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糖尿病と飲酒

2型糖尿病は増加している

　私は糖尿病を診療している医師ですが、糖尿病を診療

する上で飲酒の問題をどう考えるのか、今日は飲酒の問

題だけではなく糖尿病全般についてお話をさせていただ

き、その中で糖尿病の治療における飲酒の問題について

触れていきたいと考えています。

　アメリカにおける肥満の定義は BMI30 以上ですけれど

も、1990 年から見ますとこのように BMI30 以上の肥満者

の割合が 25 あるいは 30％を超えているような州が非常に

多いということが分かるかと思います（スライド 1）。

　糖尿病の有病率は肥満の有病率が高い州にほぼ一致し

ており、肥満と糖尿病の非常に密接な関係がお分かりに

なろうかと思います。実際、肥満は「obesity」、糖尿病は

「diabetes」といいますけれども、「diabesity」といった言

葉が今非常に取りざたされているわけであります。

　このような肥満を背景にして、糖尿病は世界的にも爆

発的に増加しております。驚くべき数字ですけれども、

糖尿病患者は 3 億 4,600 万人です。世界で最も糖尿病が多

いのが中国で 9,000 万人です。インドは 6,130 万人です。それから、アメリカの 2,370 万人です。そし

て日本は 1,100 万人ですから、世界で見ますと 7 位ぐらいになるということであります。そういう点で、

特にアジアで糖尿病が非常に多いということがお分かりかと思います。

　糖尿病がどうしてこのように増えているかということについてご説明したいと思います。糖尿病は膵

臓からのインスリンの分泌の低下、そして分泌されたインスリンが肝臓や筋肉に糖を取り込みにくいと

いうインスリン抵抗性が合わさってインスリン作用不足をきたして起こります（スライド 2）。

　そもそも、日本人やアジア人は欧米人に比べてインスリンの出が 2 分の 1 という、インスリン分泌低

下の体質があるといわれています。しかし、数十年前はインスリンの出が少なくてもよく効いていたの

で糖尿病はあまり認められませんでした。

　糖尿病はこのように 50 年間に 30 倍以上に増加し、最近では 890 万人の患者と予備軍を合わせて 2,210

万人という状況まで増えてきた直接のきっかけは、このような欧米型生活習慣の結果起こってくるメタ

ボに伴うインスリン抵抗性であります（スライド 2）。

　どのように生活習慣が変化をしてきたのかもう少し具体的に見ますと、実は 1 日の総摂取エネルギー
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量は減っているわけであります。しかしながら、1 日の脂

肪摂取量はこのように増えています。ご飯の摂取は減っ

たけれども、脂肪の摂取が非常に増えているわけであり

ます（スライド 3）。

　また、自動車の保有台数から伺われるような身体活動

の低下も合わさり、すなわち高脂肪食、脂肪摂取の増加

と運動不足が背景因子となって、肥満度の増加につながっ

ているわけであります。そしてこの肥満度の増加と、ちょ

うど軌を一にして糖尿病患者の増加が認められるわけで

あります。

　肥満者の割合を経年別に見てみました（スライド 4）。

そうして見ますと、男性は毎年肥満度が増加しており、

肥満者は 20 代で 15 ～ 20％、30 代以降は大体 25 ～ 30％、

あるいはそれ以上であるということが示されているわけ

であります。

　女性は少し違う傾向があります。20 ～ 30 代はむしろ肥

満者が減っており、最近では 40 ～ 50 代も減っているわ

けであります。しかしながら 60 代は横ばい、70 代は増え

ております。閉経してしばらくたった後、肥満者が増え

ているわけであります。

　すなわち日本、我が国における肥満者の増加は全年齢

層の男性と、60 歳以降の女性です。女性は平均 90 歳近く

まで生きますから、そうなりますと 30 年近く肥満になる

ということになります。

　このような肥満が増加をする、特に内臓に脂肪がたま

るメタボの状態が増加をすると、糖尿病のリスクが約 5 倍になります。メタボ型の糖尿病は、特に心筋

梗塞や脳卒中のリスクが約 5 倍になるということが分かっています（スライド 5）。

　もちろん、糖尿病本来の細い血管の障害、腎臓、神経障害は引き続き深刻です。例えば糖尿病が原因

で透析を導入される方は、毎年 1 万 6,000 人ずついるという状況になっています。

　糖尿病に特有な細小血管合併症は神経障害・網膜症・腎症であり糖尿病になって 5 ～ 15 年ぐらいで

起こってきて、放っておきますと QOL の低下をさせることになります。

　動脈硬化は、太い血管に起こる糖尿病特有ではないけれども糖尿病だと著しくリスクが高まる合併症

で、予備軍の頃から起こって、それが長く続くと脳卒中や心筋梗塞に繫がるリスクが高くなります。

糖尿病と肝疾患

　さて、このようなメタボの病態では 1 人の患者さんに糖尿病だけではなくて脂質の異常や高血圧など

心血管、腎疾患のリスクファクターが重責する状態になります（スライド 6）。

　更に、「NASH」というのはご存じでしょうか。これは非アルコール性の脂肪肝炎で、肝がんのリス

スライド 3
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現代日本は脂肪摂取量の増加・運動不足により
肥満度、糖尿病が増加している

荒木 栄一,きょうの健康,10,17,2008.（一部改変）
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クも上昇します。メタボの病態では、がんの合併も非常

