。そういう子

たちにビタミン B6 をあげると、一日に１個夢を見るか見ないかというのが理想的な状態

で、しかも、その夢がいい夢になるというのが書いてあったわけです。 

 恥ずかしながら、私の娘が物すごい夜泣きをする女の子で「緑の人が来るー、ギャーッ」

と騒ぐんです。「ママ助けて、ママ助けてー」と、虐待しているみたいに泣くんですね。

それが４歳、５歳になっても消えなくて、そういえば教科書に悪夢を見ると書いてあった

なと思って、ビタミンＢコンプレックスをとにかく飲ませました。４歳、５歳の嫌がる娘

にどうやって飲ませたかというと、おまえ、夜、緑の人が出てくるって言っていただろう、

怖がっているじゃないかと。これを飲むとドラえもんが出てくるらしいぞということで黄

色いカプセルを飲ませ始めたら、あるとき「パパ、本当にドラえもんが出てきた」って言

ってくれまして、これは本当なんだなと思いました。 

 今、中３まで大きくなりました。物すごく気にしいな子なんですね。友達とトラブルが

あるとずっとウジウジ考えるんですよ。そうすると、密かにビタミン B6 を大量に飲んで
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寝ています。彼女は自分でわかっているわけですね。友達と嫌なことがあると、眠りが浅

くなって嫌な夢を見るというのがわかっているので、あの当時はけんかしながら飲ませて

いましたけれども、今は自分から夜こそこそとサプリメントのケースを開けて飲んでいま

す。それぐらい関係するわけです。それから、あとは皮膚トラブルには必発です。 

 あとは、先ほどの部分で神経伝達物質のバランスが乱れましたね。特に、B6 が足りな

くなるとここがやられるんです、グルタミン酸から GABA の生合成の過程は B6 に全く依

存します。ですので、B6 が足りなくなってくると GABA 不足が物すごく出てくるわけで

す。その たるものが何かというと、グルタミン酸の過剰状態ですから、けいれんです。

私のところは本当にてんかんと言われて長い間ずっと抗けいれん剤を飲んでいる患者さん

が、BUN も低い、ALT も低いときに B6 を大量に飲ませますと、スパイクがだんだん消

えていきます。そして、大学生になって免許を取りたいと言うときに主治医の先生と相談

して、抗けいれん薬をやめて取っている子もいます。小学校のときには、しょっちゅうひ

っくり返っていたので、お母さんが校門のそばにいなければいけなかったような子どもも、

修学旅行に行ってきたとかそういう話をいっぱい聞きますので、ぜひ、そういったことが

あれば少し試してみるといい方法です。小児の難治性けいれんの中には B6 不足があると

いうのは、小児科の教科書によく出てくるものです。 

 鉄不足が起こるとどんな神経伝達物質のトラブルが起こるか。やる気が起きない、眠れ

ない、元気がなくなり、満足感がないというのが鉄不足です。ですので、今日は若い女性

が多くいらっしゃいますので余り言えないことなのですけれども、世の中の男性に言いた

いことは、奥さんが何をやっても満足しなくて、不満げな顔をしていたら鉄を飲ませてく

ださい。すごく朗らかになります。ですから、よくあるのは、ゴロゴロしているくせに怒

ってばかりいるお母さんが、栄養療法で鉄が改善してきますと、子どもを怒らなくなるん

です。子どもの方が不気味がるんです。お母さん 近怒らなくなった。前はこれくらいい

たずらすると怒ったのに、 近は全然怒らないと子どもの方が不気味がるのですけれども、

それぐらい女性のいろいろな精神症状に関係してくるのが鉄です。この鉄がヘモグロビン

ではわからない。このことは、ぜひ今日の中で本当かなと思いながら試していただきたい

部分です。 

 鉄欠乏が起こってくると、さまざまな精神症状が起こることは知られています。これは

DSM－4 の後ろの方の除外すべき身体疾患の中にも鉄欠乏と書いてありますから、ぜひそ

のところを見ていただきたいのですけれども、そして、鉄欠乏が起こってくると、まず上

皮の問題が起こります。皮膚がかさかさしてきますし、にきびができやすくなったりしま

す。あと、爪が丸いきれいな爪から、だんだん扁平になったり、つやがなくなったりしま

す。ひどくなると二枚爪が出てきます。あとは髪の毛が抜けやすくなったり、粘膜のトラ

ブルが起こりやすくなったりする。 

 そして、鉄は体中に存在するコラーゲンを生合成するために必須の分子ですので、鉄が

足りなくなってくると合成できなくなるタンパク質の代表がコラーゲンなんです。コラー
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ゲンはどこに一番多いかというと動脈壁です。私たちの体の中の動脈壁はコラーゲンの塊

です。細い血管でも大きい血管でもポンと丸い形を保っているのはコラーゲン繊維がいっ

ぱいあるからなのですけれども、そうすると、細い血管のコラーゲンがうまくいかなくな

ってくると何が起こりますか。ちょっとした外力であざができます。ですから、私は女性

の患者さんが、ああだこうだ訴えているときに、ちょっとすねを見せてとか、ちょっと腕

をめくってみてと言って、そういうところを見ます。そうすると、あざがあったり、あざ

の跡が残っていたりすることがすごく多いんです。ごしごしブラッシングすると歯茎から

血が出ませんかみたいなことを聞きますと、そうなんですと答える方も多くいらっしゃい

ます。 

 それから、教科書的には砂を食べると書いてありますけれども、そこまでいく人は私は

見たことがありません。ただ、鉄欠乏の女性は氷を好んで食べるようになります。 

 あとは、咽頭の粘膜が肥厚してくるので、のどに異物感を訴えるんです。のどに何かあ

る、ものが詰まりやすいとか、固形物が飲み込みにくいとか、これを咽頭異常感と言って、

西洋医学的にはヒステリー球などと言っていました。ここに球がある。あるいは漢方医学

的には気鬱の証ということで、梅干しの種がここに突っかかっている証で、梅核気という

呼び方をするらしいです。今はそれが女性に多いということですので、どうも鉄結合がそ

れをつくっているのではないかということが漢方の先生たちの中でも言われるようになっ

てまいりました。 

 精神症状にとっては注意力の低下、イライラ感、食欲不振、抑うつ感、あと発達障害の

お子さんたちは全員鉄欠乏です。本当にこれは大問題だと思います。 

 ただ、鉄というのは誤解をされておりまして、体にとってフリーラジカルを出すフェン

トン反応の引き金だと。それは事実なのですけれども、鉄を口から摂取している限り、体

の中でフェントン反応が増えることはありません。ですので、必ず鉄の補充は経口摂取で

行うべきなんです。鉄欠乏になると上皮が悪くなるので、粘膜が悪くなる。鉄欠乏の女性

であればあるほど、フェロミアやフェログラが飲めないんです、むかむかするので。そう

すると鉄を静注してしまいます。そうすると何が起こるか。結局、体の中のフェントン反

応の引き金になってしまうので、ヘモグロビンが上がっても体調が何かすぐれないという

ことになってきますので、とにかく頑張って鉄は口から摂取させるということも注意して

いただければと思います。 

 ここまでのまとめを見てみますと、安定した心の状態を保つためにタンパク質がすべて

の基本です。重要な神経伝達物質の供給源はアミノ酸です。血糖を安定し、カテコラミン、

コルチゾールの分泌を抑制させましょう。血糖が安定することによって交感神経の緊張が

防げます。アミノ酸からの神経伝達物質の合成には多くの栄養素が必要で、特にビタミン

Ｂと鉄が大事でした。ビタミンＢはストレスによって大量に消費します。 

 行きがけに読んだ本ですが、羽生名人という将棋の方がいるじゃないですか。あの方は

将棋を指すと、何キロもお痩せになるんですって。ずっと正座していますよね。あれで何
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キロも痩せる。つまり、脳でビタミンＢを大量にカロリー消費しているんです。ですので、

