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　こんにちは。加藤です。今日は飲酒とメタボリックシンドローム対策ということで、適度な飲酒とは

どういうことかについてお話させていただきます。

　これは貝原益軒の『養生訓』（スライド 1）。1712 年ですから、

何と 300 年前のものですけれども、今でもかなりな部分が通用

します。「酒は天の美禄なり。少しのめば陽気を助け、血気を

やはらげ、食気をめぐらし、愁いを去り、興を発して甚人に益

あり」。酒にはこういういい部分があるということです。「多く

のめば、又よく人を害する事、酒に過ぎたる物なし。少しのみ

少し酔へるは、酒の禍なく、酒中の趣（おもむき）を得て楽多

し。人の病、酒によって得るもの多し。酒を多くのんで、飯を

すくなく食ふ人は、命短し。かくのごとく多くのめば、天の美禄を以て、却て（かえって）身をほろぼ

す也。かなしむべし。酒を多く飲む人の、長命なるはまれなり。酒は半酔にのめば、長生の薬となる」。

　ここに書かれていますように、お酒には、いい部分はあるんですが、過ぎたるは及ばざる。この過ぎ

ない量にどう納めるか、これが大事なわけです。このいい部分で飲んでいれば長生の薬となると言って

いるわけですけれども、このことが 1980 年から 90 年にかけて医学的にも証明されてきた、そういった

ことからお話したいと思います。

①アルコールと栄養

　大酒のみというと、すごくやせた人で栄養が足りない、そういうイメージが強いのではないかと思い

ます。アルコール依存症の患者さんは低栄養で肝硬変になるんだと、そういう話がずっと言われてきま

したし、日本の肝硬変では、「高タンパク、高エネルギー、そして安静に」。キャッチフレーズのように

言われてきたのです。高タンパク、高エネルギーをと言われている裏返しに低栄養の問題があると言わ

れてきたわけです。

　アルコール性肝障害の患者において低栄養状態を栄養サポー

トするといいんだと言われてきたわけですけれども、実はそれ

は 1950 年から 1980 年にかけての論文に多いわけです。しかも、

対象者が入院患者とか、浮浪者、非常に重い患者とか、あるい

はなかなか普段外来にも通ってこないような患者さんなど、そ

ういう人が多いのです（スライド 2）。

　ところが、アルコール依存症の患者さんでも十分な収入が

あって、入院していない患者を対象とした調査では、タンパク

質、脂質などの摂取量はコントロールに比べてやや少ないけれども、推奨される 1 日所要量よりは多い、
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スライド 1

アルコール依存症患者と低栄養

アルコール依存症患者での低栄養と肝硬変

 Joske and Turne, Med J Australia 1952

 Patek et al, Arch Intern Med, 1975

アルコール性肝障害患者における低栄養状態
と栄養サポートの役割

 Achord, Am J Gastro, 1987

しかし、これらの報告の多くは入院患者や浮
浪者などの研究によるものである。

スライド 2
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という調査結果もあるのです。あるいは、ミドルクラスのアル

コール依存症の患者では、エネルギー、タンパク、脂肪、炭水

化物の摂取が適切量であり、1 日所要量を十分満たしている。

ですから、低栄養ではないという話は 1970 年、80 年のころか

らありました（スライド 3）。

　そして、ラットにアルコール飲料を飲ませる実験から始まっ

たんですが、ラットの場合は、いくら飲ませてもなかなか肝硬

変ができないので、これはもう強制的に胃にミルクを入れると

いう、システムでやっています。そういう実験をやると、高脂質の食事でアルコールをたくさんとって

いると肝臓を悪くするという、そういう実験結果が出てきたわけです。

　日本であまりアルコールと栄養に関する研究はないんですけれども、1 日に食べる食事の総エネル

ギーの中においてアルコールというのはどれぐらい占めているんだろうという調査がされたところ、ア

メリカにおいては総エネルギーの 6 から 10％を占めている。これが平均的な数字です。しかし、大量

に飲む人では総エネルギーの 50％がアルコールである。総摂取エネルギーの 50％がアルコールになっ

てくると、さまざまな問題が生じてくるわけです。

　というのは、アルコール飲料の中にはビタミンもないし、ミ

ネラルもないし、タンパクもないし、そういう栄養素でありま

して（スライド 4）、単にエタノールと少量の糖分が含まれて

いるだけである。そういう物が 1 日のエネルギーの 50％を占

めると、ビタミンだとか、ミネラルだとか、あるいはタンパク

が当然足りなくなる。こういう状況が起こるわけです。

　そして、米国ではアルコールはパン、菓子類についで 3 番目

に多いエネルギー源となっている。アルコール飲料というのは、

水がほとんどでありまして、そこにエタノールが入っている。炭水化物が少し、ワインなんかでは炭水

化物が多い物もありますけれども、ほとんどないのが、蒸留酒です。タンパク質だとかビタミン、繊維

分、あるいは脂肪、こういう栄養成分はほとんど含まれていないので、エンプティカロリーと呼ばれま

した。エンプティカロリーとは、カロリー源にならないという意味ではなくて、カロリーはあるのに空っ

ぽの栄養素である。そういう意味で使われたのです。

　滋賀医大の上島先生らは、1996 年から 1998 年にかけて、日

本、中国、イギリス、アメリカの 4 カ国において総エネルギー

の中にアルコールはどれぐらい取っているだろう、という調査

を行っています。何とこの調査では日本が平均アルコール摂取

量が最も多いという結果が出ています（スライド 5）。

　ちなみに、アメリカは少ないのですが、日本には、先ほど平

山先生がおっしゃられましたように、ALDH という酵素の活

性が弱い人が 7％います。ほとんどお酒を飲めない人。そして、

お酒を飲むのが苦手な人が 40％ぐらいいます。そういう中で国民全体の平均がアメリカよりもかなり

アルコール依存症患者の栄養状態

アルコール依存症患者で十分な収入があり入院
していない患者を対象とした調査では、たんぱ
く質と脂質の摂取量はコントロールに比べて少
ないが、推薦される一日所要量より多い。

