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Clinical Chemistry Podcasts January, 2018 

 

Dietary Fat： Friend or Foe? 

 

食事性脂肪：敵か味方か? 

 

 

 

 

Bob Barrett：     これは、Boston Children’s Hospitalの臨床検査医学部門がスポンサーとなって提

供されているClinical Chemistry からのポッドキャストです。私はBob Barrett

です。 

長年にわたって、低脂肪食(low fat diets)が、肥満の予防および治療における公衆

衛生および臨床の指針の基礎と考えられてきました。これらの勧告は、脂肪が食

事の中で最も高エネルギー源であることから、脂肪の消費が肥満を促進するとい

う考えに基づいていました。したがって、1984年から1990年代年まで、食事性脂

肪は、健康に対する敵として見なされてきました。  

現在でも、健康食の例として、総脂肪量を摂取カロリーの35％を上限とし、高脂

肪消費を継続的に抑制することを示唆する内容が、“米国人のための食生活指針

2015-2020(第8版) [ Dietary Guidelines for Americans 2015–2020 (Eighth 

Edition]”に補足記入されています。 

これらの公衆衛生メッセージは、低脂肪食時代に、食品産業界が、多くの製品中

で、脂肪を砂糖、食塩、単純炭水化物に置き換えるというような、意図しない結

果を招きました。データは、精製炭水化物の消費量の増加が、代謝性疾患、心疾

患のリスク因子、および肥満、メタボリックシンドローム、2型糖尿病の増加を

含む、関連する健康上の結果に、悪影響を及ぼしていることを示しています。 

さらに、他のエビデンスは、低炭水化物食(low carbohydrate diets)、高脂肪食(high 

Article:  

Cara Ebbeling, et al.  

Dietary Fat: Friend or Foe?.  

Clin Chem 2018;64:34-41.  

http://clinchem.aaccjnls.org/content/64/1/34  

Guest: Dr. Cara Ebbeling is co-director of the New Balance Foundation Obesity Prevention 

Center at Boston Children’s Hospital and Associate Professor of Pediatrics at Harvard Medical 

School. 



 

2 

 

fat diets)が、肥満患者の減量を促進するためには、低脂肪食より有効かも知れな

いことを示しています。したがって、最近の20年間は、低脂肪食は自重すべきだ

ということが、厳しく言われるようになってきています。  

これは、現在、体重の減量および疾病予防のための栄養上の勧告が不必要である

ということを意味するわけではありません。最も安全で有効な食事および違った

食事の健康上および代謝上の影響を理解するために、継続的な探求を行うことに

関する意見には、まだ多くの違いが存在しています。 

その分野では、個別化された栄養(personalized nutrition)の概念が探求され始め

ています。個々の人々における非常に広範囲のあらゆる食事への応答およびそれ

ぞれの人における肥満を予防し、治療するための最適な食事に関する認識は、そ

の人の遺伝子型と表現型によって変わるかも知れません。 

Clinical Chemistry 誌2018年1月の特集号のQ&A記事で、栄養学専門家のパネル

が、これらの話題について議論しています。この特集号のゲスト・エディターで

あり、また、このQ&A記事のモデレーターであるDr. Cara Ebbeling が、本日の

このポッドキャスト中で私たちに加わります。  

Dr. Ebbelingは、介入栄養研究(interventional nutrition research)のデザインお

よび品質管理に関して国際的に認められている専門家です。先生は、Boston 

Children’s Hospital におけるNew Balance Foundation Obesity Prevention 

Center の共同責任者であり、Harvard Medical Schoolにおける小児科の准教授

です。 

Ebbeling先生に伺います。何故、Clinical Chemistryの肥満特集における、食事

性脂肪に関するQ&Aミーティングを行うことを決定したのですか？ 

 

Dr. Cara Ebbeling：  質疑応答フォーマットが、食事性脂肪についてのこのQ&Aミーティングに招待

された専門家たちの展望を、簡潔に要約する優れた機会を提供することになるだ

ろうということを予想したからです。 この話題は、可成り注目の的となり、時

には討論の焦点になるでしょう。その内容には、歴史的な話題と当代的な話題の

両方が含まれています。 

先ず歴史的な点から考えてみましょう。長年、低脂肪食は、肥満を予防し、治療

するための公衆衛生および臨床の指針の基礎と考えられてきました。栄養に関す

る米国上院特別委員会は、1977年に最初の指針をリリースしました。その時の、

米国における食事の目標(Dietary Goals for the United State)は、総エネルギー

摂取量の55%～60%まで炭水化物の消費量を増加させ、脂肪消費量を従来の40％

以上から30％まで削減するという勧告が含まれていました。脂肪が食事で最も高

エネルギー源であることから、脂肪摂取が肥満を促進するということが、その考



 