集中すると、ストレスがかかると、ビタミンＢを大量消費します。女性は鉄欠乏だと思っ

てよろしいと思います。ですから、こういったことに非常に気をつけること。 

 それから、もう一つ気をつけることは、血糖の不安定以外に糖質代謝で消費されるのが

ビタミンＢ群ですので、こういうところから見ても、不定愁訴を訴える患者さんには糖質

が多い食事を控えるように指導していただきたい。 

 これは海外の学会のサマリーからとってきました。メタボリック Metabolic Syndrome 

and Depression Dysglycemia－The Common Factor in Mental Disorders と

いうことで、これはイギリスの先生なんですけれども、Dysglycemia というのが前半私が

お話しした低血糖症のことです。私は、この低血糖の概念をどうにか日本の方々に伝えな

ければいけないと思って、低血糖症というと血糖が低いことが問題だとスパンと１対１対

応で言ってしまうので、私はこの言葉を一般化させたくなかったんです。ですので、血糖

調節障害と言いながら、ずっとブログを書いたり、本を書いたりしていたのですけれども、

低血糖症という単語が今やインターネットにはあふれています。ですので、専門家の方が

知らなくなってくるということになってきますから気をつけていただきたいのですけれど

も、低血糖症は血糖が低いことが問題ではなかったですね。血糖の調節がうまくいかない、

つまり Dysglycemia なんです。それは、精神症状の本当にコモンファクターであると。 

 日本でもメタボリックシンドロームが大分注目されたときには、非メタボの人に比べて、

うつが２倍だという統計が発表されていたのですけれども、その論文のくくりはどうかと

いうと、メタボリックシンドロームの患者には、うつの早期介入が必要だと書いてあるわ

けです。メタボの患者がいたら、早くうつを見つけて精神科に送れというのが、その論文

のくくりなんですけれども、そうではないんです。メタボ、インスリン抵抗性というのは、

うつをつくる重要な根本的な原因の一つなんです。ですから、インスリン抵抗性を治して、

血糖を安定化させないとメタボも治らないし、うつも治らないということになるわけです。 

 我が国では、こういったことは実はお医者さんに余り知られていないんです。生田哲さ

んという方が 2005 年に『心の病は食事で治す』という本を出してくれました。この方は

薬理学者さんなんです。この方は、アメリカへの留学経験が豊富で、海外のいろいろない

い論文を新書にまとめて出してくれています。 

 一方、基礎の分野では、静岡県立大学食品健康科学部教授、横越英彦先生が 2004 年に

『脳機能と栄養』というすばらしい本を出してくれています。でも、これは臨床の精神科

の先生も、心療内科の先生も恐らく手にとって見たことはないと思います。 

 一方、大分古い本ですけれども、これもすばらしい本です。「ブレインサイエンス シ

リーズ」というブレインサイエンスをシリーズにした本があるのですけれども、その中の

１番が脳の栄養です。脳の活性化を探る、阪大の中川教授で、蛋白質研究所という、阪大

の中に物すごくすばらしい研究所があるんですけれども、その研究所の教授が書かれてい
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る本です。薬理学者さんや、あるいは大学レベルの食品あるいは基礎の先生は御存じだと

思います。 

 精神科でも心療内科でもない非専門医の私が 2009 年に出しました『うつは食べ物が原

因だった！』という本です。なんと 2012 年９月には増刷がまた決まりまして、13 回も刷

りました、パチパチパチですね。７万部達成ということで、よかったら読んでいただきた

いのですけれども、これも実は 2009 年に書いた本なので、まだ糖質の絶対量、グリセミ

ックロードではなくて、グリセミックインデックスを中心に書いていますので、これは既

に古い情報になっていると理解していただきたいと思います。 

 一方、やっと心療内科の専門の先生から出てきました、姫野友美先生、ひめのともみク

リニックの院長で、心療内科学会の評議員というバリバリの心療内科の先生です。この先

生が『心療内科に行く前に食事を変えなさい』というショッキングなタイトルの本を出し

ています。何を隠そうこの先生は、私たちの勉強会の仲間ですから当然なのですけれども、

やっとこういうふうに耳がある先生方には注目されるようになってきました。 

 これは、たしか 2011 年だったと思いますけれども、岩波明先生です。『精神科医が狂

気をつくる』、すごいタイトルです。平成 24 年、今年４月から晴れて昭和大学精神科の

主任教授に就任されました。実は、この本の中に私が登場します。溝口という人が登場す

るんです。溝口という人がどういうふうにこの本の中で登場するかというと、栄養療法に

だまされた患者として出てくるんです。つまり、私がやっている治療でうまくいかなくて、

もちろん 100 人が 100 人うまくいくわけではありませんから、それでサプリメントを飲ん

だけれども、よくならなかったと言って岩波先生を訪れた患者さんの名前が溝口さんなん

です。本当に読むと、この先生の方がちょっとやばいんじゃないのというようなものが、

ぶわっと紹介されています。つまり、アロマでだまされた患者さんの紹介とか、いろいろ

なカウンセリングでかえっておかしくなった患者さんとかを紹介しているのですけれども、

ちょっと紹介の仕方がやばいです。 

 今日のこの資料をつくるためにアマゾンを見てみたんですけれども、これはアマゾンの

コメントからなんですが、本が売れてほしいからといってタイトルとか、内容が大ざっぱ

で大げさですねと。栄養療法はすべてがインチキと書いてあるけれども、知らないんです

よ、専門の先生ほど御存じない。つまり、低コレステロールとうつなんて、もういっぱい

報告があります。あと、コレステロールが下がると衝動性が増すという報告もいっぱいあ

ります。ですので、スタチンでコレステロールを下げたら死亡率が変わらなかった。もち

ろん心血管イベントは下がったんですよ。ところが死亡率が下がらなかった、どうしてか。

自殺が増えたからです。つまり、スタチンでコレステロールを下げたら自殺する人が増え

ちゃったんです。それは相関関係があるかどうかはわからないですけれども、そういった

ことも報告されています。 

 それから、あとは鉄欠乏についても実はいろいろな報告がちゃんと出ているのですが、

専門の先生であればあるほど、そういったことを御存じないということなんです。私はこ
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のコメントを読んで、これは恐らくドクターだなと思いました。星の数はゼロにしたいく