 (Neville et al., Am J ClinNutri 1968)

ミドルクラスのアルコール依存症患者では、エ
ネルギー、たんぱく質、脂肪、炭水化物の摂取
量は適切量であり、一日所要量を十分満たして
いる。

 (Hurt et al., Am J ClinNutri 1981)

スライド 3

アルコール飲料の栄養価

アルコール飲料は

 水

 エタノール

 3 ～ 50％（v/v) ( 7kcal/g)

 炭水化物;  様々な量

 0 ～ 120g/L （4kcal/g)

 その他; empty calorie
 たん白質、ビタミン、食物繊維、脂肪

 ０または少量
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多いというのは、日本は、アルコールを結構飲んでいるということになります。

　アルコールをとるときにエネルギーがどういうふうになるか

というと、お酒をまったく飲まない人と、少し飲む人と、中等

度飲む人、と分けて考えたときに、こちらが炭水化物、脂肪、

そして、これがタンパクですが、実はお酒を飲んでいると、飲

んでいるだけタンパクとか脂肪とか、あるいは炭水化物も多く

とっている。そして、結局、総摂取エネルギーはぐっと増えて

いるという調査があります（スライド 6）。

　スライド右のほうは、飲む日と飲まない日がある人。そうい

う人で調査しますと、飲んだ日は普段の食事の摂取量よりも少し多目に取りながら、アルコールをその

上にさらに飲んでいるということで、結局は 1 日の総エネルギーはアルコールを飲んでいると増えると

いう調査があるのです。

　こういう調査は結構いろいろな研究で行われておりまして、

まったく飲まない人に比べて、総エネルギー摂取量は 1 週間 7

ドリンクまで飲む人では、14％多いとか。毎日 2 ドリンク、大

体 1 合相当ですけれども、では 125％、あるいは女性で 115％

になる。むしろエネルギー量が増えることが分かっています（ス

ライド 7）。ですから、最近の調査では、むしろお酒を飲んで

いる人というのは、総エネルギーをたくさんとり過ぎているこ

とも問題になっているのです。

　そして、1997 年にアメリカの肝臓病学会誌「Hepatology」

に出た論文では、アルコール性肝障害がどういう人で進みやす

いかということが調査し報告されました。脂肪肝になっている

人、急性肝炎になっている人、あるいは肝硬変になっている人、

そういった人ではどういう因子が違っているか比べてみたとき

に、女性が急性肝炎とか肝硬変を起こしやすい。危険因子とし

て出てきます。これは先ほど言ったような胎児アルコールシン

ドロームの問題もあり、そういうものも含めて女性はアルコー

ルに弱いということですね。女性は肝臓においても弱いということが表れています（スライド 8）。

　そして、脂肪肝になる、あるいは急性肝炎になる、肝硬変になるという、それぞれのステージにおい

て引っかかってきたのが、体重の過多ということです。そして、高齢の人だとか、乱用期間が長い人で

は肝硬変になりやすい。こういうことが出てきたわけですけれども。アルコール性肝障害は、脂肪肝、

急性肝炎、そして肝硬変へと進んでいきますが、それぞれの段階において体重が重いと肝障害を進展し

やすくすることが明らかにになりました。

　こういうことが言われ始めたのが 1997 年ですけれども、この時期からちょうど日本においても

NASH（Non -alcoholic Steatohepatitis ナッシュ）という病気が注目され始めたわけです。NASH は、

アルコールを飲まないにもかかわらず、アルコール性肝炎とか肝硬変に似たような病理像をきたす病気

6

飲酒と一日総エネルギー摂取量

De Castro et al . Am J Clin Nutri1990
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スライド 6

飲酒の総エネルギー摂取量に及ぼす影響

K.R. Westerterp , 1999
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スライド 7

アルコール性肝障害進展の危険因子

脂肪肝 急性肝炎 肝硬変

体重過多 女性 女性

体重過多 年齢

体重過多

乱用期間
体重の過多は、様々なアルコール性肝障害の発症および進展の

危険因子である。(Naveau S, et al. Hepatology 1997)

 アルコールによる肝硬変の進展と脂肪摂取は正の相関
がある。(Rotily M, Eur J ClinNutri 1990)

スライド 8

体重過多 年齢
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です。アルコールを飲まないけれども肥満の人、あるいは糖尿

