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はじめに

日本消化器病学会は、消化器全般にわたる医学、医療の進歩のために、研究
や診療を支援する学会として活動しています。究極の目標は、消化器疾患の病
因や病態をより深く解明し、国民に最良の消化器診療を提供することにありま
す。このたび、本学会の肥満 • 栄養と消化器疾患委員会は『肥満と消化器疾
患～痩せれば治るこんな病気』を完成し、刊行することになりました。目的
は、国民の皆様に肥満によってさまざまな消化器疾患のリスクが上がること、
肥満の予防や治療によって多くの病気を防ぐことができることを理解していた
だくことにあります。日本消化器病学会のこの領域の専門家が、要点を絞っ
て、出来るだけ簡潔かつ解りやすく解説するように心がけました。
肥満は人類の進化がもたらした文明病とも捉えることができます。人類の飽
くなき欲求と、それを満たすための知恵は、24時間、いつでも食べたいもの
が安価に手に入る飽食の時代を作り上げました。また、自動車文明の発達と郊
外型の居住環境は、多くの努力を要さない移動手段と大量の消費文化をもたら
しています。30年近く前に留学したオクラホマシティでは、自動車道のみで
歩道がないことに驚き、人々は当たり前のようにファーストフードレストラン
で食し、ダウンタウンから離れた郊外のアパートメントコンプレックスに住
み、週末は巨大モールに車で大量の買い出しに出かけるという米国の文明社会
にショックを受けたのを憶えています。当然のことながら、日本では見たこと
もないような破格の肥満者を目にすることは当たり前になっていました。周囲
を見回すと、今の日本は 30年前の米国と全く違いがありません。
肥満に関連する疾患の多くは、個人個人の心がけ、普段の食生活、生活習慣
によって防ぐことができるものです。本書が皆様の肥満に関する理解を助け、
肥満を避けるための参考となり、多くの肥満関連疾患の予防に役立つことを
願っています。

下瀬川 徹
日本消化器病学会理事長
東北大学病院消化器内科
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◎肥満の定義
“ 肥満 ” とは “ 脂肪が臓器に過剰に蓄積し

た状態 ”です。具体的には、肥満の程度は体
格指数（body mass index：BMI）で表し、
日本ではBMI 25 以上を肥満と定義します。
さらに肥満度を１～４度まで分類します
（ 表 1 ）。
肥満は皮下脂肪が主体の「皮下脂肪型肥

満」と、内臓脂肪が主体の「内臓脂肪型肥
満」に分類されます。「内臓脂肪型肥満」が
メタボリック症候群を起こしやすいとされ、
注意が必要です。

◎どうして肥満になるのか
当然ですが、肥満は食べ過ぎと運動不足に

よって起こります。つまり食事で摂るエネル
ギーよりも、消費するエネルギーが少ない
と、余分なエネルギーが脂肪として貯めら
れ、肥満となります。
油ものはカロリーが高く、甘いお菓子や

ジュースも糖分を吸収しやすいため太りやす
く、注意が必要です。また、歩く機会が減
り、運動不足による肥満が増加しています。

◎肥満の人は増えている
2014 年の厚生労働省の統計では、成人男

性の 28.7％、成人女性の 21.3％が肥満
（BMI 25 以上）です。男性では 30～ 60 歳
代の各年代で約 30％が肥満です。女性では、
ダイエットブームもあり若年層ではむしろ痩
せが問題で、肥満者は 20 歳代は 10.4％、
徐々に増加し 50 歳代では 23.7％となりま
す。また、子どもの肥満も問題となっていま
す。

◎メタボリックシンドロームとは？
内臓脂肪型肥満では、膵臓から出される血
糖値を下げるホルモンであるインスリンが効
きにくい状態「インスリン抵抗性」となり、
メタボリックシンドロームとなります。メタ
ボリックシンドロームは、心血管系の病気の
発症の危険因子になります。内臓脂肪に加え
て、血中の脂質値（中性脂肪、HDLコレス
テロール）、収縮期および拡張期血圧、空腹
時血糖値のうち、２項目以上規定を満たす場
合をメタボリックシンドロームと診断します
（ 表 2 ）。

◎肥満だとなりやすい消化器の病気
肥満の人が、糖尿病・脂質異常症・高血
圧・動脈硬化性疾患（心筋梗塞・脳血管障
害）などにかかりやすいことは、よく知られ

11

表１　肥満の定義と肥満学会の判定基準（成人）

肥満の定義：BMI 25以上
BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

指標（BMI） 判定
18.5未満 低体重（痩せ型）

18.5～25未満 普通体重
25～30未満 肥満（１度）
30～35未満 肥満（２度）
35～40未満 肥満（３度）
40以上 肥満（４度）

170 cm、 80 kgの場合…
BMI=80÷1.7÷1.7＝27.7
25以上なので肥満度は1度となります。

）

肥満が引き起こすさまざまな病気
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ています。消化器系では、脂肪肝になりやす
いです。その他、消化器の病気として、胃食
道逆流症、大腸ポリープ、大腸がん、胆石、
胆のうがん、膵臓がんになりやすいことがわ
かっています（ 表 3 ）。

◎肥満だとがんになりやすい？
肥満は、喫煙・アルコールと同様にがんの

危険因子とされています。男性でBMI 21 未
満のやせているグループと 30以上の非常に
太っているグループで、がんの発生率が高く
なると報告されています。また、肥満と関連
する糖尿病で、肝臓がん・膵臓がん・腎臓が

ん・卵巣がんなどの発がん率が上昇します。
しかし、がんの発生には多くの要素が関連
しています。肥満以外にも喫煙・ピロリ菌感
染・ウイルス感染・飲酒・遺伝的要素など、
さまざまな要素が関連しています。