らいですけれども、仕方がないから１個つけたみたいなことを書いてありましたけれども、

こういう本が精神科の先生から出ています。 

 ちょっとお話しさせていただきますと、私もこういう活動を大分やりまして、アンチエ

イジング学会というところがあって、いろいろな分野でアンチエイジングをやろうと。心

のアンチエイジングが必要だろうということで、医学会の中で心のアンチエイジング研究

会という部会をつくる話が出まして、私にもお声がかかって、創立メンバーでいろいろミ

ーティングを重ねていたんです。そこに、ある大学の精神科の教授が入りました。心のこ

とを扱いますから、当然大学の教授が入らなければいけないんです。そうすると、もう全

くかみ合わないんです。うつ症状やパニック症状は精神科医が扱うもので、お薬でやって

いかなければいけないものだというところから、全く聞き耳がシフトしてくれなかったん

です。結局、精神科の教授が心療内科の先生のことまで拒否したんですよ。その心のアン

チエイジング研究会は設立できなかったんです。 

 その中のミーティングで私は余りにも頭に来まして、先生がおっしゃることはよくわか

りますけれども、私たちもシビアな患者さんはすぐに精神科の専門の先生にお願いしてい

ますと。ところが、先生方が診ている患者さんが私のところに来ることも多い。その中の

患者さんで、何年間も採血していない患者さんが多いですよと。先生方、採血されていま

すかと。しかも、これだけ薬を使っているのに採血していないのもひどいけれども、先生

方が診ている患者さんの中で、何人も甲状腺機能低下症だけでうつになっていた患者さん

を私は見つけていますと。甲状腺機能低下症なんて女性でいえば 10 人に１人の疾患です

よ。それがひどくなれば当然うつ症状が出てきますよね。それをはからずに、表面に出て

いるやる気がないということだけで、うつと診断してずっと薬を続けている。これは私は

犯罪だと思います。さすがに、その先生に対して犯罪とは言わなかったけれども、先生で

あれば DSM－4 に載っている甲状腺機能低下症とうつのことは御存じだと思いますが、も

ちろん先生の教室では定期的に検査をされていると思いますが、私のところに来る患者さ

んはほとんど採血されていませんというような言い方を 後にさせていただいたのですけ

れども、そういうものが主流だということです。 

 一方、こういうものもあるんです。国立精神・神経医療研究センター、これは日本トッ

プの研究所ですけれども、功刀先生という方が『精神医学』の 2010 年の 52 号の巻頭で書

いています。何があったかというと、精神科の臨床で今、基礎ですばらしい研究をされて

いる先生ですけれども、そこに日本病態栄養学会というところから『メンタルヘルスと病

態栄養～基礎から臨床まで～』というタイトルのシンポジウムをやるので、シンポジスト

として来てくれというオファーがいきなり来るんです。功刀先生はびっくり仰天するんで

すね、自分が何でと。そして、こういうことに関して少ししゃべらなければいけないとい

うことで文献検索をすると、まあ、あるわあるわ、海外の分野では栄養とメンタルヘルス
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が関係しているというのが物すごく注目されているんだなと。彼は、この病態栄養学会と

いう上の人たちが自分をテストしに来たんだと考えてシンポジストを受けるわけです。 

 実際に出た後の感想です。聴衆は、精神科の専門家の余りの不勉強に失望したのではな

いかと危惧していると。彼はその文章の 後に精神医学が栄養学に対して鎖国を続けるこ

とがもはやできないことは確かであるというふうに、ぐらっと来始めているかなというの

が、ここ１～２年なんです。でも、まだ臨床の教授は恐ろしいほど聞く耳を閉じておりま

す。 

 一方、これは今年に出たすばらしい研究です。これは東京都の医学総合研究所の統合失

調症・うつ病の研究プロジェクトリーダーの糸川先生が、AGEs と統合失調症ということ

で、AGEs というのはひところ注目されていた糖化したタンパクの 終産物です。

Advanced glycation end products ということで、HbA1C の先のものとか、つまり体

中に存在しているタンパクは糖と必ず非構造的に結合してしまって、そのタンパクの活性

を失うわけです。ですから、HbA1C というのは、ヘモグロビンにグルコースがついたこ

とによって酸素運搬能を失ったヘモグロビンでしたよね。ですから、糖尿病の方は多血ぎ

みになりますよね、ヘモグロビンが高くなるわけですけれども、そのように機能を失って

しまった糖化したタンパクが多いと、統合失調症がどうも出てくるぞという研究をしてく

れています。これはすばらしい研究です。 

 特に、統合失調症の患者さんの AGEs がすごく高くて、ビタミン B6 が低かった。AGEs

はなんと普通の人の 3.７倍、ビタミン B6 の血中濃度は 20％しかない。統合失調症のほと

んどの方は薬をたんまり飲んでいますから ALT が下がることが余りないんです。そうい

うときは BUN でチェックしてください。ビタミン B6 の補充によって統合失調症の患者

さんは症状の改善が見られて有効である可能性があるということで、いろいろなところで

論文を出されていて、非常にいい研究で、実は私はこれに乗っかって自分の患者さんで少

し臨床試験をしようかなと思って、今デザインをしている 中です。 

 この先生は、従来の統合失調症とされた診断基準の約 20％の方々に、糖化が関係してい

る患者さんがいるのではないかということを書かれていました。私の印象はもうちょっと

高い、それから、うつとかパニックもかなり関係すると思います。 

 ということで、まず、いつもの治療で効果が得られないときどうしたらいいか。機能性

低血糖症、上がったり下がったりする、あるいは全然上がらない、それを機能性低血糖症

と言いますけれども、機能性低血糖症を疑い、糖質制限をまずやってみる。栄養障害の補

正する。食べ物の順番を変えることは何のリスクもないです。あと、大好きだろうが、御

飯がやめられないだろうが、１カ月間とにかくやめてみろということ。何のリスクもあり

ません。ぜひ、この指導をしていただきたいんです。 

 ただ、注意していただきたいのは、問診でとにかく米好き、とにかくパン好き、とにか

くお菓子好き、飲み物も砂糖が入って、食べ物も糖質しか食べていないような方はいっぱ

いいますから、そういう方に突然糖質制限しますとパタっと動けなくなってしまいます。
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ですので、そこそこ御飯は食べているという方々は一気にやめて大丈夫です。１カ月でも

やめるのが嫌だと言ったら、たらふくおかずを食べた後に 後にちょこっとにしなさいと

指導してください。そのちょこっととはどれくらいか。お寿司の握りの２つ分ぐらい。そ

のくらいの米を 後に食べるというようなアドバイスをされて、１カ月様子を見ることが

非常に重要です。そのときに意図的に豚肉を増やすといいですね。ビタミンＢ群が多く含

まれているので、今の季節でしたら、とにかく豚しゃぶを食べなさいと。葉っぱ系のお野

菜とお肉がいっぱい食べられますので、ゆっくり食べますね。どうしても食べたかったら、

後にお米をちょっと食べなさい、そのような指導をしていただきたいわけです。 

 後に、患者さんの経過をお見せしたいと思います。 

 平成 13 年、うつ症状が強く、投薬が始まりました。 初は内科からデプロメールとマ

イスリーが出てしまうわけです、よくありますね。明らかな症状の改善がなくて、心療内

科に行った、そこから薬がどんどん増えます。症状が継続するため４軒の医療機関を受診

して、そのたびに薬が増えて、68kg だった体重が 100kg になってしまいました。ほとん

ど寝たきりで休職になっています。 

 そして、今度は新しい薬が増えたら随分イライラしてきたということを先生に言うと、

その先生はなんと、あなたはうつじゃなくて、躁うつ病だったんですねと診断名まで変え

られてしまったということで、彼の平成 20 年 11 月４日の処方箋を見せてもらいました。

これですよ。もう勘弁してほしいですよね。これを抜くのがどれだけ大変なことか。合計

13 種類、27 錠プラス粉薬。粉薬もイソミタール、ヒルナミンですよ、猛烈ですよね。い

ろいろな薬の説明までありますが、彼が持っている資料は、１回の処方につき合計５枚の

説明書です。こんなに薬を飲んで、ひどいもんです。 

 患者さんの経過です。その後もうつ症状が続いて改善しないために、いろいろ変えた。

トフラニール、ジェイゾ、ロット、トレドミン、ジプ、レキサ、リフレックス。 

 主治医を変更して減薬に着手するようになって、１年かかって４種類までにやっと薬が

減らせた。でも、だるくて、だるくて、しようがない。薬をやめても悪くなっていないと

いうことです。 

 2009 年、なんとお母さんが新聞広告で『うつは食べ物が原因だった！』を見つけるんで

す。そして、私のところに連絡が来ました。北海道に住んでいる患者さんだったので、北

海道の先生にこういう項目を検査してくれと頼んで、それを送ってもらうわけです。そう

すると、薬物性の肝機能障害は当然あるし、脂肪肝があって機能性低血糖症が疑われたん

です。ビタミンＢ群不足と亜鉛不足、タンパク質不足があったので、糖質制限、タンパク

を増やして、サプリメントを補充して、減らしてくれる先生だったのでうまく相談しなが

ら減らしてもらおうねということです。 

 そして、2009 年から約３年かけて現在はリーマス 100mg１錠だけ。年内に断薬できる

ねと主治医に言われています。薬なしでも熟睡できるこの幸福感。中途覚醒もない。 
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 ２年４カ月の休職期間を経てから復職し、現在は通常勤務プラスアルファ。現在の職場