に多くなります。また、アルツハイマー病の合併も非常

に多いということが分かってきました。

　世界的なデータでは、アメリカの例をとれば、糖尿病

に合併しやすいがんとして、やはり最も有名なのが肝が

ん・膵がん・子宮内膜がん、このあたりが非常によく知

られています。

　我が国でも日本糖尿病学会と日本癌学会の共同研究で、

この 5 月にその結果が公表されました。糖尿病患者では、

がんのリスクがおしなべて 1.2 倍になります。特に多いが

んが 3 つあり、肝臓がん・膵臓がん・大腸がんです。

　従いまして、糖尿病患者では脂肪肝や肝臓がんになり

やすいので、そもそもそういった肝臓の面から見てもア

ルコールについての注意が必要だということになります

（スライド 7）。

　実際に NASH というのは非アルコール性の脂肪肝炎で、

いわゆる栄養の取り過ぎによる脂肪肝をベースにして起

こってくる肝炎です。それから HCC というのは肝がんで

すけれども、NASH をバックにした肝がんが非常に多い

という点に注意が必要です（スライド 8）。

　実際、日本人の糖尿病の死因を見ても肝がんで亡くな

る方は非常に多いです。また、肝硬変で亡くなる方も非

常に多く、肝硬変と肝がんを合わせると糖尿病の死因の

第 1 位になるということが統計上示されています。

　従って、糖尿病の患者さんはこの肝臓をいかにして守

るかということが非常に重要であり、アルコールはその

ような状況の下で肝臓を更に悪化させる引き金になって

しまうわけであります。

メタボリックシンドロームにおける肝臓の糖・代謝の特徴

　糖尿病やメタボの肝臓で何が起こっているのでしょう

か。それは糖が産生され、脂肪が産生され、高血糖と高

中性脂肪血症が合わせて起こっているというのがメタボ

の肝臓の特徴です（スライド 9）。

　さて、メタボの基準はおへそ周りで図ったウエストが

男性は 85cm で、女性は 90cm 以上です。脂質の異常・血

圧の異常・血糖値の異常、3 項目のうち 2 項目以上あると

メタボ該当者です。1項目の場合には予備軍ということで、
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予備軍も入れると 2,000 万人以上メタボの方がいることに

なります（スライド 10）。

　肥満には 2 種類ありまして、皮膚の下の皮下組織に脂

肪がたまっている皮下脂肪、おなかの中の内臓と内臓の

間に脂肪がたまっている内臓脂肪と 2 種類あります。

　女性ホルモン、エストロゲンは皮下脂肪の蓄積に重要

であり、女性の場合には閉経までは皮下脂肪型、閉経後

は内臓脂肪型になりやすいことが分かっています（スラ

イド 11）。

　ところが、女性ホルモンの少ない、あるいはほとんど

ない男性では皮下脂肪を貯めることが出来ないことから

余剰な脂肪はどんどん内臓脂肪にたまってしまって、内

臓脂肪でも収容し切れなくなった脂肪は筋肉や肝臓にた

まってしまいます。

　いわゆる肝臓に脂肪がたまる状態は脂肪肝ですけれど

も、食べ物で言うとフォアグラ状態になってしまいます。

筋肉に脂肪がたまった状態は霜降り状態で、肝臓でも筋

肉でもインスリンが糖を取り込まない状態になってしま

います。

　このように内臓脂肪がたまった状態では、他の本来た

まるべきでない臓器にも脂肪がたまることが認められ、

これを異所性脂肪といいます（スライド 11）。日本人は欧

米人に比べて一見皮下脂肪が少なくても、おなかの中を

見るとたくさんあるという内臓脂肪が付きやすいという

体質もあります。

メタボリックシンドロームとアディポネクチン

　内臓脂肪がなぜ悪いのかというと、内臓脂肪は悪玉の

物質を出すからであります。TNF- αなどインスリンの働

きを邪魔する物質を出します。一方、太っていない方の

脂肪細胞はアディポネクチンというインスリンの働きを

上げる善玉を出します。太ると内臓脂肪でインスリンの

働きを邪魔する悪玉の因子が出て、本来出ているインス

リンの働きを助ける善玉が減るということであります（ス

ライド 12）。

　私たちは、このアディポネクチンが減ることがメタボ

の病態あるいは脳卒中や心筋梗塞を起こす動脈硬化に関

連しているということを申し上げてまいりました。少し
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難しくて恐縮なのですけれども、アディポネクチンのレ

セプターというものを 10 年ぐらい前に同定することがで

きました（スライド 13）。

　例えば、肝臓ではアディポネクチンは 1 型のアディポ

ネクチンレセプターを介して AMP キナーゼを活性化する

ことにより血糖値を下げて脂肪肝を改善します。2 型のア

ディポネクチンレセプターは脂肪を燃やして、やはり脂

肪肝を改善して炎症や酸化ストレスを改善します。この

アディポネクチンが働いてさえいれば血糖値も正常、脂

肪肝もよくなりますし NASH や肝がんも起こりにくいと

いうことになります（スライド 14）。

　アディポネクチンは筋肉にも働いてインスリンの働き

を助けます。アディポネクチンは筋肉でも AMP キナーゼ

を活性化します。AMP キナーゼが活性化されると長寿遺

伝子「サーチュイン」を活性化して、ミトコンドリアの

主要調節因子である PGC-1 αを活性化します。脂肪細胞

から出ているアディポネクチンは、筋肉でミトコンドリ

アをたくさん作って糖や脂肪を燃やしていきます。また、

運動能力も獲得していくわけであります（スライド 15）。

　肥満のときには、このアディポネクチンや受容体が低

下して筋肉にミトコンドリアの量や機能が低下し、糖や

脂肪が燃えないといった代謝能の悪い筋肉になります。

そういった状態でもカロリー制限や運動をすると、通常

はアディポネクチンによって活性化されている経路を直

接活性化することができるために、カロリー制限や運動

は良い効果を持つわけであります（スライド 15）。

　肥満に伴って、糖尿病・脂肪肝・肝がん・膵がん・大腸がん・動脈硬化・アルツハイマー病などが起

こってきます。これは私たちの考えでは、肥満ではアディポネクチンだけでなくアディポネクチンは 1

型（AdipoR1）と 2 型（AdipoR2）の 2 つのレセプターがありますけれども、この 2 つ受容体が減って

しまいますので、各臓器でアディポネクチンの作用の不足が起こり、その結果として肥満に伴ういろい

ろな疾患が起こってくると考えています（スライド 16）。

　こういった疾患をたくさん合併するので、アディポネクチンのレセプターがないようなマウスをつく

ると、実際に非常に寿命が短くなるということが分かってきました。

　さて、今アディポネクチンが非常に重要だということをお話ししましたね。アディポネクチンは寿命

に関係します。そして、アディポネクチンがよく出ていることが肥満に伴う様々な疾患にならない秘訣

であるということを申し上げました。

　これは、お酒がアディポネクチンにどういう影響を与えるのかを調べた成績です。これは男性のデー

スライド 14

(Yamauchi T. et al. Nature Medicine  2007、未発表)