徳重克年［東京女子医科大学病院消化器内科］

表３　肥満者がなりやすい病気

消化器系

・胃食道逆流症
・大腸ポリープ、大腸がん
・胆石、胆のうがん
・膵臓がん
・脂肪肝、　肝臓がん

消化器系以外

・糖尿病
・脂質異常症
・高血圧
・動脈硬化性疾患（心筋梗塞・
　脳血管障害）

表２　メタボリックシンドロームの診断基準

内臓脂肪の蓄積：ウエスト周囲長
（内臓脂肪面積 男女とも≧100m2に相当）

男性≧85cm
女性≧90cm

上記に加え、以下のうち２項目以上

高トリグリセリド血症
かつ／または
低HDLコレステロール血症

≧150mg/dL
 

＜40mg/dL

収縮期（最大）血圧
かつ／または
拡張期（最小）血圧

≧130mmHg
 

≧85mmHg

空腹時高血糖 ≧110mg/dL 
（出典：メタボリックシンドローム診断基準検討委員会、日本内科学会雑誌、94巻４号、794ページ、2005年）
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消化器系の解剖
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１ 基本は食事療法と行動療法

肥満の予防・改善のためには、食事に気を
付け、適度な運動をしなければいけないこと
を大抵の方はわかっています。「わかってい
るけど、できない」「やってみたけど三日坊
主」という方が多いのではないでしょうか。
食事療法にしても運動療法にしても、それ

までの悪 しき習慣を絶ち、健康的な行動を継
続することが重要なのです。そこで行動変容
を促進する心理的アプローチとして用いられ
ているのが行動療法です。

◎食事療法の基本
①適正なエネルギー量とは？　
食事からのエネルギー摂取量がエネルギー

消費量を上回ると体重は増加し、肥満につな
がります。一方、エネルギー消費量がエネル
ギー摂取量を上回ると体重は減少します。健
康的な体重（体格指数＝ BMI）を維持する
ためには、エネルギー消費量とエネルギー摂
取量を等しい関係に保たなければなりません
（ 図 1 ）。
そこで自分に合った適正なエネルギー量を

知る必要があります。日本人の食事摂取基準
2015 年版を参考に、年齢や性別、身体活動
レベルに応じた１日あたりの適正なエネル

ギー必要量を算出することができます
（ 表 1 ）。
さらにエネルギー摂取量の過不足の評価と
して、体重変化量およびBMI を使用するこ
とが 2015 年度から定められています。BMI
の目標範囲は成人（18 歳以上）について定
められており、特に 70歳以上では虚弱予防
などの観点から少し高めの範囲が設定されて
います（ 表 2 ）。
適正なエネルギー量を摂取することで、肥
満の予防・改善へとつながります。また、食
事療法と運動療法を組み合わせることが重要
で、減量のペースとしては１ヶ月２ kg 程度
を目指します。体脂肪１kg を燃焼するため
には 7,200 kcal 必要であり、体脂肪２ kg で
は 14,400 kcal、それを 30 日で割ると 1日
約 480 kcal を減らすことで 1 ヶ月に２ kg
減量できるという計算になります。
食事によるエネルギー摂取減少と、運動に
よるエネルギー消費増加をあわせて減量する
のが理想的です。ただし、肥満度の違いや合
併症の有無など個人差がありますので、医師
や管理栄養士に相談の上、エネルギーコント
ロールや減量を実施することをお勧めします。
②必要な栄養素を考える
肥満を予防・改善するためには、エネル
ギーコントロールも必要ですが、栄養素につ
いても過不足なく摂取することが健康的な体
を維持するためには重要です。
この栄養素とは、エネルギーを産生する栄
養素としてたんぱく質、脂質、炭水化物、体
の調子を整えるための栄養素としてビタミ
ン、ミネラルがあります。これらを毎日の食
事からバランスよく摂取するためには、1日
３食、主食、主菜、副菜がそろった食事を

22

消費 摂取

図１　摂取エネルギーと消費エネルギー

肥満の治療
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し、さらに果物や乳製品を上手く取り入れる
ことです（ 図 2 ）。
主食であるご飯やめん類、パンなどの炭水

化物は摂取エネルギーの 50～60 %、主菜で
ある肉や魚、大豆製品などのたんぱく質は摂
取エネルギーの 13～20 %、副菜として野菜
は1日350 g程度（海藻・きのこ・こんにゃ
くなども取り入れる）、果物や牛乳・乳製品
は 1日 1 回は取り入れ、バランスよく摂取
しましょう。調味料やドレッシングなどに含
まれる脂質は摂取エネルギーの 20～30 %と
し、動物性食品に比較的多く含まれる飽和脂
肪酸の摂取量は心筋梗塞の発症・重症化予防
を考慮し、摂取エネルギーの 7 % 以下を目

標とすることが推奨されています。脂質は
“ 量 ” のみならず “ 質 ” も考慮して摂取する
ことが重要なのです。副菜にもなる汁物は、
1日 3食毎回取り入れてしまうと食塩の過剰
摂取につながるので、1日 1 ～ 2 回にする
とよいでしょう。

◎肥満の行動療法
①適切な目標設定：減量の目標を設定する際
は、実行可能な課題を設定することが重要で
す。少しの努力で継続的に取り組めそうな具
体的な課題（例えば、１日8000歩は歩く、
お腹が空いたらお茶を飲むなど）を設定しま
しょう。小さな目標でも達成できると自信に
つながり、減量へのモチベーションが高まり
ます。
②セルフモニタリング：体重、食事、運動な
どを記録することで、自分の行動パターンを
把握することができます。カレンダーや携帯
電話を利用して記録することを習慣化するこ