では２年以上休職してから復職した人は彼以外いません、奇跡だと言われているそうです。

私はそれも奇跡かもしれないけれども、あの薬の量からこれになった方が奇跡だなと思い

ますけれども。 

 患者さんからのお手紙です。ほぼ寝たきりだった人が、海岸線を９時間ドライブしまし

たと。町で昔からの友達と会って話ができた、走行距離 1,400km のドライブが楽しめたん

ですね。 

 患者さんの経過です。今年９月８日、函館から羽田にやってまいりました。なんと 10

年ぶりに北海道を離れることができたわけです。そして、新橋に梅花という中華料理屋が

あります。新橋駅から歩いていけるのですけれども、この中華料理屋はすべてのメニュー

が糖質制限です。ですから、ラオチュウ以外何を食べても血糖値が上がらないという珍し

い中華料理屋さんです。私はこれをよくブログなどで紹介しているので、彼は羽田から出

てきて梅花でたらふく中華料理を食べたと。午後に私のところに受診の予約があったけれ

ども、早く着いたので都庁などを観光してきたと。そして、３時に私のクリニックに来て

くれて、まさにそれまで電話でしかお話ししていなかった患者さんと初対面ですよ。もう

２人で抱き合いながら、よく頑張ったねみたいな感じで健闘をたたえ合いました。 

 そして、９月９日、翌日に私が毎年１回、一般の方々向けの講演会をやっているのです

が、その講演会に来てくれるために、10 年ぶりに北海道を離れることができたわけです。 

 この患者さんは、『うつは食べ物が原因だった！』という本を見たわけですが、しつこ

いですけれども 13 刷りもして７万部も売れて、ただ、中が難しくてわかりづらいという

クレームがあったので、なんと図解版のムック本までできてしまったんです。そこには何

人か患者さんの改善例を載せていますけれども、Ｅさん、男性 41 歳として登場していま

す。別の患者さんは、藤沢のいすゞに勤めている休職していた男性がきれいに治った例も

この中に入っています。よかったら読んでみていただければと思います。 

 ということで、ちょうどお時間となりましたので、私の話を終わりにさせていただきた

いと思います。長い時間、御静聴ありがとうございました。（拍手） 

 

菅野先生：  

 先生、非常に興味深い講演をどうもありがとうございました。 

 ここで４時まで休憩とさせていただきます。御歓談いただければと思います。後ろにお

菓子が準備してありますので、よろしければ召し上がってください。 

 それでは、４時まで御歓談をお願いします。 
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質疑応答  

 

安斎先生（司会）：  

 では、後半の司会は安斎が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日は、溝口先生に食事療法を中心とした生化学的なところもお話しいただきまして、

ご参加の皆様におかれましては、日ごろの業務のご参考になられたことと思います。ここ

からはディスカッションとさせていただきたいと思います。御質問のある先生がいらっし

ゃいましたら、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 Ａ先生、よろしくお願いします。 

 

A 先生：  

産業医をしております A と申します。 

 今日は、本当に興味深いお話をありがとうございました。低血糖がうつの症状などにも

関係しているというのは、今までも少し聞いたことがあったのですけれども、機能性低血

糖ということで、これほど低血糖症状が普通の方に起きているということをデータで示し

ていただいて、非常に驚きました。 

 質問が２点あるのですけれども、１点は、食後の高血糖を呈する人の中で、インスリン

抵抗性を持った人以外に、日本人の中では、一型糖尿病ではないまでも、食後のインスリ

ンの基礎分泌が比較的低いことによって食後高血糖になる方がある一定の割合でいらっし

ゃるという認識を私は持っています。そういう方の場合には、今回のような食後に血糖が

上がってインスリンが非常に高く上昇して、その後、逆に低血糖になってしまうというこ

とは余り起きないのかどうなのかというところを教えていただきたいです。もう 1 点は、

機能性低血糖を診断する方法としては、５時間糖負荷検査をやらないときちんとした診断

はつかないものなのでしょうか。 

 

溝口先生（講師）: 

 今の御質問に対するお答えとなりますと、実は今日御紹介した糖負荷検査の 初のころ

の患者さんは、糖負荷前と糖負荷後 30 分、60 分、90 分とはかっているんです。私の方で

検査をしてみますと、グルコースを 75ｇ飲んでいただいて 30 分後、実は血糖もインスリ

ンも上がっていないという方がすごく多かったんです。それにはすごく違和感を感じまし

て、ピークが 30～60 分後に来るはずだというのが教科書的ものなのにもかかわらず、30

分後に上がっていない、60 分後にも上がっていない、無反応のような形を呈する方が結構

多くて、これはどうしてだろうと考えまして、それから実は糖を摂取した後の 15 分とか、

もう少し短い時間も何回かはかってみたんですけれども、そうすると、患者さんと看護師

の負担が大きいので、今は摂取前、摂取後 15 分、30 分、60 分とはかっています。そうす

ると、15 分後にピークが来ている人が結構いるんです。ですので、まずその辺が、教科書
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レベルと違う糖の吸収や代謝をしている方が結構多いということが一つ。そういう方は 15

分後に下がった後に、また上がり始めるんです。それは恐らく 初のインスリンの効きが

強過ぎるのか、あるいは飲んだ後の糖がまだ肝にアップテークされないで、また出てくる

のか、あるいは本当にカテコラミンで上がっているのか、その辺はわからないのですけれ

ども、また上がり始めます。そうすると、それに付随してインスリンが出てくるような方

は、検査の方法によると、食事によるインスリンの初期分泌が少ないと見られたりだとか、

あるいは分泌遅延だと見られたりだとか、そのように判断されてしまうのではないかと思

います。 

 だから、まずは非常にバラエティーに富んでいて、15 分よりももっと前に恐らくピーク

がある人もいるだろうというぐらい、すごくダイナミックな動きをしているんだというこ

となので、教科書的な記載が本当にどうなのかということを考えることがあります。 

 それから、診断をするには大変ですけれども、５時間糖負荷検査をやるのが一番いいと

思います。どうしてかというと、いろいろなイベントが起きたりトラブルが起こるのが３

時間以降なんです。ですので、２時間の普通の OGTT では本当に DM かどうか、あるいは

抵抗性があるかどうかの検査しかわからないということだと思います。 

 

安斎先生（司会）: 

 ありがとうございました。 

 Ｂ先生、よろしくお願いします。 

 