肝臓で、AdipoR1はAMPキナーゼの活性化、AdipoR2は
PPARα の活性化・炎症の抑制などの作用を伝達する

分泌

脂肪組織

アディポネクチン

インスリン感受性亢進/NASH抑制

AdipoR2

中性脂肪含量

脂肪酸燃焼

AdipoR1

PPARα

ACO , UCP2

エネルギー消費

TNFα , MCP1

炎症

酸化ストレス

SREBP1c

AMPK

PEPCK
G6Pase

糖新生

空腹時血糖値

LKB1

全身AdipoR1orR2 欠損マウス,
肝臓特異的AdipoR1orR2 欠損マウス

を用いた検討

スライド 15

AMPK

PGC-1α
AC

SIRT1

NAD+/NADH
PGC-1α

AC P

PGC-1α
AC P

他の経路

アディポネクチン

AdipoR1
カロリー制限 運動

骨格筋では、AdipoR1はAMPキナーゼ/SIRT1/PGC-1αを活性化する

ミトコンドンドリア合成増加・酸化ストレス低下
糖・脂肪酸燃焼亢進・エネルギー消費亢進

赤筋増加・運動耐容能増加
インスリン感受性亢進

（Canto,C. et al., Nature  458: 
1056-1060, 2009）

ミトコンドリア合成の
主要調節因子

糖・脂肪燃焼促進因子
（AMPキナーゼ）

長寿遺伝子
（脱アセチル化酵素）

肥満で低下

糖・脂肪酸燃焼亢進に
関わらず酸化ストレスは低下

（Iwabu M. et al. Nature 2010）

骨格筋特異的AdipoR1 
欠損マウスを用いた検討

スライド 16

AdipoR1の発現低下
によりアディポネクチン

作用が低下

低アディポネクチン血症

アディポネクチン分泌低下・アディポネクチン受容体発現低下
（アディポネクチン作用低下）と病態との関連（仮説）

がん細胞 神経細胞肝細胞骨格筋
細胞

血管内皮
細胞

Adipo
R1

マクロ
ファージ

2型糖尿病 動脈硬化がん アルツハイマー病

主にAdipoR2の発現低下
によってアディポネクチン

作用が低下

Adipo
R1

Adipo
R1

Adipo
R1

Adipo
R2

Adipo
R2

Adipo
R2

肥満

炎症
動脈硬化

AdipoR1/2の発現低下
によりアディポネクチン

作用が低下

Adipo
R1

Adipo
R2

肝細胞

脂肪肝

（Yamauchi T. & Kadowaki T. 
Cell Metabolism 17:185-196, 2013）

内皮機能低下
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タですけれども、3 合相当程度を飲む方はアディポネクチ