肥
満
の
治
療

2

標準体重（kg）＝身長（m）×身長（m）×22

1日の適正なエネルギー量（kcal）＝基礎代謝基準値（kcal/kg体重 /日）×標準体重（kg）×身体活動レベル
例えば、身長170  cm、40代男性、身体活動レベルⅡの場合…
標準体重は1.7×1.7×22＝63.6（kg）となる
１日の適正なエネルギー量は22.3×63.6×1.75＝2,482（kcal）となる

表1　適正なエネルギー量の算出方法

身体活動レベル
身体活動
レベル 低い（Ⅰ）＝1.50 普通（Ⅱ）＝1.75 高い（Ⅲ）＝2.00

日常生活
の内容

生活の大部分が座った状
態で、デスクワークであ
り外出も少ない。

座った状態での仕事が多
いが、移動や立ち仕事、
通勤、買い物、家事、軽
いスポーツ等の習慣があ
る。

立った状態での仕事や移
動が多く、活発な運動習
慣もある。

（参考：厚生労働省、日本人の食事摂取基準2015年版）

基礎代謝基準値（kcal/kg体重 /日）
年齢 男性 女性

18～29歳 24.0 22.1
30～49歳 22.3 21.7
50歳以上 21.5 20.7

（参考：厚生労働省、日本人の食事摂取基準2015年版）

年齢 目標とするBMI
18～49歳 18.5～24.9
50～69歳 20.0～24.9
70歳以上 21.5～24.9

（出典：厚生労働省、日本人の食事摂取基準2015年版）

表2　目標とするBMI
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とが大切です。
③ストレスマネジメント：ストレス対処法の
レパートリーを増やすことで、やけ食いや飲
みすぎを防ぐことができます。
④先行刺激のコントロール：食行動を誘発し
ているもの（ながら食い、グルメ番組など）
を把握することで、不必要な摂食を防ぐこと
ができます。
⑤問題点の抽出と解決：自分の生活の中で減
量を阻害している要因が何なのか（例えば、
ウォーキングを日課にしようと思っていても
天気が悪いと行きたくないなど）をみつける
ことで問題解決を図りやすくなります。

⑥努力への報酬：努力したことに対して自分
へのご褒美を用意したり、体重等のデータの
改善がみられるとモチベーションを維持する
ことができます。
⑦考え方の修正：例えば「目の前の食べ物は
全部食べないと落ち着かない」といった考え
から摂食してしまう場合には、「全部食べな
くても大丈夫」、「残りは冷蔵庫に入れておけ
ばよい」といったように、考えを修正するこ
とで過剰な食行動を防ぐことができます。
⑧社会的サポート：家族、友人、職場での
励ましや、同じ目的を持った人たちとグルー
プを作って情報を共有することで、適切な食

図2　栄養バランスを考えた食事

＋

汁物
（食塩の過剰摂取にならない
よう1日1～2回にする）日1 2回にする）

主食
（ご飯、めん類、パンなど

の炭水化物）の炭

ご飯なら茶碗に軽く～普通1杯
（150～200 g）程度
パンなら食パン6枚切り1.5枚
うどんなら1玉

牛乳・乳製品

1日
牛乳ならコップ1杯
（180～200 ml）

果物

1日100 g程度
100 gの目安
バナナ1本
みかん1個
リンゴ1/3個

副菜
（野菜や海藻・きのこなど
のビタミン、ミネラル）

副菜、汁物合わせて
野菜120～140 g程度
生野菜なら両手に乗るくらい
加熱した野菜なら
片手に乗るくらい

らいい

主菜
（肉や魚、大豆製品など
のたんぱく質、脂質）ぱく質、脂質）

肉や魚60～80 g（片手に乗るくらい）
卵なら1個
納豆なら1パック（50 g）
豆腐なら1/3丁くらい
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行動を継続しやすくなります。

Q1　  間食を我慢するとお腹が空いて
どうしても食事を食べ過ぎてしまい
ます。何かよい方法はありますか？

Answer　特に昼食から夕食までの時間が長
く、空腹を我慢できない場合が多いと思いま
す。我慢することでストレスもたまります
し、かえって食事を食べ過ぎる原因にもなり
ますので、適度に間食を取り入れましょう。
理想としては、乳製品や果物などを取り入れ
るとよいのですが、難しければ、無糖の紅茶
やコーヒーにミルクを入れて飲んだり、甘い
ものが食べたければダイエット甘味料を使用
した低エネルギーの食品を選んだりすれば、
エネルギーの過剰摂取は防げるでしょう。

Q2 野菜やきのこ、海藻、
 こんにゃく類であれば
 いくら食べても大丈夫ですか？

Answer　低エネルギーであり、満腹感も得
られ、食物繊維やビタミン、ミネラルを豊富
に含んでいます。積極的に摂取していただき
たいのですが、食べるときにかけるドレッシ
ングやマヨネーズ、また調理する際に使用す
る油などを多く摂取してしまうと、エネル
ギーや塩分もその分多く摂取してしまいます
ので注意が必要です。また、野菜といっても
南瓜やじゃが芋など炭水化物を主成分とする
ものもあり、糖質の摂り過ぎにつながる場合
がありますので、毎食適量をバランスよく組
み合わせて摂取することをお勧めします。

Q3 ご飯の代わりにお酒を飲んでも
 よいですか？

Answer　ご飯は糖質以外にも身体に必要な
栄養素を多く含みますが、アルコールは栄養
素をほとんど含みません。ですから、ご飯を
食べないから、もしくは減らしたから、とい
う理由でその分お酒を多く飲むことはお勧め