B 先生：  

産業医の B と申します。 

 本日は貴重なお話をありがとうございました。 

 今のお話の続きなんですけれども、OGTT は実際に厳密にする場合は、活動させずに糖

負荷した後に安静にさせるというのが普通だと思いますけれども、５時間もの間ですと結

構活動する人が出たりとか、それによる影響は結構あるかと思いますが、その辺りはどう

やって排除したり、あるいは条件は何かきちんと決まったものがあるのでしょうか。 

 

溝口先生（講師）: 

 厳密にはしていませんけれども、基本的にはできるだけ１席リクライニングチェアを与

えていますので、そこで安静にしておいてくれとお願いしています。その間もちろんトイ

レに行くのは自由ですし、どうしてもたばこを吸わせてくれなかったらこの検査はしない

と言う患者さんもいますので、そういう場合は、どうぞ３時間過ぎたら吸ってくださいと

はしていますけれども、そこは今まで何回かやって余り影響を受けていないような感じが

いたします。 
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B 先生：  

 ありがとうございます。 

 あと、もう一点、その場合に、例えば今の 15 分のピークという話ですと、ダンピング

の状態とか胃切の方なども同じような状況になるかと思いますが、例えば、胃切の方が同

じような状況になりやすいとか、低血糖のディスグリセミックな状態になりやすいのかと

か、あるいは消化管の機能そのもの、動きそのものが結構影響したりとか、そういう障害

がある人にそういう症状が多いという可能性としてはいかがでしょうか。 

 

溝口先生（講師）: 

 私のところは胃の機能自体はペプシノーゲンというものを血液検査ではかって見ている

のですけれども、そのことと低血糖が関係するかどうかは統計処理したことがないのでわ

からないです。今お話しいただいたとおり、胃切後の患者さんの食後のダンピングに近い

ようなことと、15 分にピークがあって、その後ストンと落ちてしまうようなことにはそっ

くりな病態だと思います。 

 

安斎先生（司会）: 

 ありがとうございます。 

他にどなたか、もし何かありましたらいかがでしょうか。Ｃ先生、お願いします。 

 

C 先生: 

 東京の方で産業医をしています。今日はありがとうございました。 

 先ほどありましたように、大量の薬を投与されながら、または長期間治療をされながら

も、なかなかうまくいかない例に対して幾つか栄養面での問題点がありましたけれども、

先生の感覚で結構なのですが、実際にこういう患者さんはどのくらいの割合でいらっしゃ

るとお感じになっておられるか教えていただけますか。 

 

溝口先生（講師）: 

 かかわり具合の程度にもよるのですけれども、かなり中心的にかかわっているのは多分

半分ぐらいはいるのではないかと思います。軽くまで、原因の中心ではないにしても、病

態を増悪させている因子の１つとして糖のトラブルや栄養の問題がかかわっている方は８

～９割は関係していると思います。そういう印象があります。 

 

安斎先生（司会）: 

 ありがとうございます。 

 他にどなたかいらっしゃいましたら、いかがでしょうか。Ｄ先生、お願いします。 
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D 先生：  

 労働衛生コンサルタントの D と申します。 

 鉄欠乏についてお尋ねしたいのですけれども、舌の痛みなどを訴える方は結構おられま

すか。若い女性に鉄欠乏が多いというお話をお伺いしましたが、いかがでしょうか。 

 

溝口先生（講師）: 

 鉄欠乏で舌の痛みを訴える方はいらっしゃいます。非常にフェリチンが低い方で特によ

く見られるので、そういったものに関係するのかなとは思っています。粘膜の上皮のトラ

ブル等が起こりやすくなってくることが一つの原因だと思いますけれども、もう一つの問

題点は、唾液の中の粘液成分の低下です。漿液性と粘液性がありますけれども、鉄が不足

してくることによって、唾液の中の粘液の成分が低下してきます。ですから、唾液は出て

いるのですけれども、口は乾いているという感覚が起こってきます。そうすることによっ

て、どうも被刺激性が上がっていて、痛みという感覚で出ているのではないかと思います。 

 それから、実は明日、この治療をやっているドクターが集まって、いろいろなディスカ

ッションをする会があるのですけれども、その中の先生がつくったスライドを事前に拝見

させていただきましたら、鉄が不足してくると知覚神経が皮膚の上層部までずっと伸びて

きてしまうということが報告されているらしいんです。ですので、鉄欠乏だと、舌だけで

はなくて、皮膚や粘膜に対する疼痛の閾値が下がるということが起こると、その先生のス

ライドにあって、なるほどなと、実は夕べ拝見させていただきました。 

 

D 先生：  

 ありがとうございました。 

 亜鉛の欠乏などは舌との関係はありますか。 

 

溝口先生（講師）: 

 厚生労働省がやっと、プロマックという亜鉛が含まれている胃薬を味覚障害で出しても

削らないよと言ってくれたことがあるぐらい、味覚障害と亜鉛の欠乏は関係してくるもの

ですけれども、実際味覚の低下が起こるほどの亜鉛欠乏となると、かなり重度の亜鉛不足

です。その前に例えば、奥さんの場合だと少し味が濃くなってきたとか、御主人だったら

しょう油をかけるようになってきたとか、そういったことも少しあるようですし、あとは

創傷治癒が遅くなる、つまり去年の虫さされよりも今年の虫さされの方が何か残ってくる

とか、あとは抜け毛が増えるとか、爪に白い点が出てくるとか、そういった代謝が早い部

分の組織に変化が出てくることが亜鉛欠乏ではよく見られます。 

 検査データの読み方では、亜鉛不足をアルカリフォスファターゼという値から読んでい

こうということがあるわけですけれども、アルカリフォスファターゼというのは私たちが

普通に使っている臨床検査の中では、唯一亜鉛が活性中心に含まれている酵素です。ほか
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にもいっぱい亜鉛が活性中心に含まれている酵素はあるのですけれども、アルカリフォス

ファターゼは私たちは非常によくはかりますし、あとは変動が見やすいものにあります。

ですので、亜鉛欠乏があるとアルフォスがやや下がりぎみになってくるのですけれども、

ミスジャッジをしてしまうので、ほかの肝胆道系酵素と一緒に判断していかなければなら

ないことが一つ。 

 あとは、今日御紹介した AST、ALT、LDH のような逸脱酵素というのは個人差がほと

んどないです。ところが、アルカリフォスファターゼとかγ－GTP とかコリンエステラー

ゼという誘導酵素と言われるタイプのものは結構個人差があるんですね。ですから、先生

方も例えば、お酒も飲んでいない、お薬も飲んでいない、痩せ型の女性でγが高いという

のを経験したことがあるのではないかと思いますけれども、それはその方の個人差なんで

す。これがアルフォスもコリンエステラーゼもあるので、その辺でミスジャッジをしない

ようにすることが重要だと思います。 

 済みません、亜鉛欠乏は書いていませんでしたね。アルフォスというところから亜鉛欠

乏を少し予想することができるので、その辺も応用できる項目の一つになります。 

 

安斎先生（司会）: 