病の人、高脂血症の人、脂質異常症の人に多いのです。そうい

う病気が現れてきたんですけれども。アメリカでは 1980 年か

ら、日本では 1990 年を過ぎて少しずつ注目されだして、2000

年ごろから学会とかでも非常に活発に取り上げられるようにな

りました（スライド 9）。

　NASH の人がお酒を飲めば、さらにアルコール性障害は進

展しやすくなると考えれば、やはり体重過多がいけないことで

ある。これは理解しやすいことです。あるいは、アルコールによる肝硬変の進展は、脂肪をたくさん取っ

ている人に多い。これは臨床研究、人の研究でありますけれども。先ほどの動物実験において脂肪が多

い食事を与えると、肝障害が進展しやすかった。そういったものに相応するわけです。

　こういうことで、過去の肝臓病患者さんへの生活指導におい

ては、肝臓病患者に対しては「安静にしなさい。そして高エネ

ルギー、高タンパク食にしましょう」ということがやたらと言

われてきましたし、実は私は 7 年前に看護医療学部に異動しま

したときに、今の肝臓病はもう高エネルギー、高タンパクでは

ないんだという話を授業でしますと、学生が後で、質問に来ま

して、「先生。でも国家試験にはまだ高タンパク、高エネルギー

と書いてあるわよ」と言うわけです。それぐらい「高エネルギー、

高タンパク」は浸透していたわけです。肝臓病全般においてそうなんですけれども、アルコール依存症

や肝硬変の患者では特に Protein Energy Malnutrition、PEM という言葉も使われまして、タンパク、

エネルギーが足りない。そういう状態であるということが強調されてきました（スライド 10）。

　しかし、この安静と高エネルギー、高タンパク食にしていますと、結果として必ず太ってしまうわけ

です。こういう状況でアルコールを飲むと、ますます肝臓病を悪くする、そういうことが分かってきた

わけであります。

　私たちの仲間の堀江先生らが全国のアルコール性肝硬変の患

者さんを集計したことがあります。これは全国調査で大体1,200

名の患者さんのデータが集まったわけですけれども、1,200 名

の肝硬変の患者さんが集まって分析したところ、肥満の患者さ

ん、BMI25 以上としていますが、BMI25 以上の肥満の患者さ

んが 43％、男性では 42％、女性では 47％もいるのです（スラ

イド 11）。

　つまり、今まではタンパク、エネルギーが足りないと言って

いたのに、実は肥満の肝硬変患者がいっぱいいることが浮かび上がってきたわけです。私たちが、「安

静にしなさい、あるいは、高エネルギー、高タンパク食にしましょう」と言ってきたために肥満になっ

ていたわけでありまして、むしろ肝臓病を早く悪くするような指導をしていたということになるのです。

　もちろんアルコール性肝障害の修飾因子として低栄養も一方であるわけです。今でもご飯を食べずに

ＮＡＳＨ（非アルコール性脂肪性肝炎）とは

NASHは、患者に飲酒歴がなく、肝生検の病理組
織像にてアルコール性肝障害に極めて類似した
所見がみられる疾患である。

1980年Ludwigらにより命名された。

炎症と線維化が進行し、肝硬変へと進展したり、時
に肝がんの発生もあることが明らかにされ、致死的
な疾患になりうる。

スライド 9

過去の肝臓病患者への生活指導は

肝臓病の患者に対して、

安静と高エネルギー・高たんぱく食が強調され
てきた。

特に、アルコール依存症や肝硬変患者では、

ＰＥＭ（protein energy malnutrition)が叫
ばれてきた。

スライド 10

アルコール性肝硬変症の全国調査

堀江義則ら 2008 ＪＤＤＷ

全体（％） 男（％） 女（％）

人数 1207 1091 116

5合未満 493 (40.8%)  427 (39.1%) 66 (56.9%)

5合以上 714 (59.2%)  664 (60.9%) 50 (43.1%)

診断年齢 (才) 54.8 55.3 50.2

平均1日飲酒量（合） 5.6 5.6 5.7

常習飲酒期間 (年) 30.4 31.2 22.5

合併症

糖尿病 296 (24.5%) 282 (25.8%) 14 (12.1%)

肥満（BMI 25以上) 518 (42.9%) 463 (42.4%) 55 (47.4%)

いずれかの合併症 743 (61.6%) 675 (61.9%) 68 (58.6%)

スライド 11
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アルコールだけ、あとは塩を少しつけてという飲み方をする人はいなくはありません。けれども、今の