できません。純アルコール量で１日あたり約
20～25 gが適切な量です。週に１度は休肝
日を設定し、長く楽しめるような節酒を心が
けましょう。また、お酒のエネルギー
（ 表3 ）のみならず、おつまみから摂取する
エネルギーや食塩の過剰摂取も肥満の原因と
なりますので、野菜等を上手に取り入れ、お
つまみを工夫することも大切です。

Q4 食事量を減らしたつもりでも、
 体重が減らないのはなぜですか？

Answer　まずは食事量を正確に把握するこ
とが大切です。食事量を減らしたつもりで
も、高エネルギーのものを摂取していたり、
間食したことを忘れていることがあります。
食べる前に写真を撮ったり、食べた後に記録
するなどの習慣をつけることで、自分の食事
量を知ることができます。その上で、摂取エ
ネルギーと消費エネルギーのバランスを改め
て考えてみましょう。

Q5 減量を長続きさせるコツは
 あるでしょうか？

Answer　適切な目標設定を行うことと、ス
トレスと上手につきあう方法を身につけるこ
とです。多くの人は減量を急ぐあまり、高い
目標設定をしがちです。１ヶ月で体重の５％
以内の減量を目安としましょう。また食べる
ことでストレス解消をしているという人は別
のストレス解消法（例えば、ストレッチや入
浴など）を備えておく必要があります。

乾　明夫［鹿児島大学病院心身医療科］

肥
満
の
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ビール 350ml 150kcal
発泡酒 350ml 80～160kcal
ワイン 100ml 70kcal
焼酎 180ml 260kcal
日本酒 180ml 200kcal

ウイスキーシングル 70kcal
（150kcal＝ご飯一膳分）

表3　代表的なお酒のカロリー
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２ 運動療法の重要性

肥満の予防、減量、減量後の体重維持のた
めには、身体活動（生活活動＋運動）の増加
により消費エネルギーを増大することが重要
です。そのためには、運動の実践と習慣化が
重要な役割を果たします。

◎運動にはさまざまな効果がある
運動は、体におけるインスリン（血糖を下

げるホルモン）の感受性（効きやすさ）を高
めます。長期間にわたる運動では筋肉量の増
加、基礎代謝量の増加、糖質や脂質の代謝の
活性化、内臓脂肪の減少、心肺機能の向上に
よる血行の改善、脳神経のはたらきの活性化
がもたらされます（ 図 1 ）。さらに、レクリ
エーションの効果やストレス発散の効果も期
待できます。
日本人の死亡に関連する危険因子の第１位

は喫煙、第２位は高血圧、第３位は運動不足
と報告されています。運動は種々の生活習慣
病やがんの予防に効果が期待できます。

運動により増加するものと改善されるもの
を  表 1  に記します。
食事療法による減量は、運動よりも優先的
に行われるべきですが、食事療法のみによる
減量は、筋肉量が若干減少するため消費エネ
ルギーの低下を招き、長期間でみるとリバウ
ンドしやすいとされています。内臓脂肪の減
少だけではなく、その後の体重の維持や病気
の予防・改善まで考えますと、運動の実践が
重要になってきます。

◎どのような運動が効果的か？
エネルギー消費量（ 表 2 ）の多い運動を

実施することは効果的です。その内容は、速
足歩行、ジョギング、水泳などの有酸素性運
動を、比較的高い強度（６～７メッツ程度）
（ 表 3 ）で長期間にわたり、継続的に行うこ
とが有効です。有酸素性運動（ 表 4 ）とは、
酸素が持続的に供給され、主に脂肪をエネル
ギーとして使用する運動です。

表１　運動により増加するものと改善されるもの 

運動により増加するもの

・筋力・筋持久力
・関節可動域
・心機能
・循環血液量
・肺活量
・エネルギー消費量
・ＨＤＬコレステロール
・免疫力（？）
・抗酸化能力

運動により改善されるもの

・運動器疾患
・心疾患（心機能不全）
・呼吸器疾患
・代謝疾患
・易感染性
・肥満

図１　運動の効果

脂肪 脳・神経
筋肉
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また、筋力トレーニングやストレッチ体操
などのレジスタンス運動を加えることは、内
臓脂肪減少の効果は低めですが、筋肉量の維
持、減量後のリバウンド予防に大変有効で
す。レジスタンス運動（ 表４ ）とは、筋肉
内のグリコーゲンを主にエネルギーとして使
用する運動です。
運動強度は高いほど効果が大きいと推測さ

れてきましたが、最近では、強度そのものよ
りも「高めの強度で多めの運動量」が重要で
あることが示されています。また、運動を継
続することが、その効果（心肺機能や筋持久
力の向上など）を引き出すために重要である
と指摘されています。

◎運動療法の注意点
運動を始める前には、医師によるメディカ

ルチェックが必要です。糖尿病のコントロー
ルが極端に悪い、網膜症による眼底出血があ
る、腎不全（腎臓の働きが極端に悪い）の状
態である、高度の糖尿病性神経障害がある、
虚血性心疾患や心機能障害がある、整形外科
疾患がある、急性感染症がある、などの場合
には、運動の禁止や制限をします。
これをやれば痩せるという決まった運動内

容はありません。単に体脂肪の減少のみに注
目して高い強度の運動をするのではなく、リ
スクの有無、疲労度、年齢、肥満の程度、さ
らに継続できるかどうかなどを総合的に考慮
して、個人にあった運動内容を考えるのが理
想です。