 ありがとうございました。 

 すぐにはご質問が出てこないと思いますので、本日溝口先生にご講演をお願いした経緯

について少しお話しさせていただきたいと思います。 

 実は、私自身が昨年、茅ヶ崎で開催されました日医のスポーツ医の研修会に参加させて

いただきまして、そこで先生のお話を初めて伺いました。そのときに非常に感銘を受けま

した。日ごろ産業医として社員の健康管理を見ていく上で、健康診断の結果の見方が大分

甘かったなと反省した次第です。 

 早速、先ほど御紹介のありましたベーシックセミナーに昨年参加させていただきました。

そこで本日お話のあった栄養解析のお話も伺いまして、私と母の栄養解析を先生にお願い

しましたところ、まさに貧血傾向でタンパクも低いという解析レポートをいただきました。

そのため、この１年でタンパク質をたくさんとるようになり、体調的には去年よりは良い

かなと思っている次第です。 

 先生のお話の中でも出てきましたタンパク質の摂取について伺いたいと思います。先生

の著書『うつは食べ物が原因だった！』には、２人の男性が肉食のみで１年間過ごされた

結果、特に栄養障害は認めず、むしろ体調改善したというお話があったと思います。実際

に自身に置き換えて見ますと、朝から肉食を続けるのはなかなか厳しく思います。胃の調

子、体調にもよりますが、ちょっと元気がない時などは、また消化吸収しなければいけな

いんだと思ってしまいます。タンパク質って消化吸収するのは結構大変なんだなと、この

１年自身で経験させていただきました。何かその辺のお話がありましたら、差し支えない

範囲でお願いいたします。 
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溝口先生（講師）: 

 今お話しいただいたとおりなんです。先ほどもお話ししましたとおり、糖、脂質、タン

パク質という３大栄養素の中で、胃が十分が働かないと吸収できないのはタンパク質だけ

なんです。だから、ストレスがかかったり疲れたりすると極端に消化吸収できなくなって

しまうのがタンパクなんです。しかも、タンパクを消化吸収するためのプロテアーゼが腸

管内に出てくるのは、大体摂取したタンパク質と同じ量の酵素が出てこないと吸収できな

いんです。ですので、タンパクを消化吸収するためには胃がいい状態でなければいけない

し、しかも、消化管内にタンパク質を大量に分泌するという分泌能力もなければ吸収でき

ないんですね。ですので、そういった意味で、本当は病態改善にとってはタンパク代謝を

上げることが基本なのですけれども、落ちれば落ちるほど食べられないのがタンパク質と

いうのが現状です。 

 では、どうしたらいいかということになるわけですが、１回の摂取量が多いとすごく負

担になってしまうので、少量で頻繁にとってもらうようにお願いすることとか、あとは、

先ほどお話ししたグルタミンをとにかく 初はとってもらうことが非常に重要になります。

そういうことでだんだん慣れてきたことによって、数年間お肉を食べていなかった女性が

焼き肉屋に行きたくなります。お肉っておいしいなと。そういうふうになっていくことが

可能ですので、先生もめげずに頑張って食べる量を増やしていただければと思いますし、

慣れてしまいますと結構大丈夫です。我が家は、先ほどもお話しした気にしいになりがち

な中３の娘と、大学１年の息子と、妻と４人家族ですけれども、もう炊飯器はしまわれて

しまってないです。ですから、本当に肉がボンと出たり、この季節はいろいろな鍋ばかり

です。翌日は、前日の残りにトマトを入れてスープにしたりとか、そういう食事になって

いまして、普通考えている御飯にお味噌汁という食事とは違うのですけれども、慣れてし

まえば全然平気です。ですから、そこまでは少し必要かもしれません。 

 

安斎先生（司会）: 

 ありがとうございました。 

 まさに私も数年間、肉を食べていなかった人なのですが、確かに今は御飯は食べないで

す。主菜、副菜のみで過ごすことも多くて、社員にもそのような食事指導をすることがあ

ります。 

 社員の食事指導という関連で、先程先生のお話にもありましたメンタル疾患との関連に

ついて、私見をお話させていただきます。弊社のみならず他社においても同様と思います

が、昨今適応障害と診断され、年単位で長期療養する若手社員が増えています。そういっ

た社員に食事の内容を聞いてみると、やはり糖質主体の食事である事が多いです。外食は

ほとんどが糖質ですよね。ですから、 近では、産業医として面談をするときに食事の話
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もするようにしています。食事を改善する事で、御本人が割と元気になってくるという印

象があります。 

 余談になりましたが、他にいかがでしょうか。Ｅ先生、よろしくお願いします。 

 

E 先生: 

 大変興味深いお話、ありがとうございました。産業医をやっております E と申します。 

 C 先生のおっしゃっていた話であるとか、今、安斎先生も年齢のお話をされていたと思

いますけれども、実は８割ぐらい糖調節とメンタルが関与しているのではないかというお

話をいただいたわけですが、例えば、性差であるとか年齢階層や地域というもので、当然

いろいろな外的要因で糖の調節は変わってくるのではないかと思うのです。特に産業医と

いう立場で考えると 60 歳、これからはもうちょっと上まででしょうか、60 歳以下との違

いとか、業務の付加量が製造業の現場と事務では違ってくるとか、食事の時間帯がかなり

ずれるというような問題がありまして、こういうものについての研究・調査の計画はおあ

りですか。今はもちろん印象だけで結構なのですけれども、今後、産業医学系としてはそ

ういうファクターを含めて御検討いただけると、資料として我々もより有効に利用できる

ようになってくるのかなと思いまして、お願いも含めてでございます。 

 

溝口先生（講師）: 

 そういった計画は特にないのですけれども、１つ考えているのは、人間ドックのデータ

で少しメンタル的なものと相関関係があるものがないかという相談を受けたときに、今、

普通の検診レベルで BUN をはかっているかどうか私はわからないのですけれども、ただ、

阪大の公衆衛生の准教授が私の友人なので、彼らは膨大な人間ドックのデータを数十年分

持っているんですね。そのときにアンケート調査をしていて、抑うつ傾向とかを見ている

んです。BUN を８でカットオフにして、うつがあるかどうかでやってくれよと言ったら、

見事に相関関係が出るんです。女性の方がはっきり出たんです。ですから、そういうとこ

ろから考えて、一つの指標は BUN、あと組織障害がない人たちは AST、ALT の問題とい

うのが疫学調査等をやってみるには非常にいい項目かと思いますが、残念ながら ALT は

今日もお話ししたように組織障害ですごく影響を受けてしまいますので、そこを除外する

のはなかなか難しい。ただ、BUN というのは基本的には腎機能障害と上部消化管出血と

か、あるいはタンパクの代謝が下がり過ぎると BUN は上がってしまうんですね。そうい

うところの余りない要素を除外すればいいので、BUN はやはり８ぐらいまででちゃんと

カットオフすると、うつとの相関関係が出たということがありました。 

 地域性で言いますと、これが当てはまるかどうかわからないのですけれども、校内暴力

が全国で一番の県というのを御存じですか。人口 10 万人当たりで糖尿病の罹病率全国１

位、校内暴力全国１位、交通事故全国１位が香川県なんです。香川県の方々のうどんの消

費量はすごいですからね。しかも、おいしいお砂糖の産地なんです。そのことに注目して
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いる私たちの仲間の先生が、こんな温厚な香川県人が何で校内暴力全国１位なのか、しか

も、その方がどんどん警察に入っていって統計資料を出してもらったら、救急車が出るく

らい激しい校内暴力が断トツで１位なんです。つまり、キレてるんですね。キレちゃって

見境がなくて暴れる子どもたちが香川県には圧倒的に多い。そうすると、これはやはり低

血糖だろうと。友達のいわゆるけんかの延長線上で校内暴力があるのではなくて、キレち

ゃって抑制ができない状態、アドレナリンが吹き出している状態のけんかが香川県は断ト

ツで多いんです。 

 実は低血糖と交通事故というのもいろいろ既に言われています。この間も高速道路でバ

スで居眠りをした事故もありましたけれども、あれなども低血糖ではないかと思います。

ですので、相関関係はあるかもしれないけれども、因果関係があるかまではなかなか立証

できない問題なのですが、そういうようなことも今、私たちの仲間の先生が注目していま

す。来年８月に、子どもの栄養トラブルについて講演をしに高松にお邪魔することになっ

ています。 

 そのことに気がついたうどん製造の方々は、なんと全粒粉のうどんを出しているんです

よ。黒いうどんです。血糖値が余り上がらないうどんですけれども、おいしいです。そう

いった取り組みもぼちぼち始まっていますが、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、

お母さん、お孫さんでみんなで３時のおやつにうどんを食べに行く県ですから、なかなか

そこは難しいのかもしれないけれども、そういったことが一つ地域性としてはあるかなと

思います。 

 