アルコールを飲む人の多くは、お酒をたくさん飲みながら食べる物も食べている、そういう状況が多い

わけです。そういう状況では過栄養をしっかりと問題視しなければいけない。そんな時代の変化が表れ

てきたわけです。

　アルコールとメタボリックシンドロームが加重すると、アルコール性肝障害と、先ほど言った NASH

が加重することになりますから、肝障害はより進展しやすい。もちろんアルコールを飲んでいる人で

は NASH とは呼ばないわけですけれども、NASH になるような環境の人がアルコールを飲んでいれば、

もっと肝臓は悪くなりますということを示しているわけです。

　これは世界的な傾向であり、2010 年「ブリティッシュ・メディ

カル・ジャーナル（BMJ）」の中に、次のような論文がありま

す。「飲酒と肥満（BMI が高い）人の相対危険を出しています。

肥満では肝臓病による死亡率が 1.29 倍になる。アルコールを

飲み過ぎる人、危険な飲み方の人ですが、3.66 倍になる。そし

てこの肥満で、しかもお酒をたくさん飲む人は 9.53 倍になる」。

こういうふうにアルコールを飲むということだけではなくて、

さらに肥満が加わると、これ程に危険が高くなるのです（スラ

イド 12）。

②脂肪肝の急激な増加

　先ほど述べました NASH について少し触れます。こういう時代の変化の中で、今までどちらかとい

うと軽度の肝障害をきたす人においてアルコールの飲み方はどうすべきかとか、あるいは栄養をどうす

べきかという話です。そして、メタボリックシンドロームの人はアルコールとどう付き合うべきかとい

うことにお話を移していきます。

　NASH（ナッシュ）は飲酒歴がなく、あったとしても 1 日 10 ～ 20 グラム以下のアルコール歴という

のが 1 つの目安になります。そして肝生検で病理像がアルコール性肝障害がきわめて類似した所見が見

られる。こういう疾患で 1980 年にメイヨークリニックの Ludwig（ルードウィヒ）らによって命名さ

れた病気であります。Nonalcoholic Steatohepatitis（非アルコール性脂肪肝炎）と日本では呼ばれます

けれども、もっぱら NASH（ナッシュ）と呼ばれています。昔は単なる脂肪肝、アルコールを飲まな

い人の脂肪肝は悪くならないだろうと、軽く思われていたんですが、実はこのアルコールを飲まない人

の脂肪肝も炎症と線維化が進行し、肝硬変に進展していくことが分かってきたわけです。

　さらに、肝がんの発生もあるということで、だんだん注目

されてきたのがアメリカでは 1980 年代、日本では 1990 年を

過ぎてからです。この NASH（ナッシュ）の発生の危険因子

として、肥満、2 型の糖尿病、高脂血症（脂質異常症）があげ

られます。あと、マイナーな因子として高カロリー輸液だとか、

急激な体重の減少、あるいは小腸バイパスなどがありますけ

れども、こういうものはマイナーなもので、もっぱら先にあ

げた三つが大きな因子であります（スライド 13）。

肥満と飲酒と肝臓病死亡率

Hart CL,  ＢＭＪ ２０１０

スライド 12

ＮＡＳＨの発生因子

発症の危険因子、
 肥満、

 ２型糖尿病、

 高脂血症、

 高カロリー輸液、

 飢餓や急激な体重の減尐

 小腸バイパス手術後、

 薬物（タモキシフェン、ステ
ロイド剤、エストロゲン製剤）

食生活、運動など現代
社会の生活習慣と深く
関連している。

脂肪肝の中に進行性の
ものがあり、ＮＡＳＨと呼
ばれる。

米国では脂肪肝の10％
がNASHとされている。

スライド 13



－ 58 －

アルコール飲料と健康に関する講演会

　つまり、肥満、2 型糖尿病、高脂血症でメタボリックシンドロームがあるときの脂肪肝です。メタボ

リックシンドロームがあるときの肝障害と言うことができます。NASH は食生活とか運動など、現代

社会の生活習慣と深くかかわって出てきたもので、進行性のものがある。がんにも至るものがある。そ

して、米国では脂肪肝の 10％が NASH とされています。

　日本では脂肪肝の中で NASH がどれぐらいかという正確な調査ができていません。というのは、脂

肪肝がある人を無作為に肝生検をして初めて NASH と診断されるわけで、脂肪肝の人をランダムに生

検するというのは非常に難しいからです。

　2005 年にわが国でメタボリックシンドロームの診断基準が

作られましたが、内臓脂肪が多いこと、それが腹囲で代替され

ておりますが、それがまず第 1 関門で、その下に脂質代謝異常、

血圧、血糖値があります。これらの異常が加わったようなとき

には、NASH にもなりやすい（スライド 14）。

　わが国において脂肪肝が今急激な勢いで増えてきました。全

国の人間ドックの統計で、肝機能障害は異常所見の頻度の第 1

位または第 2 位です。第 2 位の年も時々あります。1984 年に

は 10％しかいなかった脂肪肝が、2000 年には 25％を超えてい

ます。全国で人間ドックを受けた人の 4 人に 1 人が脂肪肝とい

う。非常に不健康な時代を迎えているということができます（ス

ライド 15）。

　そして、東海大学の人間ドックでは超音波で脂肪肝と診断し

ていますが、これもやはり 1989 年 12％から 1999 年には 30％

に増加し、2.5 倍になったわけです（スライド 15）。東海大学

の脂肪肝の調査では、やはり BMI30 以上の人の 4 分の 3 が、

そして 25 ～ 30 では半分の人が脂肪肝になっています。むしろ私が注目したいのは、次の点です。

　BMI が 25 以下の人。この人が脂肪肝になるのは実は 2％しかいないのですが、わが国ではまだやは

り BMI25 以下の人が多いですから、わが国の脂肪肝の半数は BMI25 以下の人にきているということで

す。ということは、日本人にとっては BMI25 というのも決して安全なラインではない可能性があると

私は解釈しています。

　例えば、BMI が 21 ぐらいだった人が 24 になると、そういうときには脂肪肝になっていることが結

構あります。ですから、もともとの骨格だとかがあるので、

BMI25 という数字だけで安心はできない。そういうことをこ

の表は示していると私は解釈しています。

　これは東海大学小嶋先生らの論文ですが、1989 年～ 2000 年

にかけて、灰色のバーが女性の増加、黒いバーが男性の増加

ということで、順調にと言えば順調なんですが、どんどん脂

肪肝は増えてきたという歴史があります（スライド 16）。

　そして、次に年齢別の脂肪肝の有病率ですが、20 代の女性

メタボリックシンドローム診断基準
2005年

腹囲 （内臓脂肪が１００ｃｍ２以上）
 男性：85センチ以上、女性：90センチ以上

上記の基準に加え、以下のうち２項目以上該当する。

脂質代謝異常：
 中性脂肪150mg/dL以上 または、
 HDLコレステロール値40mg/dL未満

血圧：
 130/85mmHg以上

血糖値：
 空腹時血糖値110mg/dL以上

スライド 14

15

わが国における脂肪肝の増加

全国人間ドック

 肝機能障害は異常頻度の第一位

 1984年10%以下 2000年には25%を超える

人間ドックにてエコーによる脂肪肝との診断
（小島ら 東海大学）

 1989年の 12%から 1999年の 30%に増加。

 体重と脂肪肝

ＢＭＩ 25以下 2% （全体の約半数）

ＢＭＩ 25－30 50%

ＢＭＩ 30以上 75%

スライド 15

人間ドックでの脂肪肝検出率の推移

Kojima et al. J Gastroenterol 2003

スライド 16
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は割と少ない。あるいは 30 代も少ないけれども、女性も 50