表３　日常生活における運動強度 

3～4メッツ 5～6メッツ 7～8メッツ

普通の歩行
低速自転車
ラジオ体操
家事
ゴルフ

速足歩行
中速自転車
農作業

ジョギング
水泳
エアロビクス
テニス（シングル）

表２　工ネルギー消費量の計算式 

エネルギー消費量（kcal）＝1.05×体重（kg）×運動強度（メッツ）×運動時間（hr）

エクササイズ

※運動強度（メッツ）とは…運動時の代謝量が安静時の何倍に相当するかを示す尺度 

表４　運動の種類 

有酸素性運動

・消費エネルギーが大きい
・運動中の血流量が大きくなる
・呼吸循環機能が向上する

レジスタンス運動

・消費エネルギーは小さい
・運動中の血圧が上昇する
・筋肉量と筋力が増える

肥
満
の
治
療

2
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Q1 減量や肥満予防のためには
 運動することが必要ですか？

Answer　減量や肥満予防のためには「食事療
法＋運動療法」が大切です。食事制限のみで
減量しますと、脂肪と一緒に筋肉も減ってし
まいます。その結果、体力が低下し、基礎代
謝量が減るため、かえって太りやすい体質に
なってしまいます。厚生労働省の生活習慣病
対策の標語には、「一に運動、二に食事、
しっかり禁煙、最後にクスリ」と記されてお
り、運動療法の重要性が強調されています。

Q2 家事も減量や肥満予防に
 役立ちますか？

Answer　家事、仕事、通勤の移動などの生
活活動は、運動と同様に減量や肥満予防に役
立ことが疫学調査より明らかにされていま
す。生活活動でも痩せますし、身体活動（運
動＋生活活動）のすべてに減量効果・健康増
進効果があります。厚生労働省の新しい「健
康づくりのための身体活動基準2013」では、
64歳未満の青壮年者で、中強度（３メッツ以
上）の生活活動を1日60分程度実施すること
を推奨しています。65歳以上の高齢者では、
1日40分程度体を動かすことが推奨されてい
ます。

Q3 日常生活で運動を継続するための
 コツは何ですか？

Answer　運動を「特別なもの」とか、「特別
な時間」と考えるのではなく、「日常生活の
延長」あるいは「生活の一部」として考える
ことが大切です。すなわち、運動を生活のな
かに組み込むことが重要です。また、運動の
内容や頻度が体力に見合った適度なものであ
るかどうかを医師に相談して考えてみましょ
う。

Q4 糖尿病や脂質異常症などにも運動が
 効果的なのはなぜですか？

Answer　運動はエネルギーを消費します。
エネルギーのもとになるのは、血液、骨格筋、
肝臓、脂肪組織などに蓄えられた糖および脂
肪です。運動に必要なエネルギーは、活動筋
で糖や脂肪を燃やすときにつくられるので、
血液中の糖や脂肪は筋に取り込まれ、血中濃
度が減少します。糖尿病では食後血糖の上昇
を抑えるために、食後20～30分たったら
ウォーキングなどの運動が望まれます。食後
の運動は効果的です。30～40分歩けるとベ
ストです。

Q5 減量や肥満予防のためにどの程度
 体を動かせばよいですか？

Answer　肥満改善のためのガイドラインと
して、わが国では「健康づくりのための運動
指針2006」があり、生活習慣病を予防し健
康な生活を送るための身体活動水準を示して
います。内臓脂肪を減少させるために必要な
運動量として、週に10エクササイズ（ 表2 ）
以上という目標を設定しています。週に10
エクササイズとは、30分間の速足歩行（約5
メッツ）を週4日間実践することに相当しま
す（5メッツ×0.5時間/日×4日/週 = 10
エクササイズ）。

正田純一［筑波大学附属病院消化器内科］
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３ 外科治療という選択 

◎肥満に対する外科治療とは？
肥満の手術というと、「脂肪吸引」や「脂

肪切除」などを思い浮かべる人も多いと思い
ます。しかし、ここでいう肥満に対する外科
治療とは「胃の切除もしくは縮小を伴う消化
管手術」と定義されています。つまり、食べ
る量を少なくすることで減量を達成するとい
うもので、「摂食制限手術」と呼ばれていま
す。また、栄養の吸収をわざと悪くして減量
を行う「吸収抑制手術」をこれに加えること
もあります（ 図 1 ）。わが国では、摂食制限
手術であるスリーブ状胃切除術が保険診療で
認められています。一方欧米では、吸収抑制
手術を加えた胃バイパス術が主に行われてい
ます。

◎外科治療の対象となる肥満とは？
わが国の保険診療で認められているスリー

ブ状胃切除術の適応は、「６ヶ月以上の内科
的治療によっても十分な効果が得られない、
体格指数（BMI）≧ 35（身長160 cm、体重
90 kg でおよそ BMI = 35）で、糖尿病、高
血圧症、高脂血症のうち、少なくとも 1つ
を有していること」となっています。

◎手術のメリット
肥満に対する外科治療は、適切な食事療法

と運動療法を併用することにより、長期間の
減量効果を得ることができます。重症肥満の
患者さんが 5年後に死亡する確率は、手術
を受けることにより、約 1/9 に減少すると
言われています。実際の体重から理想体重
（BMI=22 とした時の体重）を引いた値を超
過体重と言いますが、平均で術後１年の時点
で超過体重の約 50%以上が減量できると言
われています。また糖尿病や高脂血症は劇的
に改善することが知られており、インスリン
注射や内服薬が必要なくなる患者さんも少な
くありません。また、がんの発生も少なくな
ると言われています。

