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はじめに	

　

肥満に悩む人の割合が、世界の全人口の 50％を超える時代になり
ました。「食足りて礼節を知る」という中国のことわざがあります。
食料と栄養が必要以上に満ち足りた状況は、感染症などの病気で急
死する人を減らしました。しかし、肥満のみならず、糖尿病や高血圧、
動脈硬化症などの生活習慣病をもたらし、近年、成人だけでなく子
供の健康まで蝕まれつつあります。世間を騒がせている生活習慣病
ですが、その主な原因は、不健康な食生活と運動不足！未然に防止
をし、早期発見すれば病気の進行を防ぐことができると考えられて
います。
近年、精密で正確な臨床検査が簡単かつスピーディーに行えるよ
うになりました。これらの検査は、世界の人々の健康寿命をのばし、
豊かな人生を送るための手助けになります。生活習慣病はさまざま
な検査結果を総合して診断しなければいけません。正しい診断のた
めには信頼できる検査装置と検査試薬を選び、総合的・効率的に運
用する必要があります。そのための指針を本書でご紹介したいと思
います。
広い範囲の生活習慣病検査についての情報をコンパクトに詰め込
んだので、難しい説明や専門的な用語も出てきますが、生活習慣病
を理解するキーワードとして、ぜひ親しんでほしいと思います。

　　巽　典之
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Preface

Nowadays, obesity worries affect more than 50 percent of the 
world's population. According to a Chinese proverb, "When life 
becomes enriched, then we become acquainted with morality and 
practice goodwill." With more food and nutrition than needs, a 
decreasing number of humans die suddenly due to sicknesses such as 
infectious diseases. However, lifestyle diseases, such as diabetes, 
hypertension, and arteriosclerosis, as well as obesity, have recently 
increased, undermining the health, not only of adults, but also of 
children. The main causes of lifestyle diseases, which have had a lot of 
attention from society and the media, are unhealthy eating habits 
and the lack of exercise! Prevention and early detection can stop 
their progression and reduce suffering. 

Recently, detailed, accurate clinical examinations have been 
conducted simply and rapidly. These examinations could extend the 
healthy life expectancy of people throughout the world and help 
them to live rich and varied lives. Lifestyle diseases can be diagnosed 
by integrating results from various examinations. Reliable investigative 
apparatus and reagents should be selected and applied totally and 
effectively to arrive at the correct diagnosis. For this purpose, I would 
like to introduce some guidelines in this book. 

I discuss a broad range of information regarding examinations for 
lifestyle diseases in this book. You may encounter some difficult 
explanations or jargon. However, I hope you will become familiar with 
them as keys to understanding the diseases.

Noriyuki Tatsumi
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ピー子ちゃんは、鏡の中の自分の顔が大嫌い。
「どうして私の顔はこんなに丸いの？

ああ、やせてきれいになりたいな。」

Peeko-chan* hates the face reflecting in her mirror. 
"Why is my face so round?
 I wish I could lose weight and become beautiful," 
she says to herself.

*Chan is a suffix added to a first name or the first part of the first name. 
It is a friendly, casual way to address little children. 
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悩めるピー子ちゃんに、友達は言いました。
「ピー子ちゃん、
モデルの女の子がみんなすごい美人でスリムなわけを知ってる？
脂肪も砂糖もとらないで、ひたすら水を飲んでるんだって！
やせるためには、そんな努力が必要なのね。」

One of her friends tells the anguished Peeko-chan, 
"Peeko-chan, do you know why girls working as models are all 
stunningly beautiful and slim?
 I've heard they avoid both fat and sugar and drink only water. 
It seems like we have to make such an effort to get into shape."

ピー子ちゃんの頭の中には、
友達のその言葉がこびりついてしまいました。

What the friend told Peeko-chan etched on 
her mind, and she can't forget it.
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それから、ピー子ちゃんの過酷なダイエットが
始まりました。

So, Peeko-chan goes on a strict diet.

食事もおやつもがまんして、口にするのは水だけ。
おまけに一時間おきに鏡をチェックします。
口から出るのは「ねえ、どう？　やせた？」というセリフだけ。

She gives up meals and snacks and drinks only water.
In addition, she looks at herself in the mirror every hour 
and asks the same question, 
"What do you think? Have I lost any weight?"

でも、そんな努力が続いたのも 2 日が限界でした。
空腹とめまいのせいで、
立っていられなくなったのです。

「あ〜〜。お腹が空いた〜」
Although Peeko-chan's efforts have lasted for 
only two days, she cannot even stand up 
because of hunger and dizziness.
"Oh my! I'm starving!" she says.

そのままガマンを続けているうちに、空腹感は薄
れてきましたが歩く姿は老人のようにヨボヨボ。
ちょっと歩いただけで疲れて前に進めません。
しかも、口もとからは、甘酸っぱいようなヘンな臭い★が漂っています。

Continuing her diet, Peeko-chan feels less and less hunger but walks 
with faltering steps like an old woman. 
She tires easily, even after walking only a short way, and cannot move 
any farther. 
In addition, a peculiar sweet-sour odor★ from her mouth hangs in the air.