ンの量がこのように半分ぐらいに低下をしてしまうとい

うことが示されています（スライド 17）。

　従いまして、お酒をある程度以上飲んでいるとアディ

ポネクチンという善玉の物質が低下して、そして糖尿病・

脂肪肝・動脈硬化など様々な疾患が起こってくるという

ことになります。

内臓脂肪をいかに減らすか

　アディポネクチンが低下をしてくるのは、内臓脂肪が

たまることが原因です。なぜ内臓脂肪が蓄積するのか考

えると、内臓脂肪の蓄積は先ほどから言ってきているよ

うに食べ過ぎ、特に脂肪の取り過ぎ、運動不足に加えて

閉経あるいはストレスもありますけれども、アルコール

の過剰が内臓脂肪の蓄積に非常に関係しているというこ

とが分かってきました（スライド 18）。

　逆に肥満を起こさないようにするためには、第一にお

菓子類や果物、そしてアルコールを取り過ぎているかど

うかということを我々はチェックします。それ以外にも

いろいろなチェックポイントがあります。食事の不規則・

早食い・脂っこいもの・外食・野菜や海藻の不十分、あ

るいは 1 日 2 食になっているなどです。

　ただ、女性の場合にはお菓子や果物、男性はアルコー

ルが肥満や内臓脂肪蓄積の最も大きな原因であり、脂肪

肝の最も大きな原因になっているということを我々はよ

く知っています。

　今日はまた「サンサン（3・3）運動」というのをぜひ覚えてください（スライド 19）。「サンサン運動」

というのは、メタボになって体重が増え、腹囲が基準値を超えてしまいます。男性は 85cm です。私も

少し超えていますし、この中にも基準値の 85cm を超えている方は相当いらっしゃると思います。そん

なに心配することはないですね。85cm を超えている人は約半分います。

　女性では 90cm を超えている方は少ないと思います。ただ、80cm ぐらいからは黄信号として気をつ

けていただきたいということになっていますので、80cm を超えたらそれ以上増えないように、できれ

ば腹囲を 3cm 減らしていただきたいです。

　大体体重を減らすときに最初は内臓脂肪が燃えるのです。ですから 3kg 体重が減ったということは、

3kg 内臓脂肪が減ったということです。1kg の内臓脂肪が 1cm の腹囲に大体相当します。ですから腹

囲が 3cm 減ったということは内臓脂肪が 3kg 減ったということに大体考えていいです。

　そして多くの肥満に伴う病気は、この 3kg3cm 減ると 7 ～ 8 割抑制されるということが分かってきま

した。ですからメタボと言われても、この 3kg3cm 減らすことを心掛けていただければいいということ

スライド 18

なぜ、内臓脂肪は蓄積するの？

運動不足 過栄養 遺伝素因

喫 煙

ストレス アルコール過剰 閉 経

加 齢

内臓脂肪は、様々な要因で蓄積していきます。

内臓脂肪の蓄積

スライド 19

現在の研究室のグループ長と第３４回肥満学会事務局

スライド 17

総
ア
デ
ィ
ポ
ネ
ク
チ
ン

（
μg

/m
l）

0

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

<22
（n=219）

22~43
（115）

≧66  (g) 
（160）

mean±SE

p=0.0009

44~65
（74）

3.8

p=0.035

p=0.029

高
分

子
量

ア
デ
ィ
ポ
ネ
ク
チ
ン

（
μg

/m
l）

0
<22

（n=219）
22~43
（115）

≧66  (g) 
（160）

mean±SE

44~65
（74）

p=0.0019

p=0.0087

1.6

1.2

0.8

0.4

1日アルコール摂取量と総・高分子量アディポネクチン
（男性、n=568）

総アディポネクチン 高分子量アディポネクチン

男性ではアルコール多飲者は血中アディポネクチンが低下する

（伊藤千賀子ら）
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を、今日はメッセージとしてお伝えしたいと思います（ス

ライド 19）。

アルコールとメタボリックシンドローム

　さて、ここにアルコール飲料の中のエネルギー量とい

うのが書いてあります（スライド20）。3kg3cm減らす上で、

このアルコールは天敵になってまいります。ビール中瓶 1

本、これはアルコールにすると20gですけれども、カロリー

にすると 200kcal あります。日本酒 1 合はアルコールでは

22g ですが、カロリーでは 200kcal です。ワインはアルコー

ルでは 12g ですが、カロリーでは 90kcal です。焼酎は高

いです。アルコールでは 36g、カロリーでは 260kcal で、

これは 1 合です。

　ですから、例えば 100kcal ずつ減らすと、1kg 脂肪を

減らすのは水も含まれているので 7,000kcal が含まれて

います。100kcal ずつ減らすと 70 日で 1kg 減るのです。

200kcal ずつ減らすと、35 日で 1kg 減ります。ですから、

恐らく毎日 200kcal ずつ減らして、3 カ月で 3kg 減らすと

いうのが一番いいペースかというふうに思っています。

　例えば、月コースで 1kg 体重を減らそうとすると、こ

れが 1 日 200kcal の消費の節約が必要だということをさっ

き言いましたね。そうするとご飯を軽く 1 杯減らしてクッ

キー 4 枚と歩行 30 分、そして 500ml のビール 1 本、この

どれかをやると大体月に 1kg は減るということになりま

す。

　ですから、ビールはアルコールが入っていることはみ

んなよく知っていますけれども、カロリーにもなるのだ

ということを、特にメタボの人には教えなくてはいけな

いということです（スライド 21）。

　アルコールはエタノールがアセトアルデヒド、酢酸と

いうふうに代謝されます。そこから出てきたアセチル

CoA あるいはグリセロール 3- リン酸などが原料となって

肝臓で中性脂肪を作り、血中に中性脂肪として分泌され

ます。

　ですから、アルコールを飲み過ぎると肝臓の中に脂肪

がたまると同時に、それが一部分泌をされて中性脂肪が

高くなり、中性脂肪が高いと動脈硬化も進んでくるわけ

であります（スライド 22）。高血圧にもアルコールが関係

スライド 20

アルコール飲量のエネルギー量
（五訂日本食品標準成分表、科学技術庁資源調査会編、2000より作成）

アルコール類
アルコール濃度

（%）
アルコール量

（g）
エネルギー量

（kcal）

ビール中瓶1本 （500ml）

日本酒1合 （180ml）
ウイスキー、
ブランデーダブル （60ml）

焼酎（乙類）1合 （180ml）

焼酎（甲類）1合 （180ml）

ワイン1杯 （120ml）

5%

15%

40%

25%

35%

12%

20g

20g

22g

36g

50g

12g

200kcal

200kcal

142kcal

370kcal

90kcal

260kcal

スライド 21

１kg減／月コース

１日あたり約200Kcalの消費か節約が必要

例① 主食 例② 菓子＋運動 例③ アルコール

毎日続ければ目標達成！！

500mlのビール１本歩行30分クッキー4枚

＋

米飯軽く１杯(130g）
－200kcal －200kcal －200kcal

スライド 22

ADH ALDH

NADH2
+NAD+

エタノール アセトアルデヒド 酢酸

NADH2
+NAD

/NAD+NADH2
+

NAD+NADH2
+

ジヒドロキシ
アセトリン酸

アセチルCoA

グリセロール
-3-リン酸

アシルCoA

fatty Acyl-CoA

VLDL

LPL

IDL

遊離脂肪酸

脂肪細胞

脂肪酸分解

トリグリセライド合成

脂肪酸合成

肝臓

アルコールによる肝臓内脂肪酸トリグリセライド代謝

スライド 23

高尿酸血症 アルコールは控えよう

• アルコール飲料自体に尿酸が含まれています。

• アルコールは肝臓でのプリン体合成を促進します。

• アルコールが分解されるときにできるアセトアルデヒドは尿
酸の排泄を妨げます。

• アルコールの利尿作用は脱水を起こりやすくし、尿酸値を
上げます。
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しているということが分かっています。