◎手術のデメリット
手術に伴う合併症で死亡する可能性は
0.2~1 %と言われています。手術をしても、
食事療法をしっかり行わなければ減量はでき
ません。

Q 手術をすれば誰でも痩せることが
 できますか？

Answer　手術をしても、食事に気をつけな
いと痩せることはできません。栄養士の指導
のもとで適切な栄養指導を受けることが大切
です。

内藤　剛［東北大学病院肝胆膵外科／胃腸外科］

図1　手術術式

摂食制限手術 摂食制限手術＋吸収抑制手術
スリーブ状胃切除術 胃バイパス術 スリーブバイパス術

摂食制限手術
パス術

肥
満
の
治
療

2

胃の上部を小さく
切って小腸を
バイパスする

スリーブ状
胃切除術に
胃バイパス術を
追加する

胃を細く
切除する

切り取った胃
（保険診療）
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◎アルコールがもたらす消化器の病気
アルコールの過剰摂取は、肝障害や膵炎な

どさまざまな消化器の病気を引き起こしま
す。また、エタノールの代謝産物アセトアル
デヒドは発がん性があり、さまざまな消化器
系のがんの原因になります（ 表 1 ）。特に少
量でも顔が赤くなる「お酒に弱い」人は、飲
酒により口腔・咽頭や食道がんのリスクが極
めて高くなります。

◎アルコール性肝障害
アルコールがもたらす消化器の病気として

もっとも頻度が高いのが、アルコール性肝障
害です。過剰の飲酒により、脂肪肝から肝
炎、肝線維症を経て肝硬変や肝がんまで進行
することがあります。アルコールが肝障害を
引き起こす仕組みは解明が進み、アルコール
の直接的な毒性、活性酸素による酸化ストレ
ス、免疫異常などさまざまな機序が関係しま
すが、最近は腸内細菌の異常との関連が注目
されています。

◎アルコール性肝障害とメタボリック
　シンドローム
アルコール性肝障害、とりわけ脂肪肝は、
肝臓でのインスリンの働きを阻害することな
どにより全身の代謝異常を引き起こし、メタ
ボリックシンドロームを悪化させることも明
らかになりました。このように、アルコール
性肝障害と肥満は相互に連関してメタボリッ
クシンドロームを悪化させるのです。

Q 適切な飲酒量とはどの程度で
 しょうか？ 

Answer　アルコールへの感受性（アルコー
ルに強いか弱いか）は代謝能力の個人差（遺
伝的素因）や性差などさまざまな因子に影響
されます。女性は男性に比べ、より少ない飲
酒量かつ短期間の飲酒でも、重度の肝障害に
至りやすいのです。このように個々の人のア
ルコールへの感受性は非常に幅があります。
一般的な適正飲酒量を決めることはできませ
んが、「節度ある適度な飲酒」は純アルコー
ルで20 g /日程度と考えられます（ 図1 ）。

竹井謙之［三重大学病院消化器・肝臓内科］

１ アルコールと肥満と消化器の病気 

肥満が引き起こす消化器の病気33

表1　アルコールが引き起こす消化器の病気

アルコール性肝障害

　アルコール性脂肪肝、アルコール性肝炎
　アルコール性肝線維症
　アルコール性肝硬変

膵障害

　急性膵炎（重症膵炎を含む）
　慢性膵炎

消化管障害

　食道炎、急性胃粘膜病変
　胃十二指腸潰瘍

消化器系のがん

　口腔・咽頭がん、食道がん
　大腸がん、肝臓がん

図1　節度ある適度なアルコール摂取量（1日当たり）

純アルコールで20～25 g/日
（出典：厚生労働省「健康日本21」）

ウィスキー
ダブル1杯

ビール
中瓶1本

日本酒
一合

ワイン
グラス2杯
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２ 肥満が引き起こす食道・胃の病気

◎GERD、バレット食道とは？  図1 
肥満と関係する食道や胃の病気として胃食

道逆流症（GERD）、バレット食道、食道腺
がん、胃噴門部がんなどが挙げられます。
GERDとは、胃の内容が食道に逆流して

食道の粘膜にただれを生じたり（逆流性食道
炎）、胸やけや呑

どん

酸
さん

（口の中に酸っぱいもの
が上がってくる）などの不快な症状を引き起
こす病気です。喉の違和感や胸痛、慢性の咳

がい

嗽
そう

（せき）などを訴える患者さんもいます。
バレット食道は、食道の正常の粘膜が胃と

同じ粘膜に置き換わった状態で、そこに食道
腺がんが発生しやすくなるとされています。
胃酸や胆汁の逆流が長く続くことが原因の一
つと考えられています。また、胃噴門部がん
は食道と胃の境界部の近くに発生する胃がん
で、食道腺がんとともに肥満が発生リスクを
高めることがわかっています。

◎肥満により食道への逆流が増える
肥満者は内臓脂肪により胃が圧迫されるこ

とで胃の内圧が上昇したり、胃の一部が横隔
膜より上にせり上がる食道裂孔ヘルニアを起
こすことで、胃の内容物が食道内に逆流しや
すくなります。また、食道と胃のつなぎ目に

は逆流を防ぐ働きをしている下部食道括約筋
（LES）がありますが、肥満によりLESの働
きが弱まることで、主に食後に LESが一時
的に弛緩する現象（いわゆるゲップ）が頻回
に生ずるようになり、逆流回数が増加しま
す。さらに、脂肪分の多い食事が LESの働
きを低下させることもわかっています。

Q1 減量すればGERDは良くなるので
 しょうか？ 

Answer　体重を減少させることでGERDも
改善することがわかっています。

Q2 日常生活での注意はありますか？

Answer　揚げ物やバターなどの高脂肪食、
チョコレートや餡などの高浸透圧食、アル
コール、コーヒーなどはGERDを引き起こ
し、悪化させますので、控えるようにしま
しょう。また、夜遅くの食事は、胃内容物が
残っている状態で就寝することになり、逆流
をきたしやすいので注意してください。その
他には、ベルトやコルセットなどで腹圧をか
けすぎないようにすることも大切です。

春日井邦夫［愛知医科大学病院消化管内科］

胃酸分泌の増加
・ピロリ菌感染率の低下
・食習慣の欧米化
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胃酸