7

★甘酸っぱいようなヘンなニオイ……ケトン臭
間違ったダイエットでエネルギーが不足すると、独特の口臭が発生することがあ
ります。食事制限をすると、食べ物から十分エネルギーを得ることができなくな
ります。すると、筋肉や体脂肪を分解して、エネルギーを獲得しようとします。
しかし、脂肪の分解が加速化すると、ケトン体が発生します。ケトン体がたまる
と、体外に出すために尿に排出されるようになります。やがて体内に充満すると
口臭となって出てくるのです。このようなニオイは、無理なダイエットに対する
体からのＳＯＳ。すぐに食生活を見直す必要があります。

★ Peculiar sweet-sour odor coming from ketone bodies
When the body lacks energy due to an unhealthy diet, distinctive, foul-
smelling breath occurs. Some restricted diets cannot provide enough 
energy from foods. The body then obtains energy when muscles or body 
fat break down. The accelerated process of breaking down body fat 
produces ketone bodies. As ketone bodies increase in the body, they are 
excreted in urine. If too many ketone bodies accumulate, they discharge 
as bad breath odor. Such an odor warns of poor health due to a 
restricted diet and signals that dietary changes should be made 
immediately.
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ピー子ちゃんのダイエットは、５日目に入りました。
しかし、その弱り方を見ていたお母さんは心配でなり
ません。

Peeko-chan continues her diet for five days. 
Her mother worries terribly as Peeko-chan rapidly 
wastes away. 

「ピー子、少しは食べなさい。」
"Peeko, eat something," her mother says.

見かねて差し出したおかゆも、
たった一口しか食べようとしません。

Her mother can't stand seeing the 
obstinate Peeko-chan and serves her 
rice gruel. However, Peeko-chan eats 
only a bite of it. 
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当然、体重はみるみる落ちていきま
した。
やせ衰えた姿はとても不健康そうでし
たが、ピー子ちゃんはご自慢です。

Needless to say, Peeko-chan has 
rapidly lost weight.
Peeko-chan has become emaciated 
and looks very unhealthy, but she is 
proud of herself.

「見て、見て！　やせてキレイになった
でしょ。」
その姿を見た友達たちは、気まずそうに
だまっているだけでした。

"Look! Look at me! I've lost weight,
and I've become beautiful.
Don't you agree?"
Her friends who happen to 
see the skinny Peeko-chan 
fall awkwardly silent.
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ピー子ちゃんの顔色はますます青白くなりました。
体もやせこけて、ついには骨と皮だけという感じです。

Peeko-chan's face has become paler and paler.
She has lost more and more weight and seems to be 
nothing but skin and bones.
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少し歩くだけで心臓もドキドキ。
でも、汗は不思議とあまり出なくなりました。
そのうち、不規則になっていた生理も
完全に止まってしまいました。

After Peeko-chan walks for only a bit, her heart beats rapidly.
In contrast, she rarely sweats.
Meanwhile, her irregular period has completely stopped.

注）ブタには月経はありません。この物語はフィクションです。

Note: Pigs don't really have a menstrual cycle. This story is fiction.
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お母さんは見るに見かねて、
嫌がるピー子ちゃんを病院に
連れていくことにしました。

Peeko-chan's mother cannot 
stand by and watch Peeko-
chan weaken any longer, 
thus she decides to take her 
willy-nilly to a hospital.

最初におとずれた「婦人科」では、
別の科をすすめられました。

次に 2 人がおとずれたのは「心療内科」でした。

They visit the Department of Gynecology first,
but are recommended to another department.
Then they visit the Department of Psychosomatic Internal Medicine.
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ピー子ちゃんがお母さんと一緒に診察室で待っていると、

体重が 100kg 以上もありそうな巨体の先生が、
大きなお腹をゆすりながら現れました。

While Peeko-chan waits with her mother in the consultation room, 
a rotund doctor, who seems to weigh about 100 kg, 
enters the room with his fat tummy shaking.
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先生は、ニコニコと笑いながら自己紹介を始めました。

The doctor introduces himself with a smile.

「やあ、こんにちは。私はヤニス・ソクラテス。
ギリシャの有名な哲学者、ソクラテスの子孫なんですよ。

摂食障害はわたしの専門。まかせてくださいね。」

"Hello! Nice meeting you. I'm Yanis Socrates, a descendant of 
Socrates, the famous Greek philosopher.
I specialize in eating disorders. 
So, don't worry, you can trust me." 
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いよいよ、ヤニス先生の治療がはじまりました。
といっても先生の治療ではお薬を使いません。
もっぱらお話が中心でした。

And then, Yanis-sensei* begins to observe Peeko-chan.
During his consultation, he uses no medications, but mostly 
interviews her. 

「まず食生活を話してくれるかな。」と先生はたずねました。
最近のピー子ちゃんは、友達の前では食事をすることがあっても、太る
のがイヤなあまりに、家に帰ると口に指を突っ込んでお腹の中のものを
すっかり吐いてしまいます。吐くのがうまくいかない場合は、下剤を飲
むこともありました。
そんな日常のあれこれを、ピー子ちゃんは少しずつ先生に話し始めました。

"First of all, tell me about your eating habits," he starts interviewing her.
Peeko-chan sometimes eats with her friends, but currently throws up 
everything in her stomach by using her fingers as soon as she gets 
home because she doesn't want to gain weight. If she can't succeed 
in vomiting, she takes laxatives instead.
Peeko-chan starts to talk about her daily eating behavior to Yanis-
sensei little by little.

