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症例の解説

生活習慣病を考える

武 田 和 久

私が井原市民病院 に赴任 してか ら診察 させ ていた

だいている患者 さんの殆 どが高齢者 であ ることもあ

って,生 活習慣病の方が 多い.そ して生活習慣 を改

めるよう指導 して も,意 外 と病気 は良 くならない.

私の指導が不十分 なのか,そ れ とも生活習慣が改 ま

らない病気,例 えば 「わが まま病」や 「で たらめ病」

が根底にあって,そ れが難治性 だか ら良 くならない

のかな ど考 えさせ られ るこ とが ある.実 際に これに

関連 した研究 は遺伝子 レベ ルで始 まって いる.厚 生

省の 「健康 日本21」 構想 では,生 活習慣改善支援 セ

ンターに類 した ものを設立 し,生 活習慣の改善 を徹

底的に行 お うとしてい る.疾 病の早期発見に よる2

次予防 を目的 とした検診 で異常が見付か って も,そ

のフォロー が不十分 で効果 が挙が っていないか らそ

れ を強化 し, 1次 予 防の健康増進 に も力 を入れ よう

とい うのは理解 で きる.し か し口に入れ たい物 を取

り上げて まで,ま た動 きた くない者 を綱 で引 っ張っ

てまで動 か さない と改善 で きない生活習慣病 とはい

ったい何 であろ うか.

そもそ も生活 習慣病 とは以前成人病 と呼ばれてい

た もの を,少 しで も改善の希望 を与 える意味で生活

習慣病 と名 を改め ただけで,生 活習慣病 とい う疾病

があるわけではな く,単 なる行政用語で ある.遺 伝

的要素,環 境要 因 も視野 に入れ た用語であ るとい う

が,ど うも生活習慣 を悪者 に したイメー ジが強い.

実際に生活習慣病の範疇 に入 る もの としては,肥 満,

糖尿病,高 脂血症,高 血圧症,血 管障害,悪 性腫瘍

があげ られて いる.こ れ らの 中には確 かに生 活習慣

に気 をつけ ることに よって改善 出来 そ うなもの もあ

る,肥 満 もその一つ であるが,こ れが なか なかの難

題 で,単 に食べ なけれ ばいい といった訳の もの では

ない.ま た運動 が良い といって も,運 動 後強 くなっ

た空腹感に どう対処すればい いのか.我 慢 しろ とば

か り言 っていれば患者 は来 な くなる.空 腹 感に耐 え

たこ とに誇 りを持 たせ よ うとして も,人 は誇 りだけ

では生 きていけないよ うであ る.大 腸がん も高脂肪,

高エネル ギー食を控 えることに よって理屈 の上 か ら

は予防で きるか も知れ ない.し か し20年, 30年 食べ

たいビフテ キも トンカツ も見送 って,そ のあげ くに

がんが出て きた らその 人に どの様 な責任 をとればい

いの であ ろうか.

私 も40歳 代 までは絶対に肥れない体質 だ と思 って

いた.沢 山食べ て肥 らなければな らない と思 うだけ

で痩せ るような気が していた.と ころが50才 を過 ぎ

てか ら増えだ した体重 は,食 べ るもの をい くら控 え

てみて も,一 万 歩近 く歩 いてみて も,一 向に減 る気

配が ない.液 体 燃料の7kcal/g(ア ル コー ル)の 量

の計算が上手 く出来 てないのか,基 礎代謝 がかな り

低下 してい るのかは ともか く,加 齢 に よる影響 は無

視 し得 ない.従 来か らの成人病 の名 の方が適切 で あ

る.

この様 に生活習慣病 と呼ばれてい るものの 中に,

生活習慣の改善 で管理 出来 ない ものがい くつかあ る.

既 に述べた加齢 に よる変化 に加 え,性 差,遺 伝子異

常,人 種差,外 的環境 因子 などが そ うである.ま た

管理可能 な異常 としての血圧,血 糖,血 清脂質 に し

て も,実 際には薬物 に よるコン トロー ルを抜 きに し

ては考 えられ ない.肥 満 もその一つ で,分 子 レベ ル

での研究が進むにつれ,特 殊栄養 食あ るいは薬物 で

の管理が可能 にな りつつあ る.健 康 診断時 に測定 す
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る血 中の尿酸, GPT, GOT, GGT,中 性脂肪,コ レ

ステロー ル,血 糖値 お よび血圧の増加 とbody mass

 indexの 増加 との間には正 の相 関が見 られ*,先 ず肥

満 を解消 してか ら受診 して欲 しい と言いた くなる く

らいである.し たが って,こ れ ら異常値へ のその後

の対処が不十分 だ とす ると,医 療経 済上 も大変 な損

失 である.

しか し,減 塩,有 酸素運動,禁 煙,脂 質の食事 管

理 な どを行 って生活習慣 を改善 しただけでどれだけ

の延命効果が あるのかevidence-based medicineに

耐 えられ るだけの介 入研究 はない.動 脈硬化 に して

もコレステ ロー ルのみではな く,血 管 内皮細胞 も重

要であ り,ホ モ システイン も今後 の研究課題 である.

この様 なこ とか ら,わ れわれ は漠然 とした生活習慣

病 を考 え るのではな く,個 々の問題 を遺伝 子 レベル

まで掘 り下げ て研 究 し,明 らかに なった事実 に対 し

て統合的 に対処 してい くべ きであ ろう.

*, 「Body Mass Indexと 各検査値異常頻度との関連」:井

原市民病院医学紀要Vol. 2, 2001を参照のこと.