安斎先生（司会）: 

 ありがとうございました。 

 他にはいかがでしょうか。Ａ先生、お願いします。 

 

A 先生: 

 私自身、糖質制限食に関して非常に興味を持っているのですけれども、糖質制限の食事

というのを社員に広く教育していいかどうかというのが、まだちょっと自分の中でも自信

がないところです。栄養学の世界では、いまだにカロリーの中で糖質の占める割合が 50

～60％というふうに基本的には言われていますし、糖尿病の基本的な治療でも同じような

ことが言われています。しかしながら、糖尿病の治療に関しても、糖尿病学会の中でも糖

質制限食のことが今はかなり話題になっていて、今年は学会関連の中でもかなり議論にな

ったと聞いていますし、いろいろと見直されているのだなと思いますけれども、そういう

現状の中で今日先生がお話ししてくださったような、 初の症例のような肥満があって、

メタボリックシンドロームのような方に関して糖質制限食というのはある意味有効かなと

は思いますが、そうでない一般の方に関しても、メタボの予防とか通常の体を整えるとい
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う意味でも、メンタルの調子も整えるという意味でも、糖質制限というものを広く話をし

ていいものなのか先生の個人的なお考えをお聞かせいただければと思います。 

 特に、 近は学校でも食育ということで朝食の重要性、きちんと朝御飯を食べましょう

という教育がなされていますので、そこのところはどういうふうに話をすればいいのかな

と。教育として糖質のことをどう話をすればいいか、何かアドバイスをいただければと思

います。 

 

溝口先生（講師）: 

 先生方御存じのように、よく江部先生もお話しされていますけれども、必須糖質という

のはないですよね。今日の私の話の中でもあったように、血液中の糖は血糖を上げなけれ

ば非常に一定でフラットで、自律神経の関与なども物すごく安定させられるのに、糖質を

食べてスパイクをつくるためにいろいろ乱れが始まると。これもいろいろな教科書を読み

ますと、インスリンは別に血糖を下げることが目的ではなくて、次に来たるべき飢餓に備

えた脂肪を合成するためのホルモンであると。それが本来、人に備わったインスリンの働

きなわけです。ですので、たまたま糖質過多の食事をしてインスリンスパイクをつくって

いるために、血糖を下げるのが主な働きのように思われているけれども、本来の働きは入

ってきた糖質を次の飢餓のために脂肪に変えるべきホルモンで、これに足る役割はなかっ

たというのが本当のものではないかと言われています。 

 私たちが医者として考えるのは、まず必須糖質はない。あとは糖をとらなければ下がら

ない、非常にフラットであるということ。私は実は結構 HbA1C が高いんです。どうして

かというと、ずっと食べていなくて下がらないから HbA1C で見ると結構高いんですね。

ですから、まず、科学的な立場で言えば糖質をとる必要はないんです。これは事実として。 

 次は、食事の嗜好という話になってくると糖質制限、糖質制限という話になりますので、

とにかく食べてはいけないとか、少なくした方がいいという考えがあります。メタボやイ

ンスリン抵抗性がある場合は、糖質１ｇ当たり３の血糖値が上がるのはしようがないので、

できるだけ量をとらない方がいいのですけれども、そうではない普通に職場で働いている

ようなインスリン抵抗性も気にしなくていい方々は、血糖のグルコーススパイクをつくる

なということです。ですので、居酒屋さんに行って焼酎の甘くないものを飲みながら、枝

豆を食べて、刺身を食べて、いろいろ食べて、 後にお茶漬けを食べても余り上がらない

んですよ。ですので、いきなり会社帰りに吉野家の牛丼に行ってガッと白米を食べるなと

いうことです。つまり、スパイクをつくるなという指導は万人にするべき指導です。抵抗

性を形成されているような方は、量を控えなければあなたはだめよということになります。 

 

安斎先生（司会）：  

 ありがとうございます。 
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 糖質制限と言うより、糖質過多を防ぐということでいかがでしょうか。実際に自分が体

験した感想では、全く摂らないということはできないです。必ず何らかの形で摂取するこ

とになります。先程の先生のお話、著書でもご紹介のありました食事の順番を変えるとい

うこと、まさにイタリアンのコースでしょうか、糖質は 後に摂るという方法であれば、

さほど難しくなく実践いただけるのかなと、私見ではありますがそのように感じておりま

す。 

 Ｂ先生、お願いします。 

 

B 先生：  

 今は糖質の話がメーンになっていますけれども、脳内のそれこそ神経伝達物質という意

味合いで、ビタミンＢであるとか、あるいはナイアシン、B6、葉酸というお話がありまし

たけれども、そういう話は私たちが聞いたり、あるいは患者さんがいろいろ聞くと、自分

でとってみようかという人も少なくないと思うんです。先ほどの先生のお話では、豚には

Ｂ群がたくさん入っているということで、豚肉などはタンパク質も含めていいのではない

かということでしたけれども、例えば、それをあえてサプリメントみたいな形で補充しよ

うと考える人も出てくると思いますが、市販されているようなサプリメントで補充する、

あるいはそういったことを試みる一般の方たち、ほかの精神科で治療しながら、そういう

こともするのは可能なのでしょうか。それとも、水溶性なのでとってもそんなに害はない

と思いますけれども、そういうのはやめておいた方がいいのか、その辺りはどのように考

えればいいですか。特に、社員の方にとった方がいいんじゃないのという話をした場合、

では、サプリメントでという話も出るかと思いますが、その辺りはいかがでしょうか。 

 

溝口先生（講師）：  

 これもいろいろな問題が絡んでくることになるお答えになるのですが、実際にはとった

方がいいと思います。まずは、普通の生活だとストレス過多、糖質過多ですから、とにか

くＢが足りないんですよ。食材からだけだとなかなかうまくいかないので、ビタミンＢを

とることはお勧めしていい方法だと思います。 

 次の問題は、では、お勧めして普通に売っているものはちゃんと治療効果があるものな

のかどうかというところが、まず一つの問題点になります。例えば、カナダの栄養療法を

やっているドクターのところに見学に行きますと、サプリメントの処方せんを書くんです。

それをドラッグストアに持っていくんですね。ドラッグストアにはいっぱい売っているの

ですけれども、その紙を持ってきた患者は、裏から薬剤師さんがそれ用のサプリメントを

出すんです。ですから、まず本当に効果があるものかどうかということ、それから、ドー

ズの問題も出てきます。 

 ただ、今は大分、高用量のものも市販で売られるようになってきましたが、疲労感とか、

ちょっとうつぎみとか、ちょっと眠りづらいというときにビタミンＢを投与する場合は、
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私たちはビタミンＢコンプレックスで必ず投与します。複合体で投与するのですけれども、