*Sensei is a noun meaning teacher. In 
Japan, students general ly call a 
teacher simply, "sensei," or they use 
the last name of the teacher with the 
suffix "-sensei" added.
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先生は、ピー子ちゃんの話を静かに聞き続けました。

Yanis-sensei listens quietly as Peeko-chan talks. 

そして、ヤニス先生のもとに通うようになっ
てから約一年、ピー子ちゃんはようやくもと
のような健康的な姿にまで回復することがで
きたのです。

Peeko-chan sees Yanis-sensei for about 
one year. She eventually recovers and 
regains the healthy figure she had before.

その陰には家族と親友の協力がありました。

The strong support of her family and friends has ensured 
Peeko-chan's success.
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「ピー子ちゃん。
美の女神のアフロディーテは、
ふくよかな体つきの美人なんだよ。
摂食障害は心と体の病気だから治りにく
いものだけど、本当に、よくここまでがん
ばったね。」

健康を取り戻したピー子ちゃんを、
先生はたくさんほめてくれました。

Yanis-sensei praises Peeko-chan a 
lot for becoming healthy again.

"Peeko-chan, Aphrodite, Goddess of 
Beauty, had a well-rounded figure 
and was beautiful. Recovering from 
a n e a t i n g d i s o r d e r i s  d i f f i c u l t 
because it's a sickness of both mind 
and body. Nevertheless, Peeko-
chan, you did a really good job," 
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【摂食障害とは？】
摂食障害は、パニック障害と同様にその発病や経過に精神的要
因が密接に関与している病気です。大きくは「神経性食欲不振
症（拒食症）」と「神経性過食症」に分けられ、拒食と過食の
あいだを移行したり、両方の症状が出ることも少なくありませ
ん。治療の基本は精神的認知行動療法ですが、マイナートラン
キライザー、抗鬱剤、セロトニン再吸収阻害剤などの薬が補助
的に使われることがあります。

【拒食症の診断基準】
標準体重より 20％以上やせていること、食行動の異常（不食
や過食）や体重増加への強い恐怖感があること、やせる原因と
なる病気がないことが診断の目安になります。30 歳以下の女
性に多く、無月経になることもあります。

[What is an eating disorder?]
An eating disorder is a disease in which mental factors are strongly 
associated with the occurrence and/or progress such as in Panic 
Disorder. Eating disorders are categorized as anorexia nervosa and 
bulimia nervosa. A patient with an eating disorder can go back and forth 
from anorexia and bulimia nervosa, and often suffers from symptoms of 
both diseases. Mental cognitive behavioral therapy is used to treat eating 
disorders. Medicines, such as minor tranquilizers, antidepressants, and 
serotonin-reuptake inhibitors, are also prescribed as supplemental 
measures to help patients recover.

[Diagnostic criteria of anorexia nervosa]
The diagnostic criteria for anorexia nervosa are as follows: 20 percent less 
than standard weight, abnormal eating behaviors such as restrictive or 
binge eating, a morbid fear of gaining weight, and the absence of other 
diseases that might cause weight loss. Women younger than 30 years 
more frequently suffer from anorexia nervosa and often suffer from 
amenorrhea as well.
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「でも、先生は太りすぎじゃない？」
すっかり血色がよくなったピー子ちゃんは、
ずっと気になっていた質問を先生にしてみました。

"By the way, Yanis-sensei, I think you are too fat," Peeko-chan, 
who now has a healthy complexion, mentions a subject that 
has been on her mind.
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「まあね。でもこれは

遺伝だから仕方がないよ。」
先生はケロリとした表情で答えます。

"Well...
I  c a n ' t  d o a n y t h i n g 
about i t because o f 
heredity,"
he answers nonchalantly.
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すると、横に座っていた臨床栄養士のハナコ先生が、
しぶい表情でこう言いました。

「ピー子ちゃんの言うとおり。
ヤニス先生はどう見ても肥満！ 

Then, Hanako-sensei, a clinical nutritionist sitting next to Yanis-sensei, 
frowns at him and says, "Peeko-chan is right. Yanis-sensei is obese, 
anyway you look at it. 

このまま放っておくと、どうなるか…。
いくら言ってもきかないんですよ。」

If he ignores it, what will happen? 
He doesn't listen to me at all, although 
I've warned him many times."
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「じゃあ、太りすぎるのも
　　　　やっぱりよくないんですね。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とピー子ちゃん。

"So, being too fat harms your health, doesn't it?" 
Peeko-chan asks Hanako-sensei.

「そうよ。くわしく説明してあげましょうね。
ピー子ちゃんはせっかくきれいになったんだから、
今度は太りすぎの害についても知っておかなくちゃね。」

"Right! Let me explain. Since you've achieved good health and beauty, 
now you should also understand the ill effects of being overweight," 
Hanako-sensei says.