3 

 

えの1部となっていたのです。 

そのような規制データが既に存在するにもにもかかわらず、食事性脂肪を減らす

勧告は、1984年に、心臓病を予防するために血中コレステロールを減らすことに

関するNIHコンセンサス展開カンファレンス(NIH Consensus Development 

Conference on Lowering Blood Cholesterol to Prevent Heart Disease)における

エキスパートパネルによって強調され、1987年に、再び、全米コレステロール教

育プログラム(National Cholesterol Education Program , NCEP)により強調さ

れました。1984年から1990年代までの間は、食事性脂肪は、健康に有害なものと

して見られてきたのです。  

話題を現在に進めましょう。現在の ”米国人のための食生活指針” は、栄養素の

摂取量ではなく、食事パターンおよび栄養素プロフィール中の関連する食物に焦

点を当てています。総脂肪摂取に関する明確な制限がないことから、その指針は、

飽和脂肪(saturated fat)からのエネルギーを10%未満にすることを主張し続けて

おり、それは、国際的に見ると、先進国における勧告と一致しています。 

興味深いことに、指針に補足追加された毎日の栄養上の目標および健全な食事例

としては、総脂肪量を摂取カロリーの35％を上限とすることを反映させており、

高脂肪消費を継続的に抑制することを示唆しています。 

食事性脂肪に関する勧告が、その時代の話題のままであることを前提にして、私

たちは、栄養学専門家たちに、それらの展望に関する質問をしました。 

 

Bob Barrett：     先生、食事性脂肪の合計量の制限に注目した、以前の国民および国際的な指針に

対する専門家たちの展望についてお話しいただけませんか？  

 

Dr. Cara Ebbeling：  Q&Aミーティングに参加した専門家たちは、低脂肪食に関する指針が、意図し

ない結果、すなわち、肥満を促進するという悪い結果および関連する病的状態に

なったこと、さらに、肥満の病因が、単一的な原因のみからもたらされるもので

はないという認識について同意を示しています。 

意図しない結果は、食品産業界が、低脂肪食時代に、多くの製品中で、脂肪を精

製炭水化物に置き換えたことによる結果でした。前向きコホート研究およびラン

ダム化対照試験からのデータは、高トリグリセリド値、低HDLコレステロール値、

小型、高密度LDL粒子(small, dense LDL particles)の増加が特徴となっている、

健康に関するアウトカム、およびインスリン感度の低下、アテローム性脂質異常

症(atherogenic dyslipidemia)のようなリスク因子に対する精製炭水化物の悪影

響を示しています。 

過去20年間にわたって、低脂肪食は自重するべきだということが、厳しく言われ
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るようになってきています。専門家たちは、同様に、食事性脂肪のタイプが、熟

考する上で重要であることについて同意しました。以前に、飽和脂肪に代わる健

康的なものとして市場に出回った、工場生産されたトランス脂肪(trans fat)は、

いまや、それが、心血管疾患のリスク因子として悪影響を及ぼすことから不健康

なものとして認識されています。  

それとは対照的に、一価不飽和脂肪(monounsaturated fat)および多価不飽和脂肪

(polyunsaturated fat)には、心血管疾患を保護する特性があります。飽和脂肪は、

一般的に、それがLDLコレステロールを増加させるという点で不健康であると考

えられています。しかしながら、何人かの専門家たちは、飽和脂肪酸(saturated 

fatty acid)の炭素数およびリポタンパクの粒子サイズが、ある程度まで、生物学

的作用に影響を及ぼすことを指摘していました。  

飽和脂肪によって産生されたLDLコレステロールの増加は、浮力が大きいリポタ

ンパクを含む、比較的それほど有害ではないサブタイプかもしれません。それと

は関係なく、飽和脂肪を、炭水化物、とくに精製炭水化物に置き換えるよりも、

むしろ、不飽和脂肪(unsaturated fat)に置き換えた方が、疾病のリスクを低下さ

せます。低炭水化物食は、ますます一般的になってきています。  

 