代になるとかなり脂肪肝が増えてくる。そして、60 代になる

と男性とほとんど変わらない。男性はもう 30 代から脂肪肝が

4 人に 1 人という結果が出ています（スライド 17）。

　実は、スライド 17 と 18 のの二つのグラフを比べると非常

に似ているということが分かります。スライド 18 は厚労省の

国民健康栄養調査の概要ですが、BMI が 25 以上の人は 20 代

は少なく、30 代は少し増えてきている。50 代になると、も

う男性と変わらないぐらいになる。ほとんど同じような変化

ですし、男性ではもう 30 代から 3 分の 1 の人が BMI25 以上、

こういう結果は先ほどの脂肪肝の有病率ともかなり似ている

ことが分かります（スライド 18）。

　このグラフで大事なことは、10 年ごとにこんなに肥満が増

加してきたことです。男性で BMI25 以上の人がこんなに悪化

してきたし、この変化が脂肪肝の増加にも相当するというこ

とであります。どうやって肥満を防ぐかが、これから非常に

大事なことだろうと思いますし、こういう時代背景でメタボリックシンドロームというのが注目されて

きたわけです。

③適量飲酒とは

　そういう時代における、「適量の飲酒とは」ということを少

し考えてみたいと思います。『養生訓』の中では、「酒は半酔

にのめば、長生の薬となる」こういうことを言われているわ

けですが、この「半酔」というのが大体どれぐらいかというと、

先ほど平山先生がスライドでも示されましたけれども大体 1

日に 2 合以下ということになります。スライド 19 はわが国の

丸亀先生が総死亡率と飲酒量の関係を示したものですが、男

女ともに 2 合以下のところで飲んでいる分には、飲まない人

よりも死亡率が低い。長生の薬となるということを裏付けて

いるわけです（スライド 19）。ですから、ここの「半酔」とい

うのがちょうどこの数値として証明される時代が来たのです。

　そして、ここで注目したいのは、やはり女性は同じ量飲ん

でいると死亡率が高いということです。

　飲酒には功罪があるわけですけれども、がんの場合はこれ

は発症を多くする。そういった面が多いですし、肝臓を悪く

するとか、すい臓を悪くすることも有名なわけです。

　出産のときに胎児アルコール症候群の子どもが生まれる。あるいは内分泌異常があったり、性能力の

異常があったり、胃を荒らしたり、神経筋疾患、あるいは骨の異常、あるいは咽頭、食道のがんだとか、

17

人間ドックにおける年齢別脂肪肝の有病率

Kojima et al.J Gastroenterol 2003

スライド 17

18

わが国の肥満人口の増加（BMI25以上）

厚生労働省：平成１５年国民健康・栄養調査結果の概要

男性

女性

スライド 18

アルコール消費量と総死亡率

総
死
亡
率

飲酒量/日 １合 ２合 ３合 ３合以上

スライド 19

○脳×

咽頭×

食道×

血液成分×
○HDLC

胃×

神経×

筋肉×

骨×

癌X
（口腔、咽頭）

（食道）
（肝臓）
（大腸）
（乳癌）
○心臓

肝臓×

十二指腸×

膵臓×

小腸×

出産×

内分泌×

性能力×

スライド 20
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あるいはそこの炎症、こういう悪い面があるわけですけれども、実は脳とか心臓、あるいは血液の成分

で HDL コレステロールを増やすという部分では功の部分もあるわけです（スライド 20）。

　この功罪がちょうどバランスが取れる。功のほうがやや多い

という量がちょうど半酔になる量。大体ビールとして中びん 1

～ 2 本、日本酒であれば 1 ～ 2 合ぐらいです。こういうところ

がほろ酔い気分で『養生訓』で言われた半酔に相当するところ

だろうと思われます（スライド 21）。

　スライド 22 には、日本酒、ビール、ワイン、ウイスキーが

並べてありますけれども、私たちが死亡率を問題にするときに

は、もっぱらエタノール量で換算して表します。というのは、

一時ワインが健康にいいとか、あるいは焼酎が体にいいとか、そういう話はあったんですけれども、実

は酒の種類はあまり関係ないということが分かっています。ただし、ビールの場合は、そのエネルギー

が増えてしまう。それは炭水化物が多いからですが、肥満をきたし易いという面があることも注意して

おく必要あります。

　わが国において適量飲酒というものは、健康日本 21 で男性

では 20 グラム、女性では 10 グラムと定められました。米国で

は男性で 2 ドリンク、女性で 1 ドリンクです。1 ドリンクが 14

～ 15 グラムのアルコールですから、大体相応する量と考える

ことができます。体格も少し違いますから、大体この 1 ドリン

クが 10 グラムに相当する量だろうと考えて良いでしょう（ス

ライド 22）。

　そして、米国ではヘビードリンキング（大量飲酒）、これが

1 週間に 14 ドリンク、7 合相当以上ぐらいです。1 週間に 7 ド

リンク、をリスクのある飲み方。1 回の飲むときに 4 ドリンク、

日本酒で 2 合に相当しますけれども、1 回に 2 合以上飲む人は、

やはりリスクの高い飲み方です（スライド 23）。

　米国では最近特に Binge Drinking（ビンジドリンキング）

というのが言われています。このビンジドリンキングというの

は、2 時間という短い間にワッと飲むという飲み方。5 ドリン

クは、大体 3 合ぐらい。2 時間に 3 合相当をグッと飲むような

飲み方をしている人は非常に危ないということが言われています。

　こういうことで、アメリカで 2 ドリンク、あるいは女性で 1 ドリンク、日本では 20 グラム、女性で

10 グラム、ビールで中びん 1 本、女性だと缶ビール 1 杯、量が適量の飲酒量ということになるわけです。

一時フレンチパラドックスと言われた時期があります。赤ワインが好ましい。それは心血管系の疾患を

アルコールが予防する効果があるだろうということが言われ始めたことです。

　ヨーロッパは心筋梗塞で亡くなる人が多いわけですけれども、フランスはヨーロッパの国の中では比

較的心筋梗塞で亡くなる人少ない。そういう調査があって、何が原因だろうということで、アルコール

飲酒量と酔いの状態

半酔い

スライド 21

アルコール飲料と栄養価

量 エタノール 炭水化物 たん白質 エネルギー

ml g g g kcal

酒 180 23 7 0.9 193

ビール 350

500

13

19

11

16

1.1

1.6

140

200

ワイン 120

240

12

24

2.4

4.8

0.1

0.2 

88

176

ウイスキー 30

60

10

20

0

0

0

0

67

136

欧米の文献では １ドリンクはエタノール１０-１５gで表される。

スライド 22

適量の飲酒量とは

日本 健康日本２１

 適正飲酒 ２０ｇ/日 （男性） １０ｇ/日（女性）

米国 one drink  14-15g

 Moderate  drinking; low risk for alcohol problem

男性:  <２ drinks/日

女性: <１ drinks/日

 Heavy drinking: at risk for alcohol problem

男性<14 drinks/週 or  4drinks per occasion

女性: < 7 drinks/週 or  3drinks per occasion

 Binge drinking:

男性:  <5 or more drinks in 2hr

女性: <4 or more drinks in 2hr 

スライド 23
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飲料の量で補正してみると、ちょうどうまく線に乗ったということで、どうもアルコールが関係してい

るだろう。そして、フランスだとかポルトガルだとかワインを消費する国に多いから、今度は赤ワイン

だろうと言われたわけです。

　赤ワインがいいということが言われると、実はポリフェノールが多いからいいんだと言われたわけで

すけれども、世界各国で研究された結果、心血管系への効果はアルコールそのものである。ワインであ

るとか、そういうことには関係なくて、ハードリカーいわゆる蒸留酒とか、ウォッカとかであっても、

ある程度、心血管系を予防する。そして、あまりワインと変わらない。そういうことが言われるように

なってきました。

　心血管系疾患とアルコールの死亡率への影響ですが、適量飲

酒であると、飲まない人に比べて 3 割ぐらい死亡率が減るんだ

と言われたり、女性は 4 割ぐらい減るということで、心血管系

疾患患者の前向き調査で適量の飲酒は心血管系を予防すること

が証明されてきたわけです（スライド 24）。

　心血管系の病気を持つ患者さんにおいて前向き調査が行われ

た研究においても、やはり同じように J カーブがあって、心血

管系の病気を持った患者さんもお酒を飲んでいると、大体 1 合

ぐらいに相当する量を飲んでいると、むしろ死亡率は減るんだ

と言われたわけです。

　ですから、心血管系を持った患者さんにおいては、「飲むな」

ではなく、この程度の量であれば禁酒しなくてもいい。禁酒と

いうことを言う必要はないということになったのです。34 の

臨床研究、100 万人を超える対象者で死亡者が総計 9 万 4,000

人というメタ分析の結果、女性で 1 ドリンクとか、あるいは、

男性で 1 ～ 2 ドリンク、こういう飲み方であれば心血管系の総

死亡は 2 割減る。そういうことが言われてきたわけです（スライド 25）。

　しかし、ここまでの量がいわゆる適度な飲酒でありまして、2 ドリンク、あるいは 3 ドリンク以上飲

めば心血管系の総死亡は増加する。これが大体エタノール 45 グラムとすると、日本酒 2 合相当です。

毎日 2 合飲むとやはり死亡は増加するということになりますし、1 日 3 合以上、あるいは 4 合、そういっ

た飲み方をしている人では急死をすることが結構多い。こういうことが言われるようになってきたわけ

です。ここまででとどまる人であれば、その飲み方を続けて

いてもよい。しかし、そういう飲み方をしていると、すぐに 2

合とか 3 合になり、適量を超えてしまう人であれば、むしろ

飲まないことを勧めたほうがいいことになります。

　先ほどは心血管系の総死亡なんですが、心不全死において

も、J カーブがあって、心不全の患者さんにおいても少し飲む

というのは、むしろ死亡率を減らすということが証明されて

いるわけです（スライド 26）。

心血管系疾患とアルコール

心血管疾患による死亡率

 前向き研究 490,000 の男女 米国

 Moderate drinker  vs nondrinker      

 0.7  (男性)  ,            0.6  (女性)

 NEJM 1997; 337:1705

 Mortality of patients of CVD 

 メタ分析； ８つの前向き研究

 心血管系疾患患者の既往のある 16,351人

 J- curve アルコール消費と死亡率

 エタノール26g /日で最大の効果 (22% のリスクの減尐) 

 J Am CollCardiol 2010;55:1339

スライド 24

心血管系疾患とアルコール

 メタ分析

 34の臨床研究 100万人をこえる対象者で

死亡 94,000人

 女性 1 drink/日 心血管系の総死亡は18％低下

 男性 1-2 drink/日

 女性 2 drink/日 心血管系の総死亡は増加

 男性 3 drink/日

 6 drink/日or binge  では急死などがおおい。

 Arch Inter Med 2006；166：2437

スライド 25

心血管系疾患とアルコール

飲酒量と心不全による死亡

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1 2 3 4<1drink/w 1--7 8--14 >15

Annal Intern Med 2002;136:181

スライド 26
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　ということで、心血管系の疾患は、適量の飲酒が死亡を減少