　もう 1 つ、高尿酸血症にもアルコールが関係していま

す（スライド 23）。例えば、ビールをはじめとしてアルコー

ル飲料自体に尿酸が含まれています。アルコールは肝臓

で尿酸のもとになるプリン体の合成を促進します。また、

尿酸の排泄を妨げます。利尿作用は脱水を起こりやすく

し尿酸値を上げるということで、アルコールは種類によ

らず尿酸を上げやすいということです。

　アルコールは肥満のもとになり血糖値を上げることは

もちろんですけれども中性脂肪を上げ、高血圧を起こし、

高尿酸血症が起こるということで、心筋梗塞や脳卒中の

いろいろな危険因子を次々に重積させてくるわけであり

ます。食事療法のポイントというのは、アルコールを控

え目にということが一つのポイントになってきます。

アルコールと糖尿病予防

　こういったメタボに対してさまざまな介入をするとい

うのは糖尿病の予防につながります。例えば、どんな生

活習慣をしていると予防につながるでしょうか。ここに

適量のアルコール摂取というのが出ています（スライド

24）。

　ただ、これは非常にくせ者で、この「適量」というの

はせいぜい 0.5 合までのアルコールです。これも取ったほ

うがいいというのではなく、文献を読むと「アルコール

の取り過ぎをここまで抑えた人」というふうになってい

ます。

　さまざまな糖尿病の発症の予防法があります。これは

アメリカの有名な研究ですけれども、薬で糖尿病を予防

しようとするよりも体重を 3kg 減らしたほうが糖尿病の

予防につながったというデータです（スライド 25）。

　私の恩師の虎ノ門病院にいらした小坂先生の研究でも、

糖尿病予備軍を対象に食事や運動を一生懸命やって体重

をあまり変わらなかった人に比べて 4 年間で 2kg 多く減

りました。

　この時、糖尿病予備軍からの糖尿病の発症がどれぐら

い減ったかというと 67％も減っているのです。ですから、

メタボの人に対して体重を 3kg 減らすということが大事

だと言いましたけれども、2kg 減らしただけで糖尿病の予

スライド 24

ライフスタイルの改善で糖尿病の発症を予防できる！

（NEJM 2001年9月13日号）

1. 対象は84,941名の女性

追跡期間は16年間（1980-1996）
2. 主な結果：ライフスタイルからみた低リスクで実際に

糖尿病発症のリスクが91％抑制された

低リスク ① 低脂肪・高食物繊維食

② BMI＜25
③ 1日30分以上の運動

④ 禁煙

⑤ 適量のアルコール摂取

3. 結果：ライフスタイルに対する介入によって糖尿病発症を

大幅に予防できる可能性がある

スライド 25

糖尿病発症予防の効果

４０

３０

２０

１０

０

０ １．０ ２．０ ３．０ ４．０

％

年

何もしない

くすり

食事・運動を心がける

累
積
糖
尿
病
発
症
率

追跡期間

体重を3kg減少

－米国糖尿病発症予防研究から－NEJM2003

スライド 26

現在の研究室のグループ長と第３４回肥満学会事務局

スライド 27

飲酒量と2型糖尿病の相対危険度

女性
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0 10 20 30 40 50 60

アルコール摂取量（g/日）

相
対

比
率

（Baliunas DO, Taylor BJ, Irving H, et al.: Diabetes Care 32: 2123-2132, 2009）

女性ではアルコール少量飲酒者はむしろ2型糖尿病の相対危険度を

低めるが、アルコール多飲者では相対危険度が高まる
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防、糖尿病が 3 分の 1 に低下したということであります。

　ということで糖尿病の予備軍、メタボと言われたら食

事と運動によって「STOP the DM」ということを心掛け

ていただきたいです。そして体重を減らす上で大きなポ

イントが、アルコールを減らすことだというふうに申し

上げたわけであります（スライド 26）。

　アルコールと糖尿病の関係について、これは非常に少

量であればむしろ糖尿病の相対危険度を低めるけれども、

アルコール多飲者では糖尿病の相対危険度が高まるとい

うことです。ここで見ると、女性ではやはり 2 合ぐらい

から糖尿病の危険が高まります（スライド 27）。これは男

性ですけれども、男性の場合には 3 合ぐらいから糖尿病

のリスクが高まるということがデータとして出ています

（スライド 28）。

　これは私自身も加わって国立がん研究センターの津金

先生と私どもの研究室の脇嘉代先生などと行ったがんセ

ンターの多目的コホートのデータです。男性ではアルコー

ル多飲者は糖尿病の罹患リスクが高まるということで、「ほとんど飲まない方」「1 合以下」「1 ～ 2 合」「2

合以上」というふうにして見ますと、男性ではアルコールと糖尿病のリスクは関係があるということが

分かるかと思います。

　特に男性において BMI22 以下の太っていない群では、アルコールを飲んでいるとこんなに糖尿病の

リスクが高いということです。先ほどはメタボの方のことを言いました。メタボの方でもそういう傾向

はあります（スライド 29）。

　ですからメタボの方が、メタボを脱却するために非常に重要な内臓脂肪を減らす手段としてアルコー

ルを減らす必要があるということとともに、メタボがなければこのアルコールは安心かというと、かえっ

てそうではなくて、やせ形の場合にはインスリンが出にくいという体質を持っている場合が多く、それ

がアルコールによってますます出にくくなるというふうにいわれています（スライド 29）。

　このように、特に糖尿病の体質を持った人などがアルコールを飲むと、太っていない方の場合にはア

ルコールによって糖尿病罹患リスクが非常に高まってしまうのです。

　糖尿病の体質については、糖尿病のいろいろな遺伝子も見つかってきています。

　例えばこの KCNQ1 や UBE2E2 というのは糖尿病のリスクを 1.3 ～ 1.4 倍に上げる遺伝子で、我々の

6 ～ 8 割の人が持っていて、インスリンの出を 15％ぐらい減らすような遺伝子です。

　ということで、もう糖尿病の遺伝子もだいぶ解明されてきました。こういう糖尿病の遺伝子を持って

いて、もともとインスリンが出にくい体質の人がアルコールを飲むと糖尿病になりやすいということで

す。もちろん食べ過ぎや運動不足もそうですけれども、こういったことが今後明かになってくるのでは

ないかというふうに思っています。

　今後、遺伝子を調べておくと糖尿病になる体質が分かってくるようになります。そうするとその人は

スライド 28
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アルコール摂取量（g/日）
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比
率
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飲酒量と2型糖尿病の相対危険度