ハナコ先生はにっこり笑って、
ピー子ちゃんを隣の部屋に案内しました。
ヤニス先生はぽつんと診察室に取り残されてしまいました。

Hanako-sensei smiles at Peeko-chan and takes her to the next room, 
leaving Yanis-sensei in the consultation room.
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「肥満とは、体内に脂肪が過剰に蓄積している状
態です。」
ハナコ先生の講義が始まりました。

" O b e s i t y  i s  d e f i n e d a s  e x c e s s i v e f a t 
accumulated in the body," Hanako-sensei 
starts her lecture. 

「肥満の判定には、一般的に体格指数
（BMI）が使われます。
WHO の基準によると BMI が 30 以上に
なると肥満と判定されます。でも、日本の
基準では、日本人の生理的な特性を考慮
し、25 以上が肥満と判定されます。
肥満の判定基準に当てはまらなくても上
半身肥満や内臓脂肪型肥満は、将来いろん
な合併症が出る可能性が高くなるので危
険なんですよ。」

"We generally use the Body Mass Index (BMI) to evaluate the 
state of obesity. According to the World Health Organization 
(WHO) standard, BMI greater than 30 indicates obesity. As to 
the classification of obesity in Japan, however, BMI greater 
than 25 indicates obesity because of Japanese physiological 
features. 
Although a person may not be classified as obese, upper 
body obesity or visceral fat obesity is a warning sign of the 
likelihood of various complications."
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【標準体重・ＢＭＩの計算の仕方】
●標準体重（kg）＝身長 (m) ×身長 (m) × 22
●ＢＭＩ＝体重 (kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m)
※本書シリーズ第３巻「黒くてあま〜いサクランボ」参照

【上半身肥満】
ウエスト径は、簡単な肥満指標になります。男子で 85cm 以上、女
子で 90cm 以上のものを上半身肥満とし、内臓脂肪型肥満の疑いと
しています。

【内臓脂肪型肥満】
臍の高さで腹部ＣＴスキャンを行い、腹腔内の内臓脂肪の面積を求
めます。この面積が 100cm2 以上のものを内臓脂肪型肥満と判定し
ます。

〔日本肥満学会 2001〕
Japan Society for the Study of Obesity, 2001

【How to calculate an ideal weight and Body Mass Index (BMI)】
●An ideal weight (kg)= Height (m)xHeight (m)x22
●BMI= Weight (kg)÷ Height (m)÷Height (m)
※ See Volume 3 of the Laboratory Medicine Illustrated series, 
Sweet Dark Red Cherries.

【Upper body obesity】
Girth at the waist can be an easy measurement for obesity. 
Greater than 85 cm in men and 90 cm in women is defined as 
upper body obesity and is a warning sign of visceral fat obesity.

【Visceral fat obesity】
After conducting CT scanning at the level of the navel, an area 
of intra-abdominal fat is measured. The area greater than 100 
cm2 is evaluated as visceral fat obesity. 
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「どうして食べ過ぎると、太ってしまうの？」
とピー子ちゃん。

"Why do we get fat when we eat too much?"
 Peeko-chan asks.

「それは、必要以上のエネルギーを食べ物からとると、
そのエネルギーを体に蓄えてしまうからです。エネル
ギーの単位はカロリー（あるいはジュール）で、人が 1
日に必要なエネルギー量は決まっているんです。
男性なら 2400kcal、女性なら 2000kcal ぐらい。

Hanako-sensei explains, "Because excessive energy is 
stored after taking more energy from food than you 
need. A unit of energy is a calorie or joule. The 

recommended amount of energy per day for 
humans is determined as about 2400 kcal 

for men and 2000 kcal for women. 

【食べ物がエネルギーに変わるまで】

① ブドウ糖→ ATP( アデノシン３リン酸 ) →体熱エネルギー、運動エネ
ルギー

②余分なブドウ糖→アセチル CoA →脂肪→脂肪細胞内にストック

【脂肪がエネルギーに変わるまで】

③脂肪→ ( β酸化 ) →アセチル CoA →クエン酸 (TCA) サイクル→ ATP
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必要な分の食べ物は、体を動かすエネルギーになりますが→①
それ以上に食べ物を食べると、
体の中に脂肪として蓄えられてしまうので→②
太ってしまうことになります。
ただし、蓄えた脂肪は、
空腹で飢餓になった時に利用されます。→③」

An essential amount of food is converted to vital energy ( ① ), 
however eating more food than you need produces excess 
energy, which would be stored as fat in the body (②). This causes 
weight gain. However, stored fat is used as starvation occurs (③)."

【The process of converting food to energy】

①  Glucose → ATP (adenosine triphosphate) → Heat energy, Kinetic 
energy

② Excessive glucose → Acetyl-CoA → Fat → Stored in fat cells

【The process of converting fat to energy】

③ Fat → (βoxidation) → Acetyl-CoA → Citric acid (TCA) cycle → ATP
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「じゃあ、“中年太り”ってなんですか？」
近ごろめっきり太ってきたお父さんの姿を思い浮かべながら、
ピー子ちゃんはハナコ先生にたずねました。

"Well, what is middle-age spread?" 
Peeko-chan asks Hanako-sensei while thinking of her father, 
who's recently gotten noticeably fatter.