させることが分かっていますし、冠動脈患者の死亡も減少させ

る。この様に病気を持っている人でも死亡を減少させる。冠動

脈疾患の発症を減少させることになります（スライド 27）。

　大量飲酒、（2 合あるいは 3 合以上の飲み方）や、あるいは

短時間にたくさん飲む飲み方（2 時間に 3 合以上飲む）、こう

いう飲み方の人では、冠動脈疾患の患者の死亡を増加させる。

ビンジドリンキング大量飲みの回数というのが総飲酒量よりも

問題である言われています。

　あとは、1 日 2 ドリンク飲む人では高血圧がもたらされのですが、この量でも心疾患の死亡は低下し

ているということですから、高血圧の管理が心疾患の予防のためということであれば、2 ドリンクぐら

いは一応許容範囲ではないかという考え方ができます。

　さて、次は脳卒中になりますけれども、脳卒中においても適

度な量の飲酒は脳卒中の死亡リスクは低いと欧米の権威ある雑

誌に研究が報告されております。しかし、これも大量に飲んだ

場合、1 日 3 合以上の飲み方では脳卒中による死亡リスクが増

大します。特に脳出血が脳梗塞に比べてリスクがより高い。で

すから、3 合以上飲む飲み方は脳卒中が非常に危ないというこ

とになります（スライド 28）。

　脳卒中、脳血管疾患におきましても、Binge Drinking（ビン

ジドリンキング、2 時間に 3 合以上）あるいは女性 2 合以上の飲み方というのは脳卒中のリスクを増加

させると言われています。ちなみにくも膜下出血は 12 グラム以下の飲酒でもリスクはある程度上昇す

るといわれています。

　ということで、心臓および脳血管疾患に関してのアルコール

の影響ということをまとめてみますと、両方ともに適度の飲

酒は、心血管系による死亡を減らす。メタボリックシンドロー

ムが提唱されたのは、もともと心血管疾患、動脈硬化からく

る心筋梗塞とか脳卒中を減らそうというところが大きかった

わけですけれども、アルコールは、それらを改善する効果も

一応あるんだということです（スライド 29）。

　そして、糖尿病も、糖尿病患者において、少量か適度の飲

酒は肝動脈疾患による死亡のリスクを低下させる。いわゆる心筋梗塞の死亡を減らすということが言わ

れているわけです。あるいは、適度の飲酒は 2 型糖尿病の発症リスクも低下させます。こういうことも

ありまして、糖尿病の患者さんにおいても適度の飲酒、適度の飲酒であればというのがあくまでも前提

ですが、適度の飲酒で済む人であれば、2 型糖尿病であっても飲むことを禁止する理由はない。むしろ、

それが病気の発症を減らすことが分かります。適度の飲酒はメタボリックシンドロームのリスクを低減

させるのです（スライド 30、31）。

心血管系疾患とアルコールのまとめ

適量の飲酒は

 心血管系疾患による死亡を減尐させる。

 冠動脈疾患の患者の死亡を減尐させる。

 冠動脈疾患の発症を減尐させる。

大量飲酒やBinge（無茶）飲み

 冠動脈疾患の患者の死亡を増加させる。3drink/日以上

 Bingeの回数が飲酒総量よりも問題。

 2 drink/日以上の飲酒では高血圧がもたらされる。

 しかし、これらの患者でも心疾患の死亡は低下している。

スライド 27

脳卒中とアルコール

適度の飲酒では、脳卒中の死亡リスクも低い。

 JAMA 2003;289:579

 しかし、大量飲酒（エタノール60g/日以上）では、脳卒
中による死亡リスクが増大する。特に脳出血（2.18）は
脳梗塞（1.69）に比べて、リスクがより高い。

 Binge 飲酒は（>6drinks 男性、 >4drinks 女性）は
全脳卒中のリスクを増加させる。

 SAHは尐量（12g以下/日）の飲酒でもリスクは高い。

スライド 28

心臓および脳の血管疾患に対する
アルコールの影響のまとめ

適度の飲酒は、心血管系による死亡を減らす。

つまり、メタボリックシンドロームのもたらす帰結に対して
改善する方向に働く。

それでは、アルコールがメタボリックシンドロームにおよ
ぼす影響は？

スライド 29
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④アルコールとがん

　わが国では、脳卒中と心筋梗塞、すなわち心血管系の死亡が

それぞれ 6 分の 1、6 分の 1 で、がんが 3 分の 1 です。そこで、

アルコールとがんはどうかということなんですが、国立がんセ

ンターで発表されたデータで、がんの死亡もやはり J カーブが

ある。しかし、比較的少ない量でぐっと悪くなるのが、がんの

死亡ということになります（スライド 32）。

　こちらの総死亡のほうは、がんの死亡よりは、少し J カーブ

の立ち上がりが弱い。これは脳卒中とか心筋梗塞を減らすとい

う効果がもう少し続いているという、そういうところがあるか

らだろうと思います。

　ただし、このがんの死亡率は喫煙者と非喫煙者で大きく異な

ります。2 倍ぐらいの差がありますので、同じお酒を飲む人で

あっても、喫煙をしていると、がんがぐっと増えます。この両

方をたしなむ人が多いわけですが、適度な飲酒にいい面がある

ことを考えれば、やはりまず喫煙をやめることを奨めます。断

煙することが最初に試みるべきことだろうと思います（スライ

ド 33）。

　ちなみに私は、お酒の場合も禁酒とは言わずに、「断酒」と

呼んでいます。というのは、これは本人が絶つという意識を持

つことが大事であると考えているからです。医療者が禁じるか

らやめるのではなくて、本人が絶つという意識を持てるように

情報提供することが大事なのです。

　アルコールは、口腔、咽頭、食道、肝臓、乳房、大腸などの

臓器での発がん性が特定されています（スライド 34）。アセト

アルデヒドの分解酵素（ALDH）が弱い場合には、顔が赤くな

るとか、こういう状況が強くなるのですが、実はこのアセトア

ルデヒドの分解が弱い人は、アセトアルデヒドがたまりやすく

て（スライド 35）、そういう人が無理に飲んでいると食道がん

が多いという、報告も出ています。

　国立療養所久里浜病院の横山先生らの論文でありまして、

ALDH が正常の人と欠損の人、これは欠損といっても部分欠

損です。先ほどの＋ / －という人で、－ / －の人は、がんができるほどお酒が飲めません。この部分欠

損の人が訓練によって飲めるようになると、発がん率が一気にドンと増える（スライド 36）。こういっ

たことを証明したのが横山先生です。

　ですから、飲めない人が飲めるようになったとき、一番気をつけなければいけないのは食道がんとい

うことになります。飲めない人を見分ける方法で横山先生らは、簡易フラッシング質問紙法を取り入れ

メタボリックシンドロームとアルコール

尐量から適度の飲酒は 糖尿病患者のCHDによる死亡リスク
を低下させる。

 Circulation 2000;102:494, Circulation 2000;102; 500

適度の飲酒は2型糖尿病の発症リスクを低下させる。

 6-12g 12-24g 24-48g ＞48g 1日飲酒量

 0.7 0.69 0.72 1.04 相対リスク

 Diabetic Care 2005; 28: 719

適度の飲酒はメタボリックシンドロームのリスクを低下させる。

 J Nutri 2006; 136:3027

スライド 30

飲酒と2型糖尿病の発症リスク

Koppes LL et al, Diabetes Care 2005

スライド 31

日本人の飲酒と総死亡・がん死亡率
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スライド 32
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ています。「現在コップ 1 杯程度のビールを飲んですぐに顔が