逆流の増加
・食道裂孔ヘルニア（肥満）
・胃内圧の上昇（内臓脂肪）
・LES圧低下（高脂肪食）

図1　GERDとバレット食道
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３ 肥満が引き起こす大腸の病気

◎大腸がんと生活習慣
大腸がんやその前段階である大腸ポリープ

（  図 1  ）の起きやすさは、喫煙や飲酒など日
頃の生活習慣と関連があると考えられていま
す。食生活との関連もわかっており、米や野
菜中心の生活から肉や油などたんぱく質や脂
肪分の多い欧米型の食事への変化に伴い、日
本では大腸がんが増加しています。

◎大腸がんと食品
① 肉類
赤身肉（牛肉、豚肉など）や加工肉（ハ

ム、ベーコン、ソーセージなど）などの肉類
は、大腸がんのリスクを高めてしまう食品だ
と考えられています。赤身肉は１週間で
500 g 未満にすることを勧めています。
②アルコール
アルコール摂取は大腸がんのリスクを高め

ると考えられています。アルコールの消費量
は男性に多い傾向があり、大腸がんのリスク
を高める作用も男性に強いと報告されていま
す。

③野菜
野菜の摂取は大腸がんのリスクを下げると
いう報告があります。野菜の摂取量は 1日
350 g 以上が目標とされています。
④牛乳
牛乳を多く摂取した人では大腸がんのリス
クが減少したという報告があります。牛乳に
含まれるカルシウムが大腸の発がんを抑える
ためだと考えられています。ただし、牛乳は
カロリーが高いので注意してください。

Q1 肥満だと大腸がんになりやすい
 ですか？

Answer　大腸がんは肥満とも関係しており、
特に男性では体格指数（BMI）27以上で大腸
がんになる可能性が高くなると報告されてい
ます。世界がん研究基金/米国がん研究所
は、大腸がんと生活習慣の関連について
  表1   のように報告しています。

Q2 大腸がんの予防として運動は
 効果的ですか？

Answer　欧米では、運動に関する多くの研
究で大腸がんに対する予防効果があると考え
られています。日本でも特に男性では身体活
動が大腸がんのリスクを減少させると報告さ
れています。また、肥満とは関係なく運動を
すること自体が大腸がんの予防に有用である
という研究結果もあります。
中島　淳［横浜市立大学附属病院消化器内科（肝胆膵消化器病）］

表1　 大腸がんの危険を上げるもの 大腸がんを予防するもの

確実
肥満、高身長、赤身肉（牛肉、豚肉など）、
加工肉（ハム、ベーコン、ソー
セージ）、飲酒（男性）

運動

可能性が高い 飲酒（女性）
にんにく、
食物繊維、牛乳、
カルシウム

（出典：世界がん研究基金／米国がん研究所）

図1　 横行結腸
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胆のう・膵臓（  図 1  ）においては、胆石
症、胆のうポリープ、胆のうがん、また急性
膵炎や膵臓がんなどが肥満に関係がありま
す。ここでは特に胆石症と膵臓がんについて
解説します。

◎胆石症とは？
胆石症は、肝臓で作られる胆汁成分の固ま

り（胆石）ができる病気です。肥満の人で
は、胆のう内にコレステロールの多い胆石が
できやすいことがわかっています。肥満以外
にも、年齢（40歳代）、女性、血中コレステ
ロール高値、急なダイエット、胃の手術など
が危険因子です。
胆石があってもほとんどは無症状で、偶然

に健診などでみつかることも多いです。症状
のある人では、脂っこい食事をした後などに
お腹が痛くなったり、吐き気や胸やけを起こ
したりします。 重症な場合では、胆石が胆
管に詰まって黄疸や熱が出ます。

Q1 胆石症ではどのような検査や
 治療をするのですか？

Answer　胆石は、エックス線写真や腹部CT
検査でもわかりますが、よく行われるのは腹
部超音波検査です。γ-GTPやALPという
血液検査が高値となることもあります。無症
状の胆石では、治療をせずに経過観察をする
場合もあります。しかし、症状のある場合や
症状がなくても胆のうがんの恐れがある場合
は治療が必要です。状況に応じて、薬で溶か
す治療（大きくないもの）、砕く治療、胆の
うを腹腔鏡で摘出する方法を選択します。

４ 肥満が引き起こす胆のう・膵臓の病気

◎膵臓がんとは？
膵臓がんは、膵臓にできる悪性腫瘍です。
悪性度が高く、みつかった時には広がってい
ることも多く治療が難しいがんです。肥満の
人では 1.5 ～２倍くらい膵臓がんになりやす
いことがわかっています。肥満以外にも、喫
煙、糖尿病、動物性脂肪や加工肉食品の摂取
などが危険因子です。
膵臓がんに特徴的な症状はありません。が
んの固まりが膵液の流れを邪魔して、膵炎症
状（腹痛や背部痛など）を起こすことがあり
ます。また、糖尿病から膵臓がんがみつかる
ことも多いです。黄疸や体重減少、食欲不振
でみつかることもあります。

Q2 膵臓がんではどのような検査や
 治療をするのですか？

Answer　膵臓がんは、腹部超音波検査や腹
部CT検査、MRI検査、内視鏡超音波検査、
膵管造影検査、PET-CT検査などの画像検
査で詳しく検査をする必要があります。血液
検査ではCA19-9やDUPAN-IIという検査
が高値となることもありますが、診断の決め
手にはなりません。手術が治療の第一で、手
術ができない場合には抗がん剤治療を行いま
す。

丹藤雄介［弘前大学医学部附属病院糖尿病代謝内科］
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５ 肥満が引き起こす肝臓の病気