「25 歳を過ぎると体の成長が止まって、
だんだん老化の方向に向かいます。
細胞や組織の活動量が減って、萎縮が始まるので、
若い頃よりもエネルギーの必要量が少なくなるわけです。
だから、若い頃と同じように食べていると、
余分なエネルギーが体脂肪としてたまっていくのです。」

"After about 25 years, the body stops growing and gradually follows 
the process of aging. 
Since cells or tissues are less active and begin to atrophy, aging 
humans require less energy than they did in their youth. 
So, if they eat the same amount of food that they did when they 
were younger, excessive energy stores as fat in the body," 
Hanako-sensei says.

「お母さんは、お父さんほどお腹が出ていないけど……」

"My mother's belly is not as big as my father's. Why is that?" 
Peeko-chan asks.
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「男性と女性じゃ、太り方が違うんですよ。
女性は、出産に備えて皮下に脂肪をためやすい構造になっています。
全体的にふくよかで、おしりの周りに脂肪がつく洋ナシのような体
型になりやすいの。
でも男性の方は、皮下脂肪が少ない代わりに、お腹のあたりに脂肪
がたまりやすくて、りんごのような体型になることが多いのよ。」

"Men and women get fat in different ways. 
A  w o m a n ' s  b o d y  e a s i l y  p u t s  o n 
subcutaneous fat for childbirth. Women 
are generally well rounded and gain fat 
r e a d i l y  a r o u n d t h e h i p s ,  t y p i c a l l y 
developing a pear-like shape. Although 
men have less subcutaneous fat, they 
tend to have more fat around 
the abdomen and tend to 
develop the shape of an 
apple,"Hanako-sensei 
explains.



30

「肥満といっても、見た目だけの問題ではありません。
本当におそろしいのは、いろんな病気の原因になってしまうこと。
まず、肥満がきっかけになる代表的な病気といえば、

糖尿病です。」
ハナコ先生は、真剣な顔になりました。

"Obesity is not only a problem of appearance, 
but can be dangerous as a risk factor for various 
diseases, such as diabetes, a typical disease 
caused by obesity," Hanako-sensei says with an 
earnest look. 
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【肥満が引き起こす糖尿病】
カロリーの摂取過剰や運動不足により肥満になると、一般に、体内での糖の利用を促
進するインスリン（膵臓から分泌されるホルモン）の働きが悪くなり、血糖の量（血
糖値）が高くなってしまいます。空腹時の血糖値が 126 mg/dl 以上、あるいは、随時
測定の血糖値が 200 mg/dl 以上の場合、糖尿病と診断されます。

■糖尿病の種類
★Ⅰ型糖尿病
インスリンを産生する膵臓のβ細胞が破壊され、からだの中のインスリンの量が絶対
的に足りなくなって起こります。以前は小児糖尿病とか、インスリン依存型糖尿病と
呼ばれていたもので、肥満の有無とは無関係に発病するタイプです。

★Ⅱ型糖尿病
インスリンを分泌しても量が十分でないか、分泌されたインスリンが肝臓や筋肉など
の細胞で十分作用しない（インスリン抵抗性）ことにより、ブドウ糖がうまく代謝さ
れなくなり、血糖値が上昇します。遺伝的な要素に、偏った食生活、運動不足、肥満、
ストレスなどの生活習慣の乱れが関係している場合が多く、日本人の糖尿病の 95％以
上はこのタイプです。

【Diabetes caused by obesity】
Obesity due to excessive calorie intake or lack of exercise inhibits the work of 
insulin, a hormone secreted by the pancreas that promotes glucose use in the body. 
This results in increasing blood glucose levels. Diabetes is diagnosed if fasting or 
casual blood glucose is greater than 126 or 200 mg/dl, respectively.

■ Types of diabetes
★ Type Ⅰ diabetes
Type Ⅰ diabetes is caused by the lack of an absolute amount of insulin in the body 
because insulin-producing βcells in the pancreas are destroyed. This type of 
diabetes, formerly called child diabetes or insulin-dependent diabetes mellitus, can 
occur with or without obesity. 

★ Type Ⅱ diabetes
When insufficient insulin is produced, or when insulin does not function well at the 
levels of liver or muscle cells (insulin resistance), glucose is ineffectively 
metabolized, resulting in increasing blood glucose levels. In addition to genetic 
factors, irregular lifestyle habits such as an unhealthy diet, lack of exercise, obesity, 
and/or stress, are most often associated with Type II diabetes. More than 95 
percent of Japanese diabetics have this type of diabetes.
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「肥満が引き金になって起こる病気は、糖尿病だけではないのですよ。」
ハナコ先生は続けました。

"Diabetes is not the only disease caused by obesity," 
Hanako-sensei continued.