男性

（Baliunas DO, Taylor BJ, Irving H, et al.: Diabetes Care 32: 2123-2132, 2009）

男性アルコール多飲者では2型糖尿病の相対危険度が高まる

スライド 29

肥満度からみた飲酒量と糖尿病罹患リスクとの関連

調整因子：年齢、BMI、喫煙、糖尿病家族暦、身体活動、高血圧既往歴
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やせ型男性では、アルコール多飲により、糖尿病罹患リスクが著明に高まる
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ほとんど
飲まない
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46.0g

（Waki K, Kadowaki T, Tsugane S, et al. Diabet Med 22:323-331より引用改変）
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食べ過ぎ・運動不足・アルコールを避けるといった予防

も可能になってくるのです。

　アメリカでは既にそういう予防研究が行われていて、

TCFL2 という遺伝子の「T」か「C」かによって糖尿病

のなりやすさがある程度決まっていて、T 型だと糖尿病

になりやすいのです。

　しかしながら 5％、日本人で言えば 3kg 体重を減らすだ

けでこの遺伝子を持っていても遺伝子を持っていない人

と同じぐらい糖尿病の影響を少なくすることができると

いうことが分かっているのです。

糖尿病の食事や経口薬とアルコール

　今は糖尿病の予防あるいはメタボ対策の話をしました

けれども、最後に糖尿病における食事療法の中でのアル

コールの位置付けについてお話をして終わりたいと思い

ます。

　今日は医師の方もいらっしゃると思いますし、管理栄

養士やいろいろな医療スタッフが患者中心に糖尿病の

チーム医療というのを行っています。糖尿病の薬も今飲

み薬が 6 種類ありますけれども、これからアルコールと

の関係でこのスルホニル尿素剤、インスリンの出をよく

する薬とビグアナイド薬、肝臓で糖新生を抑制する薬、

この 2 つはアルコールとの関係で注意が必要です（スラ

イド 30）。

　エタノールが代謝されるとアセトアルデヒドや酢酸に

なって、そのときにこの NADH が作られるようになりま

す。この NADH が作られるとどんなことが起こるかというと、1 つは先ほどから申し上げている脂質

異常、脂肪肝です。それだけではなくて、先ほどから申し上げた高尿酸血症が起こってきます。それか

ら乳酸も高まってきます。

　もう 1 つ重要なのは、この NADH というのは糖の産生を低下させ、むしろ低血糖を起こす場合もあ

るということであります。アルコールは中性脂肪を上げ、脂肪肝を起こします。それから尿酸、乳酸も

上げます。しかしながら、糖についてはアルコールの飲み過ぎが血糖値を下げ、低血糖リスクもあると

いうことです（スライド 31）。

　糖尿病患者に対する適切な飲酒の指導ということをここにまとめてあります。まず飲酒そのものによ

る、余分な摂取エネルギーによる血糖コントロールの乱れが予想されることです（スライド 32）。

　ということで、アルコールの摂取については 1 日に 25g ぐらいまでの適量にとどめるということを

糖尿病学会ではお勧めしているわけであります。ですから、ビールなら中瓶 1 本ぐらい、日本酒なら 1

合ぐらいを目安にするように患者に説明をします。

スライド 30

目 標
血糖正常化を
目指す際の目標

合併症予防
のための目標

治療強化が
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HbA1c（%） 6.0未満 7.0未満 8.0未満

血糖正常化への挑戦

日本糖尿病学会編：糖尿病治療ガイド 2012-2013改訂版.より
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スライド 31

エタノール代謝とその身体への影響

活性酸素種の産生
薬物代謝酵素誘導 ミトコンドリア機能障害

蛋白とのアダクト形成
グルタチオンの枯渇
コラーゲン線維の産生

脂質異常症、脂肪肝、高乳酸血症
高尿酸血症、ケトーシス、糖新生低下、低血糖

エタノール アセトアルデヒド 酢酸

ADH ALDH

NADH NADHNAD+

MEOS

NAD+

アルコール
脱水素酵素

ミクロソーム
エタノール酸化系

アルデヒド
脱水素酵素

スライド 32

糖尿病患者に対する適切な飲酒指導とは？①

・ここでアルコール飲料の種類別にエネルギーとアルコール量を次

表に示す。『糖尿病治療ガイド』では、アルコールの摂取について、

適量（1日25g程度まで）にとどめるとしている。ビールでは中瓶1本
（500ml）がアルコール量20g、日本酒1合（180ml）が22gである。

・すなわち、適度な飲酒量は1日あたりビールなら中瓶１本、日本酒

なら1合までを目安とするよう患者に説明する場合が多い。

糖尿病治療における飲酒の問題点は、まず飲酒そのものによる余分な

摂取エネルギーによる血糖コントロールの乱れが予測されることである

・食事療法が遵守される場合、アルコール摂取は合併症のない例や
肝疾患などを有しない血糖コントロールのよい例では必ずしも禁止
する必要はない。
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　食事療法が遵守される場合、アルコール摂取は合併症