そのときには大概 B1 の量で表現するんですね。ですから、Ｂコンプレックスは B1 レベ

ルで何ミリグラム投与しましたという発表をするのですけれども、大体睡眠障害ぐらいま

で出てくると、初期の治療のときには 150～200mg ぐらいを飲んでもらうように指導する

んです。そうすると、市販のビタミン剤では１カプセルに３mg とか５mg とかなので大変

な量になってしまうんです。それはとてもとても飲み切れない。では、市販のもので B50

というものも 近出ています。これはＢコンプレックスで B1 で１錠当たり 50mg 入って

いるという高用量のものですけれども、では、それを一日 150mg 飲んで効くかというと、

それもまた効かないこともあるんです。ですので、そのものが本当に入っているかどうか

という問題点や、あるいはＢを効かせるための工夫がされているかどうかといういろいろ

な要素が関係してきます。 

 ですので、先生がお話しされたように、まず、お勧めして全く問題がないものなので、

お勧めしてみるのはいいことだと思います。その場合、では、どのくらいといったら結構

な量が必要なんだよねということをお話しして試されてみるのがよいのかなと思いますけ

れども、いろいろな要素がかかわってくるというのが実情で、お薬の先発品と後発品の差

よりももっと大きい差がこういう分野ではありますので、飲んでも効かないというのがい

っぱい売られているのが実情なんです。 

 

安斎先生（司会）：  

 ありがとうございました。 

 Ｄ先生どうぞ。 

 

E 先生：  

 先生が御指摘のグルコーススパイクを作らないと言う事、それから、食べる順番という

ことを考えますと、まず３食を食べることがベストなのかということですね。摂取する時

間であるとか、食事の間隔あるいは回数、もちろん糖質をかなり制限することでスパイク

が下がることは理解したのですけれども、そうはいっても３交代の従業員等は米を食べな

いと腹がいっぱいにならないという話をします。例えば、 初の１週間目は日勤帯と同じ

ように朝から夕方まで働いている、次の１週間はずれてきて夕方から入って 12 時まで、

さらにその次は夜中から朝までというような作業をしている３交代の人に食事指導をする

ときに、どんな形で話したらいいのでしょう。通常の昼間仕事をしている人間の食事に関

しては御指摘いただいたとおりでわかったのですけれども、そうではない者に対しては、

どうしたらよろしいのでしょうか。 
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溝口先生（講師）：  

 まず１つのお答えの参考になるのがこれで、これは午前８時、昼 12 時、夕方 16 時、夜

24 時。これはコルチゾールの分泌の日内変動です。コルチゾールが働けるのは 12 時か遅

くとも 14 時くらいまでなんです。ですから、午後というのは非常に血糖が下がりやすい

んです。副腎の機能が落ちていますのでバックアップがうまくいかないわけです。ですの

で、３食でも低血糖症状が出てしまう、あるいは夕方に眠くなったり作業が落ちてしまう

方々が多いのは、まず一つ、この副腎の機能が下がり始めてしまって、日内変動は保って

いるけれども絶対値が下がり始めると、午後に眠気やだるさが出始めてしまいます。そう

いう方々は、こういう時間帯にナッツをつまませたりしないと、午後のパフォーマンスが

落ちてしまうわけです。 

 先日、NHK の「あさイチ」という番組が、血糖のトラブルとうつが関係するのではな

いかという取材に来たのですけれども、それで話していたら、取材に来ている男のアナウ

ンサーの顔がだんだん真剣になってきたんですよ。そして、僕、夕方の会議で眠くなって、

この間寝ちゃったんですと。その人の引き出しを開けるとお菓子だらけだそうです。です

から、彼は午後の時間帯はお菓子を食べてどうにか仕事をしていたのですけれども、お菓

子が食べられない会議で爆睡してしまったんですね。 

 ですから、まず午後に 初に低血糖が起こりやすくなりますので、捕食と私は呼んでい

ますけれども、補食は午後に１回と寝る前に１回必要になります。寝る前に何で必要かと

いうと、絶食時間が一番長くなるからです。今日の講演の中にもありましたように、血糖

が下がって本来は空腹で摂食行動をとらなければいけないのに摂食行動をとらないとアド

レナリンが出てきます。アドレナリンが基礎的に分泌されているところで食事をとってし

まいますと、普通の食事なのにグルコーススパイクがポンと上がります。アドレナリンが

基礎に出てしまっている状態なので、そこで糖質をとると通常よりも高く出てしまうわけ

です。ですから、できるだけ食事間隔を開けないようにとは指導します。あとは、いろい

ろな要因で食事間隔を開けてしまった場合は、糖質はとにかく 後にとりなさいと指導し

ます。 

 そうすると、実はうまくアドレナリンも出るし、血糖のスパイクも出なくて、インスリ

ンも出なくて、物すごくきれいに痩せられるんです。アドレナリンが脂肪を分解して、ス

パイクをつくらなくてインスリンを出させないと、元気ですごくきれいに痩せます。 

 ということなので、まず３食は必ず必要であるということと、少しトラブルが出てきた

場合は午後や寝る前に捕食をさせるということ。先ほどの質問のように仕事などでどうし

ても食べられなくて抜いてしまった後は、糖質を食べないというような食事指導が一番い

いと思います。 

 

安斎先生（司会）: 

 ありがとうございます。 



47 
 

 弊社におきましても交代勤務の社員がおります。交代の社員ですと、どうしても夜中に

温かいものが食べたくて、カップラーメンなど多くの糖質をいろいろと買い込んで勤務に

入るんです。初めから全員に指導するのではなく、まずは肥満など保健指導の必要なケー

ス等、個別にアプローチし、そこから広めていくことなのかなと思います。 

他にご質問いかがでしょうか。皆様より沢山のご意見ご質問をいただきまして、ありが

とうございました。そろそろ時間になりますので、この辺りで締めさせていただきたいと

思います。 

 後に、所長からごあいさつをいただければと思います。 

 

石渡所長先生：  

 今日は大変長い間、先生の貴重な経験を通した見方というか、今は多分、臨床の中でも

検査に追われている臨床から、かなり人を中心にしたと言いましょうか、そういう視点が

かなり強調されたのかなという気がしています。ただ、職域の中では、先ほど食事の時間

の問題もあったように、いろいろな問題を含んでいると思いますので、今後とも先生から

そういう情報を発信していただいて、より健康に働ける労働者をつくるというか、健康障

害を起こさないようにということで頑張っていきたいと思います。 

 今日は本当にどうもありがとうございました。（拍手） 

 

安斎先生（司会）: 

 ありがとうございました。 

 佐藤先生、次回の御案内をお願いいたします。 

 

佐藤先生:  

次回、村上先生と世話人を仰せつかっております富士通の産業医の佐藤でございます。 

 次回は、来年の３月９日土曜日、時間は従来どおり 14 時からということで、講師には

元富士ゼロックスの統括産業医で、今もいろいろな企業で産業医として御活躍されており

ます河野慶三先生をお招きします。テーマは「メンタルヘルスの対応困難事例に必要な対

処法や社内体制について」ということで、いわゆる新型うつと言われるような状態である

とか、あるいはパーソナリティー障害、発達障害など職場不適応で休職を繰り返す事例、

あるいは難治性の精神病で休職を繰り返すような事例に対して、従来の標準的な職場復帰

のやり方ではうまくいかないような対応困難なメンタルヘルス不調者に対する産業保健職

としての対応、あるいはどのような社内体制を築いていったらいいかというようなことを

テーマにお話ししていただく予定でおります。皆さん奮って御参加いただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
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安斎先生（司会）: 

 後に本日お話しいただきました溝口先生に、拍手でお礼を差し上げたいと思います。

（拍手） 

 では、これで本日の交流会は終了とさせていただきます。お忙しい中ありがとうござい

ました。 
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