「肥満になるとインスリンの働きが悪くなるので、血中のインスリン
濃度が高くなりがちです。
高インスリン血症は、交感神経を活性化させたり、腎臓でナトリウ
ムイオンの再吸収を促進させるので、高血圧の原因となります。
また、①肥満、②高血圧、③糖尿病、④高脂血症という４つの疾病は、
互いに密接に関係しています。これらの疾病が合併すると、動脈硬
化（動脈壁が肥厚したり硬くなったりする病気）を促進し、心筋梗
塞や脳卒中などの命にかかわる危険な病気にまで発展することから、

“死の四重奏”と呼ばれているんですよ。」
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"Insulin function worsens in obese people, and this results 
in a higher concentration of insulin in the blood. 
Hyperinsulinemia is a risk factor for hypertension because 
sympathetic nerves are activated and re-absorption of 
sodium ions is facilitated in this condition. 
In addition, ① obesity, ② hypertension, ③ diabetes, and 
④ hyperlipidemia are strongly interrelated. Complications 
of these four diseases, called "the Deadly Quartet," 
promote arteriosclerosis, a disease with thickening and 
hardening of the walls of the arteries, and result in serious 
fatal diseases, such as myocardial infarction or stroke."
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「インスリン抵抗性（＝高インスリン血症）のある肥満では、血中の
トリグリセライド（中性脂肪）が高くなり、ＨＤＬコレステロール
が低くなる傾向があります。最近、このトリグリセライドが、動脈
硬化の原因になるといわれています。

"Obese people with insulin resistance (hyperinsulinemia) tend to 
have higher triglycerides and lower high-density lipoprotein (HDL) 
cholesterols in the blood. A recent report shows that triglycerides 
could cause arteriosclerosis.
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これまで動脈硬化が起こる原因として、LDL コレステロール
（悪玉コレステロール）が重要とされてきました。
でも、トリグリセリドの濃度が高いときにできやすい小型高密度
LDL がさらに悪い悪玉じゃないかという説があるのです。」

Up to now, low-density lipoprotein (LDL) cholesterols (bad 
cholesterols) have been thought an important factor in 
arteriosclerosis.
However, a hypothesis indicates that small dense LDL, which is 
easily formed if the blood contains higher concentrations of 
triglycerides, may be worse."

【血中脂質の基準値】
総コレステロール：220 mg/dl 未満
LDL コレステロール：140 mg/dl 未満
HDL コレステロール：40 mg/dl 以上
中性脂肪：150 mg/dl 未満

【Reference values of blood lipids concentration】
Total cholesterol：＜ 220 mg/dl
LDL cholesterol：＜ 140 mg/dl
HDL cholesterol：≧ 40 mg/dl
Triglycerides：＜ 150 mg/dl
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ハナコ先生の難しい説明に、
ピー子ちゃんは頭がこんがらがってしまい
ました。

Peeko-chan gets confused by the 
complicated explanations Hanako-sensei 
has provided.

「先生、簡単に説明してください。
どうして太ったらいけないんですか？」

"Hanako-sensei, would you please explain this more simply for me? 
Why shouldn't we get too fat?" Peeko-chan asks.

「それはいい質問です！」
ハナコ先生は、得意げに鼻を突き出
して続けました。

"A good question!" 
Hanako-sensei proudly continues to 
talk.
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「脂肪分をたっぷり含んだ牛乳は、白い色をしているでしょう。
トリグリセライド（中性脂肪）をいっぱい含んでいる血漿

（血液の液体成分）も白っぽい色になるの。
肥満の人の血漿も白くなることが多いのよ。
そうなると、今度は血中のコレステロールなどの脂質が血管の壁に
入り込んで蓄積（プラーク形成）し、動脈を硬くしてしまうのよ。」

"Milk containing high amounts of fat is white, isn't it? 
Plasma, the fluid part of blood, which contains many triglycerides, 
is also whitish.
Obese people often have whitish plasma. 
In this case, lipids such as cholesterols in the blood then get into 
the walls of blood vessels and accumulate to form plaque, which 
hardens the arteries."
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「血管の壁が厚くなって弾力性がなくなると、
急激な血圧の上昇に耐えられず、
血管はだんだんボロボロになってしまいます。
ここに、トリグリセライドやコレステロールを貯めた
マクロファージという細胞や、血小板が堆積して
プラークはますます大きくなります。これが動脈硬化性血栓です。」

Hanako-sensei further explains, "Blood vessels, which get thick and 
lose elasticity, cannot stand a rapid increase of blood pressure 
and then degenerate. Additionally, macrophages―cells storing 
triglycerides or cholesterols―and platelets accumulate in the 
blood vessels and the plaque gets thicker and thicker. This 
pathological condition is called arteriosclerotic thrombus."
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「血栓ができると、体全体に血が行き渡らなくなってしまいます。
（脳梗塞、心筋梗塞）
血栓ができた付近の血管は破裂しやすくて、
破裂すると大出血をおこします。（脳出血）」

"Plaque prevents blood from flowing throughout the body, 
causing cerebral or myocardial infarction.
Blood vessels in the vicinity of plaque more easily rupture, resulting 
in excessive bleeding, as in cerebral hemorrhage," she adds.
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ピー子ちゃんは、すっかりお父さんのことや
ヤニス先生のことが心配になってしまいました。

「太りすぎるって、本当に体に悪いのね……」

Peeko-chan becomes thoroughly worried about her 
father and Yanis-sensei.
"Being too fat is really dangerous for the body, isn't it?"
Peeko-chan says.