のない例や肝疾患などを有しない血糖コントロールにお

いては必ずしも禁酒する必要はありません。ただ、逆に

言うと合併症があったり肝疾患を持っている場合にはア

ルコールは禁酒をしたり、かなり控えていただいたりし

なくてはいけないということです。

　2 番目に糖質ゼロビールというのがありますけれども、

ゼロとうたわれていても、実際には測定をしてみると

500cc 当たりのエネルギー量は 95 ～ 175kcal と、ある程

度カロリーがあるのだということも知っておく必要があ

ります（スライド 33）。

　もう 1 つ適切な飲酒の 3 番目ですけれども、飲酒によっ

て中性脂肪を増加させるという悪い働きがあります。脂

肪肝、中性脂肪の上昇ということがありますので、脂肪

肝がある、中性脂肪が高い人、そういう糖尿病の患者さ

んには節酒をお勧めしなくてはいけません（スライド

34）。

　もう 1 つ糖尿病のコントロールから言うと、飲酒によ

る開放感により食事療法が疎かになってしまうことが挙

げられます。飲酒により中性脂肪が上昇しますが、それ

以上に食事内容による影響があるとされます。酒のさか

なは野菜が少なく高たんぱく質や脂肪の多い揚げ物など

高エネルギーのものが多いということです。このアルコー

ルを飲む際のおつまみなどについて血糖値を下げるよう

なタイプのものをお勧めするということが重要です。

　このようなことを考えると、アルコールを飲んでいる

ときに食べ過ぎてしまう方にはやはり禁酒が望ましいと

いった指導をいたします（スライド 35）。

　そして、アルコールにより糖新生が低下して低血糖を

きたしてしまうことがあります。特にスルホニル尿素薬

（SU 薬）を内服中の場合です。インスリンの分泌を促す薬、

あるいはインスリンの注射を打っている患者さん、特に

高齢者は低血糖に気がつきにくいので注意が必要です。

一見アルコールにより酩酊していると思われても、実際

には低血糖であるような場合がありますから注意が必要

だということであります（スライド 36）。

　ですから、SU 薬を飲んでいる人は、アルコールについ

スライド 33

・糖質が｢無し｣あるいは｢ゼロ｣とうたわれている商品でも、実際には
ゼロではない。

・厚生労働省の｢栄養表示基準｣によると100ml中に0.5g以下であれ
ば｢無、ゼロ、ノン、レス｣の表示が、100ml中2.5g以下であれば｢低、

控えめ、小ライト、ダイエット、オフ｣の表示が許可されている。

・一方、糖質ゼロビールのアルコール量は、3.0~5.0%であり、500ml
あたりのエネルギー量は95~175kcalと商品にばらつきがある。普通

のビールに比べると若干エネルギー量は低いが、多量に飲むと摂取
エネルギー量は同じかもしくはそれ以上になってしまうので、注意が
必要である。

糖尿病患者に対する適切な飲酒指導とは？②

最近話題の糖質ゼロビｰルについて触れておく

スライド 34

糖尿病患者に対する適切な飲酒指導とは？③

・アルコールは肝臓でのTGの合成を亢進させ、TGは肝臓に貯蔵され
るか超低比重リポ蛋白（VLDL）に取り込まれて肝臓から血中に放出
される。そのため、アルコール摂取により血中TGは上昇する。

・アルコール自体がエネルギー源としてTG合成を促進するのみでなく、
sterol regulatory element-binding protein（SREBP）ｰ1cとよば
れる転写因子を介して関連する酵素の発現を誘導し、TG合成を促

進する。

飲酒による血清脂質に対する影響があげられるが、高比重リポ蛋白
コレステロール（HDL-C）と中性脂肪（TG）を増加させるのが主な影響

である

スライド 35

糖尿病患者に対する適切な飲酒指導とは？④

・飲酒によりTGは上昇するが、それ以上に食事内容による影響が

あるとされる。酒の肴は野菜が少なく、高蛋白質や脂肪の多い揚げ
物など、高エネルギーのものが多い。

・食事指導では高エネルギーの酒の肴が問題であることをよく説明し、
脂肪の少ない焼き魚、煮物、蒸し物、豆腐料理などを選ぶようにし、
野菜や海藻類を増やすことによりエネルギー量を抑えるようにする。

・食事量も制限できないのであれば禁酒が望ましい。

飲酒による開放感により食事療法がおろそかになってしまうことが
あげられる

スライド 36

糖尿病患者に対する適切な飲酒指導とは？⑤

・とくに、スルホニル尿素（SU）薬内服中の高齢者やインスリン使用者

での大量飲酒が、食事摂取不足とあいまって遷延性低血糖をきた
すことがある。

・低血糖症状は酩酊状態と間違われることがある。大量飲酒による
低血糖について患者によく説明しておく必要がある。

・『糖尿病診療ガイドライン』では、SU薬では飲酒により低血糖をきた

すことがあるため、飲酒量を自分で制限できない人では禁酒するこ
とが望ましいとしている。

アルコールにより糖新生低下し、低血糖をきたすことがあるので、
注意が必要である
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てはよほど注意が必要です。実際にこれは少し前のデー

タですけれども、重症低血糖で死亡例も含むような症例

が報告されていますけれども、アルコールあるいは糖尿

病のお薬プラスアルコールといった例が非常に多いとい

うことであります。

　もう 1 つ、これも非常に大事ですけれども乳酸が増加

して乳酸アシドーシスを起こすことがあります。特に今

非常に良く使われているヒグアナイド薬、メルビン、メ

トグルコなどは、それ自身が乳酸を上げやすい性質があ

りますけれども、それにアルコールが乳酸を上げやすい

ということと合わさって乳酸アシドーシスを起こしやす

い状態になります（スライド 37）。

　過度なアルコールは乳酸の代謝を阻害し、メトホルミ

ンは更に乳酸の代謝を抑えます。また、メトホルミンは

ミトコンドリア TCA サイクルを抑えることによってピル

ビン酸の代謝を悪くして、それがまた乳酸に変わるとい

うことで、アルコールとメトホルミンを一緒に飲んでい

ると乳酸アシドーシスで時には命をなくすような副作用

を起こすことがありますので注意が必要です（スライド

38）。

　ですから、SU 薬あるいはインスリンとアルコールは低

血糖、ヒグアナイド薬とアルコールは乳酸アシドーシス、

こういった副作用があるということを患者さんによく説

明しながら使わなくてはいけないということです。

　飲酒を認める条件として血糖コントロールが長期にお

いて良好であることと、合併症がない、あっても軽度で

ある、もちろん肝疾患がないということが重要で休肝日

をつくること、はしごはしないようにすることです（ス

ライド 39）。

　仕事で飲酒が止められない場合でも、飲酒量の回数は

減らすように促します。同時に食事の指導も必要で過剰

摂取にならないような注意が必要であるといったことか

と思います（スライド 40）。

　食事と健康について考えると、カロリー制限が長寿遺

伝子を活性化するということが知られています。

　この長寿遺伝子は運動やアディポネクチンによっても

活性化をされます。そしてこの長寿遺伝子のサーチュイ

スライド 37

糖尿病患者に対する適切な飲酒指導とは？⑥

・とくに、ビグアナイド薬内服中の高齢者や腎機能低下者は乳酸アシ
ドーシスを起こしやすいが、ビグアナイド薬内服中のアルコール多飲
も乳酸アシドーシスの重要な原因であるる。