Bob Barrett：     さて、それらが一般的になってきているので、それらの食事について話しを進め

ましょう。 これらの低炭水化物食は、さらに多くの討論の的となっていますが、

その討論の焦点は何ですか？ 

 

Dr. Cara Ebbeling：  貴方の言う、低炭水化物食が 多くの討論の的となっていることは確かです。低

炭水化物食に関する質問は、このQ&Aの間に、専門家たちの間で、多少異なる反

応を誘発しました。何人かは、低炭水化物食の明確な定義が存在せず、種々の研

究間で比較が困難であることを指摘しました。  

また、同時に、その討論の中で、長期にわたる、その有効性、それに対する支持、

肥満のマネジメントおよび予防、とくに、最も極端な低炭水化物食の安全性に関

するデータが欠如しているという問題が指摘されました。 

他方、低炭水化物・高脂肪食が、肥満患者たちの減量を促進するためには、食後

インスリン分泌が少なくなる結果の影響により、低脂肪食より有効かもしれない

ことを示すエビデンスに関するいくつかの議論がさらにありました。  

ある専門家が、低炭水化物・高脂肪食に関する主要な問題に取り組むためには、

LDLコレステロールの増加を避けるために飽和脂肪を問題にすることよりも、む

しろ、不飽和脂肪の効用について強調する方が、利点が得られるのではないかと

述べました。この点に関する実際的なメッセージの１例としては、バターを減ら
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して、オリーブ油を増やすということになるでしょう。  

もう１人の専門家は、中庸的なアプローチをとり、健康の助けになる食事性脂肪

および炭水化物の範囲があることを示唆する場合に、自然食品について強調する

ことが望ましいと述べました。これは、現時点における、利用可能なデータに基

づいた、思慮深い展望であるように思えます。  

 

Bob Barrett：     この討論の結論として、先に進む道が見えたでしょうか？ 

 

Dr. Cara Ebbeling：  勿論です。 討論と対話は、科学を進歩させるのを支援します。ランダム化対照試

験からのデータは、肥満を予防し、管理するための食事の勧告を開発する上での、

最も強力なレベルのエビデンスです。しかし、そのような臨床試験からの結果を

解釈する場合に、その研究のデザインに関して、細心の注意を払わなければなり

ません。  

研究デザインの連続的集合体(continuum)は、説明的試験(explanatory trial)から

実用的試験(pragmatic trial)まで広範囲に及んでいます。説明的試験は、混同す

る可能性を最小化する理想的な条件下で行われ、これには、独立変数と従属変数

の因果関係が確かにあることを意味する、高い内的妥当性(internal validity)が存

在します。一方、実用的試験は、研究の結果が一般的である、一般的妥当性を意

味する、高い外的妥当性(external validity)が存在します。 

この討論の結論へのシステム・アプローチは、食品構成が代謝と健康アウトカム

に影響を与えることにより、生物学的メカニズムを理解するための、説明的試験

を含んでいなければなりません。それが成功する場合は、説明的試験は、実用的

試験で最高潮に達する研究デザインの連続的集合体に沿った、より進んだ研究を

するための基礎を提供します。  

外的妥当性の確立は、抑制給食から栄養指導および行動カウンセリングまでの広

い範囲に及ぶ、介入戦略を備えたいくつかの試験を必要とする、反復する多重ス

テップ・プロセスなのです。多くの研究が、低炭水化物食の影響下で、他の食事

との比較が行われます。  

内部妥当性を最大化にするために、代謝病棟で実施された、短期間の給食研究か

ら得られる数々の結果が利用可能になりますが、低炭水化物食の長期的な影響を

問題にする場合に、そのデータは適切ではないかも知れません。一方、一般的な

食事の長期的な試験から得られる数々の結果は、栄養に関する勧告だけでなく、

方針に積極的に参加することを促進するための教育・行動戦略とも異なり、介入

パッケージとして知られているものを基本としたものです。  

そのようなことから、決定的な結論は、炭水化物および脂肪そのものを変化させ
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た食事の代謝効果を引き出すことができません。私たちは、過度の体重増加の生

物学的引き金について検討し、さらに個別化された栄養の可能性を考慮すること 

を目的とした、高度なアプローチを用いた十分にデザインされた研究が必要であ

ると考えています。 

 

Bob Barrett：     さて、”個別化された栄養”という用語が出現しましたが、どういう意味ですか？ 

 