「そうなんですよ。
とにかく、太りすぎは、高脂血症や動脈硬化、
高血圧の原因になります。
それに、太った体にたくさんの血液を送るため
に、心臓に負担をかけるから慢性心不全の原因
にもなるのよ。
おまけに重い体を支えなくちゃいけないから、
膝関節や腰椎も負担がかかって、変形性関節炎
になることもあります。

"Yes, it is. Anyway, being overweight can 
cause hyperl ipemia, arter iosclerosis , or 
hypertension.
It also strains the heart to pump a lot of blood 
through the overweight body, caus ing 
chronic heart failure. 
Further, obese people might suffer from 
osteoarthritis because knee joints and lumbar 
vertebra have to strain to support heavy 
bodies. 
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膝がいたむと杖が必要になるし、
腰がいたむと腰痛症になってしまうの。
だから、絶対太りすぎはだめなんですよ！」

You might need a cane if you have knee pain and might 
suffer from low-back pain. 
So, yes! Being overweight is absolutely not good!" 
Hanako-sensei responds.
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「太りすぎを診断するための検査ってあるんで
すか？」

"Do you have an examination to diagnose 
being overweight?" Peeko-chan asks.

「最も簡単なのは、体重や腰まわりを
週に一度は測定すること。

"Weighing yourself or measuring the 
girth of the waist at least once a 
week are the simplest ways.
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自分でお腹のまわりのお肉つまんでみて、
厚さをみてみるのもいいですね。
そうそう、体脂肪計を使うのもいいわよ。
栄養士さんは、身長と体重からＢＭＩを算定します。
エコーやＣＴ、ＭＲＩなどの医療機器を使うと、
より正確に肥満度を判定することができるんですよ。」

Checking the thickness of fat around the middle is good, too.
Oh, you can also use a machine for measuring your body fat. 
Nutritionists calculate BMI with height and weight. 
Medical devices, such as echography, CT, and MRI, can more 
accurately evaluate one's degree of obesity," Hanako-sensei 
answers.
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「血液を検査して肥満が分かることもあるんですか？」

"Can a blood test detect obesity?" Peeko-chan asks.

「単に肥満かどうかを知るには、BMI や体脂肪率を測定するだけで
十分です。でも、血液検査をすることによって肥満の合併症を知る
ことができます。血液中の総タンパク量やアルブミン量、血糖やヘ
モグロビン A1c、トリグリセライド、総コレステロール、HDL コレ
ステロール、LDL コレステロールなど肥満に関係のある項目を測定
すれば、現在の健康状態をより詳しく調べることができますよ。」

"Simply measuring BMI or percentage of body fat suffices to know 
if you are obese. A blood examination, however, can disclose if 
you suffer from complications associated with obesity. One's 
current health can be evaluated in more detail by measuring 
items related to obesity, such as total protein, albumin, glucose, 
hemoglobin A1c, triglyceride, total cholesterol, HDL cholesterol, 
and LDL cholesterol in the blood," Hanako-sensei says.
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【メタボリックシンドローム の定義】
メタボリックシンドロームとは、内臓肥満、インスリン抵抗性、高
中性脂肪血症、高血圧など、動脈硬化の危険因子が集積し、狭心症
や心筋梗塞などの心疾患を起こしやすい病態のことです。我が国で
は、①腹部肥満に加え、②〜⑤のうち、2 項目以上を満たす場合を
メタボリックシンドロームと定義しています。

①腹部肥満（腹囲） …　男性　≧ 85cm
 女性　≧ 90cm
②空腹時トリグリセライド ( 中性脂肪 ) … 　≧ 150mg/dl 
③ HDL コレステロール …　＜ 40mg/dl
④血圧 …　≧ 130/85mmHg
⑤空腹時血糖 …　≧ 110mg/dl

〔日本内科学会 , 2005〕

注）米国 NCEP の基準は日本の基準と少し異なり、腹部肥満：男性 ≧ 102cm、女性 ≧
88cm、HDL コレステロール：男性 ＜ 40mg/dl、女性 ＜ 50mg/dl とされています。

【A definition of metabolic syndrome】
Metabolic syndrome is a collection of risk factors of arteriosclerosis 
including visceral obesity, insulin resistance, hypertriglyceridemia, and 
hypertension that increase the chances of developing heart disease, such 
as angina pectoris and myocardial infarction. In Japan, metabolic 
syndrome is diagnosed when abdominal obesity ( ① ) occurs with two or 
more of the other factors ( ② - ⑤ ) 

① Abdominal obesity (the girth of a waistline):  Men ≧ 85 cm
 Women ≧ 90 cm
② Fasting triglyceride level: ≧ 150 mg/dl
③ HDL cholesterol level: ＜ 40 mg/dl
④ Blood pressure: ≧ 130/85 mmHg
⑤ Fasting blood glucose: ≧ 110 mg/dl

〔The Japanese Society of Internal Medicine, 2005〕

Note: The standards of abdominal obesity and HDL cholesterol in the 
Guidelines of National Cholesterol Education Program (NCEP) are slightly 
different from those in Japan. Abdominal obesity: Men ≧ 102 cm and Women 
≧ 88 cm; HDL cholesterol: Men ＜ 40 mg/dl and Women ＜ 50 mg/dl.
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“ドライ・ケミストリー検査”は
小規模病院や診療所向きで、
肥満検査にはおすすめです。

Dry chemistry tests are recommended for an 
obesity examination in small hospitals or clinics.