・『糖尿病診療ガイドライン』では、ビグアナイド薬では飲酒により乳酸
アシドーシスをきたすことがあるため、飲酒量を自分で制限できない
人では禁酒することが望ましいとしている。

アルコールにより乳酸の産生が増加し乳酸アシドーシスを来すこ
とがある

スライド 38

メトホルミンと乳酸アシドーシス

スライド 39

糖尿病患者に対する適切な飲酒指導とは？⑦

・実際の指導では、単に禁酒とするだけではなく、飲酒の実態を

まず把握し、飲酒の制限についてよく話し合って取り組む必要が

ある。押し付けではなく、よく話しを聞いて、個人にあったアルコー

ル量を一緒に考えていく。

飲酒を認める条件として、血糖コントロールが長期にわたり良好で

あること、合併症がないか、あっても軽度であることがあげられる

スライド 40

糖尿病患者に対する適切な飲酒指導とは？⑧

・1日の量を減らすのがむずかしければ、週1、2回の休肝日をつくる

ことからはじめる。

・外で飲む時に飲みすぎることが多く見受けられるので、はしご酒は
しないよう説明をしておく。

・仕事で飲酒が止められない場合でも、飲酒量と回数は減らすように
促す。同時に食事の指導も必要であり、過剰摂取にならないように
注意が必要である。継続的に支援をおこない、患者が自分で適正
量をコントロールできるようになることが最終的な目標である。

飲酒を認める条件として、血糖コントロールが長期にわたり良好で
あること、合併症がないか、あっても軽度であることがあげられる
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ンというのがレスベラトロールというあの赤ワインの

中に入っている活性化されるということで一時赤ワイン

ブームが起こりましたけれども、この長寿遺伝子を活性

化させるためには赤ワインを 1 日に 300 杯飲まなくては

いけません。従ってワインを飲むことによって、この長

寿遺伝子を活性化することはできません。この長寿遺伝

子を活性化させるのはカロリー制限と運動、そしてアディ

ポネクチンです。

　私たちは最近、このアディポロン（AdipoRon）という

アディポネクチンのレセプターを活性化する物質を発見

して『Nature』誌に論文を出しました。アディポロンを

投与するとミトコンドリアが増えてインスリン抵抗性が

よくなります。そして運動能力も上がるといったような

ことを示しています。肝臓での中性脂肪が減ってきます

（スライド 41）。

　また、高脂肪食や高カロリー食で寿命が短くなったマ

ウスも、アディポロンを飲んでいると高脂肪食や高カロ

リー食の下でも寿命がかなり大幅に回復するということ

を認めています。

　この現代のカロリー取り過ぎになりやすい社会の中で

肥満や糖尿病など肥満関連疾患は非常に起こりやすいの

ですけれども、それを正しい生活習慣、食事・運動・ア

ルコールは控え目にということで健康第一の生活を送る

のは第一ですけれども、なかなか完全にできない場合に、

今後はこのアディポロンなどを薬として実用化したいと

いうふうに考えているわけであります（スライド 42）。

　最後に「なぜ内臓脂肪は蓄積するの？」ということでもう一度、アルコール過剰というものが内臓脂

肪の大きな原因になりやすいということです。「サンサン運動」を強調して私の話にしたいと思います（ス

ライド 43）。

　ご清聴、ありがとうございました。（拍手）

スライド 41

AdipoRを標的とした経口投与可能な2型糖尿病治療薬や
カロリー制限/運動模倣薬、寿命延長薬の開発

アディポネクチン受容体活性化低分子化合物
Adiponectin Receptor Agonist : AdipoRon 

運 動

SIRT1

寿命延長
糖尿病・心血管病・NASH・癌の抑制

寿命関連臓器代謝関連臓器

カロリー制限

AMPK

PGC-1α

SIRT1

アディポネクチン/AdipoR
AdipoR
作動薬

（経口投与可能）

PPAR

運動模倣薬、寿命延長薬の開発カロリー制限/運動模倣薬、寿命延長薬の開発運動模倣薬、寿命延長薬の開発運動模倣薬、寿命延長薬の開発運動模倣薬、寿命延長薬の開発運動模倣薬、寿命延長薬の開発運動模倣薬、寿命延長薬の開発カロリー制限/運動模倣薬、寿命延長薬の開発運動模倣薬、寿命延長薬の開発運動模倣薬、寿命延長薬の開発
(Nature Medicine 2001, Nature Medicine 2002, Nature 2003,

Nature Medicine 2007, Nature2010)

スライド 42

アディポネクチン受容体活性化低分子化合物
AdipoR1/R2 agonist (AdipoRon)

糖尿病に対する作用（インスリン抵抗性 耐糖能障害 ）

脂肪酸燃焼 ↑

糖新生 ↓
脂肪肝 ↓
炎症 ↓
酸化ストレス ↓

寿 命

肝臓 骨格筋 脂肪組織

ミトコンドリア機能 ↑
脂肪酸燃焼 ↑
運動持久力 ↑

中性脂質含量 ↓
酸化ストレス ↓

炎症 ↓
マクロファージ
（M1:悪玉） ↓
酸化ストレス ↓

スライド 43

現在の研究室のグループ長と第３４回肥満学会事務局