◎肝臓の働きと肥満
肝臓は代謝の要の臓器として、胃腸で消化

吸収した栄養素を一時的に蓄えたり、糖分・
タンパク質や脂肪などさまざまな物質を合
成・分解し、必要なタイミングで全身に供給
する重要な役割を担っています。また、体の
外から入ってきた薬物や、体内で生じた有害
な物質を解毒したり、胆汁を作って腸での消
化吸収を助けたりする働きもあります。栄養
過多や運動不足などで肥満になると、肝臓の
細胞（肝細胞）に脂肪がたまって、脂肪肝の
状態になります（  図 1  ）。

◎NAFLD・NASHとは？
お酒を多く飲む人が脂肪肝になることはよ

く知られていますが、肥満の増加に伴って、
お酒をあまり飲まない人の脂肪肝が急激に増
えてきています。最近では、わが国でも健康
診断を受けた人の約３割近くが脂肪肝と言わ
れています。このように、アルコールが原因
ではない脂肪肝を非アルコール性脂肪性肝疾
患（NAFLD）と呼び、男性では純アルコー
ル換算で１日当たり 30 g（ビール中ビン１
本半または日本酒 1.5 合まで）、女性ではそ
の 2/3 の１日当たり 20 g までの飲酒量の人
も含めます。NAFLDの多くは脂肪肝のまま
長く経過します。 NAFLDはメタボリックシ
ンドロームと深く関わっています。
また、 NAFLD の 10~15%はアルコール

性肝障害と同じように肝臓に炎症を起こして
肝硬変へと進行したり、肝がんを発症したり
する、非アルコール性脂肪肝炎（NASH）
という病気だということがわかってきまし
た。NAFLDと診断されたら、まずは生活習
慣の改善で様子をみることから始めますが、
一度は専門医の診察を受けることが勧められ
ます。NASHの可能性が高いと考えられる
場合には、肝臓の組織を採って調べる肝生検
などの精密検査や薬物療法が必要になってき
ます。

◎ウイルス性肝炎・肝がんと肥満
C型肝炎やB型肝炎などのウイルス性慢
性肝炎では、病気が進行すると肝硬変になっ
たり、肝がんを発症したりしますが、肥満は
肝炎の進行を早めることがあると考えられて
います。肥満に伴うNASHでも、進行する
と肝がんを発症することがありますが、肝炎
ウイルス感染と肥満が重なると肝がんになる
リスクが一層高まるので要注意です。また、
最近は抗ウイルス薬による治療が飛躍的に進
歩していますが、治療でウイルスが消失した
人でも、その後の生活習慣には十分に気を付
ける必要があります。

Q  脂肪肝はどのように診断しますか？
Answer　脂肪肝に特有の症状はありません。
血液検査では血清ALT（GPT）値やγGTP
値が高くなることがありますが、基準値内の
ことも珍しくありません。超音波検査や
CT・MRIなどの画像検査は有用で、超音波
検査が最も簡便な方法です。NASHかどう
かを確実に調べるには、今のところ肝生検が
必要ですが、より体に負担の少ない検査法も
開発されつつあります。

池嶋健一［順天堂大学医学部附属順天堂医院消化器内科］

正常 脂肪肝

図1　

脂肪肝とは、肝細胞に脂肪滴がたまっている状態です。



おわりに

肥満は、過食や運動不足などの生活習慣や遺伝的要因などの複合的な原因で
起きます。Obesity Pandemic と呼ばれ、世界的にその対策が喫緊の課題と
なっています。消化器は、食欲、食べ物の消化と吸収を通じて、肥満の成立に
大きな役割を果たしています。そして、肥満によって消化器の病気も起こりま
す。
「肥満と消化器疾患～痩せれば治るこんな病気」では、１．肥満が引き起こ
すさまざまな病気、２．肥満の治療、３．肥満が引き起こす消化器の病気、の
3つの大項目を立ました。
１．肥満が引き起こすさまざまな病気では、肥満の定義、原因、肥満によっ
て起こる全身病に関してまとめました。肥満によって、血糖を低下させるホル
モンのインスリンが効きにくい状態（インスリン抵抗性）となり、メタボリッ
ク症候群、糖尿病、脂質異常症、高血圧を発症し、心筋梗塞や脳血管障害の原
因となること、肥満によって起こる消化器の病気、肥満ががんのリスクになる
ことなどを概説しています。
２．肥満の治療では、食事療法・行動療法・運動療法に関して、それぞれ具
体的な方法を詳しく示しています。皆様の肥満の予防や減量とその維持に役立
つようまとめました。また、超肥満に対して行われる外科手術に関しても取り
上げています。
３．肥満が引き起こす消化器の病気では、アルコールと肥満と消化器の病
気、食道・胃の病気、大腸の病気、胆のう・膵臓の病気、肝臓の病気に分け
て、それぞれの代表的な病気である胃食道逆流症（GERD）、バレット食道、
大腸ポリープ、大腸がん、胆石症、胆のうポリープ、胆のうがん、膵臓がん、
非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）、非アルコール性脂肪肝炎（NASH）
について説明しております。
肥満の治療は、食事・運動療法などの生活習慣が基本となります。ご自身で
予防し、そして、治していただくことになります。わが国では、食糧事情の悪
い時代を経験し、栄養失調や痩せは問題視しましたが、肥満は外見的問題のみ
として、健康を害することに注目してきませんでした。飽食の時代を迎えた
今、肥満の怖ろしさを認識して、健康長寿を目指すために、本誌がお役に立て
ば幸いです。

橋本悦子
日本消化器病学会「肥満・栄養と消化器疾患委員会」担当理事
東京女子医科大学病院消化器内科