「血液検査は、信頼できる検査機器と試薬で
測定することが大事なんですよ。

"It's important to conduct a blood 
examination with reliable testing 
equipment and reagents.

【ドライ・ケミストリー検査】
試験紙法で代表される簡便型乾燥試薬利
用型検査のこと。

【Dry chemistry test】
An examinat ion with s imple dry 
reagents such as test tapes.
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最近では、レプチン、アディポネクチン、グレリンなど
肥満関連ホルモンを測定する検査も始まっています。

Recently, an examination has been developed for 
measuring obesity-related hormones, such as leptin, 
adiponectin, or ghrelin.

また、さまざまな検査を総合的にまとめるためには、
コンピュータ支援型検査システム（ソフトウエア）が
役に立ちます。」

In addition, a computer-supported examination system 
(software) can integrate various kinds of tests," 
Hanako-sensei says.

一度、お父さんにも検査を進めてみようかしら、
とピー子ちゃんは思いました。

Peeko-chan thinks she should recommend the 
examination to her father.
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「食事と運動、生活リズムの３つの原則が大事です。
ドカ食いしたり、好き嫌いをしたり、
夜食のとりすぎにも注意しないといけませんよ。
ダイエットは、目標をたてて、ゆっくりとすること。
薬に頼ってはダメですよ。
ビタミン剤などのサプリメントも体調を整えるのに役立ちます。」

"Three important principles are healthy food, moderate 
exercise, and regular daily rhythms.
You should avoid binge eating and don't be fussy about food. 
Also, be careful not to eat too many late-night snacks. 

If you want to go on a diet, you first need to set 
a goal, and don't rush to reach it. 

Don't rely on any medications. 
Supp lements such as v i tamins , 

however, are useful to maintain 
your health," Hanako-sensei says.

「じゃあハナコ先生、肥満を防ぐ方法を教えてください。
私もお父さんのことが心配なんです。」
 
"Well, Hanako-sensei, would you tell me how to prevent obesity? 
I'm worried about my father," Peeko-chan asks.
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ピー子ちゃんは、熱心にメモを取り始めました。
 
Peeko-chan starts to take notes eagerly.
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「それから、
年に一回は定期健康診断を受けるように言ってあげてね。
血液検査の後は、栄養士さんから栄養指導を受けるといいですね。
検査を続けていけば、体の調子や変動幅が分かりますからね。」

"In addition, tell him to have a health check at least once a year.
It's a good idea to get nutrition counseling from a nutritionist after 
getting a blood examination. 
Having the check regularly will tell him his current health 
condition or any changes," Hanako-sensei recommends. 
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ピー子ちゃんにはちょっと
難しい説明を続けてきたハナコ先生。
実はもう一つの目的がありました。
カーテン越しに様子をうかがっていたヤニス先生に
肥満の害をきちんと知ってほしかったのです。

Actually, Hanako-sensei, who has offered some complicated 
explanations to Peeko-chan, has another purpose. 
She wants Yanis-sensei, who has been observing through the curtain, 
to understand completely the dangerous effects of obesity.

「わたしも、これからダイエットしなくちゃなあ。」
カーテンの向こうで、
ヤニス先生がそっとつぶやく声が聞こえました。

"It sounds to me as if I have to go on a diet,"
Peeko-chan and Hanako-sensei hear Yanis-sensei quietly mutter to himself 
through the curtain.
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それからしばらくして、
ピー子ちゃんがヤニス先生をたずねると
先生はすっかり体重が減ってスリムで
健康的な姿に変わっていました。

When Peeko-chan visits Yanis-sensei after a while, he has lost 
weight and has become slim and healthy. 

「ハナコ先生のアドバイスのおかげだよ。」
照れ笑いする先生は、息切れもなくなって元気そう。

"Thanks to Hanako-sensei, I succeeded in losing weight," 
Yanis-sensei says with a grin of embarrassment but with no 
shortness of breath and looking well. 

「お互い、健康になれてよかったですね。」
ピー子ちゃんと先生は向かい合って、にっこりほほえみ
合いました。

"I'm so glad we have become healthy."
Standing face-to-face, Peeko-chan and Yanis-sensei 
smile at each other.
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おわりに

　世界には戦争や貧困のために食べるものがなく、餓死する人がまだ

まだたくさんいます。その反対に、飽食と美食で肥満を心配している

人もたくさんいます。食べ残しや調理のロスで捨てられる食物の量は

膨大で、地球上の食物のムダ使いともいえます。みんなが「腹八分目」

を心がけ、食べ物を大切にすることは、健康につながることはもちろ

ん、多くの人に食べ物を分け与えることにもつながるはずです。日ご

ろの食生活について、もう一度見直してみてはいかがでしょうか。



55

Conclusion

  Many people in the world still die from starvation because of 

wars or poverty. In contrast, a majority of people worry about 

obesity due to satiation and a luxurious diet. A great amount of 

food thrown out as leftovers or lost when cooking represents a 

wasteful expenditure of food on the earth. We should be 

thoughtful to eat modestly and care about food, which 

nourishes us and makes us healthy. It also helps to share food 

with others. Why don't you reconsider your daily eating habits?
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