Dr. Cara Ebbeling：  個別化された栄養と呼ばれる新たな分野は、個々の人々が、ゲノム(genome)、

メタボローム(metabolome)、マイクロバイオーム(microbiome)、その他の因子を

ベースとした脂肪および炭水化物を含む栄養成分に対する応答が異なることを

認めています。この分野は、急速に発展しています。今後数年で、私たちは個人

が、異なる食事にどのように応答するか、また食事の処方箋をどのように最適化

するかを予測することが出来るかも知れません。勿論、この処方箋は他のライフ

スタイル因子、環境や社会的関連因子を考慮に入れなければならないでしょう。  

 

Bob Barrett：     さて最後に、Ebbeling先生、十分にデザインされた食事介入研究が必要であるこ

とは明らかだと私は思います。しかし、利用可能なデータに基づいて、現在、肥

満を予防するための最も重要な公衆衛生的なメッセージは何ですか？ 

 

Dr. Cara Ebbeling：   Q&Aにおける議論は、生涯のうちの早い時期に介在する必要性が述べられ、幼児

期に母乳による子育て、幼児期における健康的な食糧の適切な導入、ならびに、

学校での栄養指導の重要性を強調しました。  

さらにこの問題に取り組むために、私は、数人の専門家たちの展望と広範囲に一

致している、Boston Children’s Hospitalにおける、肥満予防を目的とした栄養指

導に関する私たちのアプローチについて簡潔に説明しましょう。私たちは、利用

可能な研究に基づいた、健康的な食事パターンに関する主なメッセージを単純化

して伝えます。個々の主なメッセージについては、子どもが思い出すことが出来

るような簡潔な言語を使用します。その後、私たちは、このメッセージを基本と

して、そのメッセージの導入を促進し、支援するための助言戦略を活用します。 

さらに明確にするための、1つのメッセージはこれです。”バランスのとれた食 

事を摂って、食事プレート・モデルに従いましょう”と言うことです。このメッ

セージをベースにして、私たちは、次のようなさらなる指示を出します。1)血糖

値の上昇が遅い、野菜および果物で食事プレートの半分を満たしましょう、 2)

食事プレートの4分の1に魚または鶏肉のようなタンパク質を加えましょう、3)食

事プレートの残りの4分の1の部分に、ジャガイモ以外の豆類、でんぷん質を含む
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野菜あるいは全粒穀物を加えましょう。最後に、私たちは、オイル、ナッツ、種

子類あるいはアボカドのような健康的な脂肪を加えることを勧めています。 

子どもたちや家族たちが、不健康な食糧を健康的な食糧に置き換える方法を理解

するように、食事プレートの各セクションに対する選択が出来るように、食品リ

ストを提供しています。 

もう1つのメッセージは、”食間に空腹を感じた場合は、対になったスナック

(paired snack)を食べましょう”です。対になったスナックとは、2種類の食品を

選択することにより作られたスナックを意味します。すなわち、低または中等度

の血糖指数(glycemic index,GI)を有する炭水化物とタンパク質あるいは脂肪を組

み合わせたものです。 

ペアになったスナックの例としては、ニンジンとひよこ豆のペースト(carrots 

with hummus)、りんごとピーナッツバター (apple with peanut butter)、およ

びヨーグルトとブルーベリー(blueberries with yogurt)などが挙げられます。これ

らのメッセージの適切な導入は、炭水化物と脂肪の適度な摂取に繋がります。  

最後に、私が注目したいと思う点は、単一の栄養素ではなく、食事のパターン、

また、脂肪の正確な量および炭水化物の正確な量ではなく、そのタイプに注目す

る重要性が、Q&Aの全体にわたって語られたことを述べておきたいと思います。 

 

Bob Barrett：     Dr. Cara Ebbeling は、Boston Children’s Hospital における New Balance 

Foundation Obesity Prevention Center の共同責任者であり、Harvard Medical 

School における小児科の准教授です。先生は Clinical Chemistry からのこのポ

ッドキャストのゲストでした。 

私はBob Barrettです。ご静聴有り難うございました。 

 

（訳者：中 甫） 

訳者注： 

三大栄養素の表現は、化学・生化学的には、タンパク質(proteins)、糖質(saccarides)、脂質(lipids)となり

ます。栄養学の専門家であるDr. Cara Ebbelingは、糖質、脂質に carbohydrate(炭水化物)、fat(脂肪)の

用語を使用しています。このQ&Aの翻訳では、表現されている英語の日本語訳を使用しました。 