赤くなりますか」「現在はそうじゃなくても、飲酒を飲み始め

たころには赤くなる体質がありましたか」。2 つ質問している

んですが、ALDH 欠損者と推定するのは、この両方のどちら

か一方でもあればということですから、実は 2 つ目の質問だけ

でもいいわけです。「飲酒を飲み始めたころ、今は赤くならな

くても、飲酒を飲み始めたころはすぐ赤くなる体質がありまし

たか」。これでフラッシャーと聞くと、九十何％の人が ALDH

の 2 の欠損者である。そういうことが推定できると言っていま

す（スライド 37）。

　ALDH 欠損者は日本人では大体 35 ～ 45％ですが、大酒家、

たくさん飲む人では 4 分の 1 が ALDH 欠損者で、少し率が減

ります。もともと飲めない体質の人ですから大酒家の率は低い

し、アルコール依存症になる率も減ります。しかし、アルコー

ル依存症者で ALDH が欠損している人は発がんの危険性が高

い。特に焼酎とかウイスキーとか、蒸留したアルコールを飲む

ときには食道がんを発症する場合が多い（スライド 38）。そう

いうことを証明したわけです。

　わが国の平均飲酒量の年次推移が、ここのグラフに出ていま

すけれども、フランスはかつて非常にお酒を大量に飲む国でし

たが、だんだん減ってきています。アメリカも 1980 年をピー

クにだんだん減ってきている。70 年代にピークを迎えたフラ

ンス、米国が 80 年代、それに比べてわが国ではちょうど 2000

年ぐらいでやっとピークを迎えたかという感じで、今減ろうと

しているところです（スライド 39）。

　このグラフで日本はアメリカと今同じぐらいかというふうに

解釈できますけれども、実は日本では飲んでいる人と飲めない

人がいるので、実は飲んでいる人はアメリカの 1.5 倍とか 2 倍

ぐらい飲んでいるということができるかと思います。

⑤女性とアルコール

　それと最近の樋口先生らの調査でわかった注目すべきことに

ついては、若い女性、20 代の女性は男性の飲酒者の割合を超

えたということがあります。これは樋口先生らが統計を取り始めて初めての現象だそうですが、今まで

はもっぱら男性のほうが女性よりも飲む人が多いという話であったわけですけれども、20 代になると

もう女性が男性を乗り越えた。男性に比べて強くなった肉食女性がアルコールも飲むという時代を迎え

ているわけです（スライド 40）。

　未成年者、成人ともに飲酒量等は低下し始めたけれども、いまだに高い水準にあることは確かですし、

アルコールと発癌

アルコールは、以下の臓器で発癌性が特定されて
いる。 Ｇｒｏｕｐ １
 口腔

 咽頭・喉頭

 食道

 肝臓

 乳房

 大腸
ＷＨＯ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｇｅｎｃｙ ｆｏｒ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｃａｎｃｅｒ

 Ｌａｎｃｅｔ Ｏｎｃｏｌ ２００７

スライド 34

ＡＬＤＨ２の遺伝子型と飲酒量と食道がん
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スライド 36

エタノール アセトアルデヒド 酢酸
ADH ALDH

MEOS

顔が赤くなる
頭痛
動悸

発がん性

NAD NADH NAD NADH

アルコール代謝とアセトアルデヒド

スライド 35

簡易フラッシング質問紙法

（１） 現在、ビールコップ 1杯程度の尐量の飲酒で、すぐに顔
が赤くなる体質がありますか？

（２） 飲酒を飲み始めた頃の1-2年間は、ビールコップ 1杯程
度の尐量の飲酒で、すぐに顔が赤くなる体質がありましたか？

 （１）がはい 現在フラッシングあり

 （１）がいいえ、（２）がはい、過去フラッシングあり

 いずれでもない ノンフラッシャー

 上の２者をフラッシャーと解釈し、ALDH2欠損者と推定。
横山顕ら ２００３

スライド 37
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特に若い女性、飲酒機会が増えている。そして、非常に勢いが

よいということです。

　アルコール関連の健康問題は今後も増加する可能性は高い。

特にこの若い女性は、先ほどから言っているように、肝障害を

起こしやすいという面もありますし、死亡率が高いという面も

ありますから、同じ量を飲んでも、女性の被害のほうが大きい

のです（スライド 41）。

⑥節酒指導の実際

　アルコールも食事も多くの人が自分の好む量を自由に取るこ

とができる。幸せな時代を迎えたわけですが、こういう幸せな

時代というのは、人類にとっては短い歴史でしかありません。

現代ではアルコールも食事も自分自身でコントロールするとい

うことが要求されるわけです。ダイエットによる減量、これが

非常に大きな問題だろうと思いますし、それと同時に適度な飲

酒量を守るという、この 2 つを組み合わせることによって健康

が保てるわけです。

　飲酒指導の実際ということで国立病院の肥前精神医療セン

ター、杠（ゆずりは）先生が飲酒指導のプログラム、HAPPY

（ハッピー）プログラムというものを立ち上げています（スラ

イド 42）。こういうものをぜひ一度受講していただければ、ど

ういうふうに飲酒指導をするか、保健師さんだとか、あるいは

看護師さんが効率的に行えるようになるかと思います。

　アルコールは産業医が会社とか検診ので検査異常で見つけ出

す。そういうところから内科医につないだり、あるいは精神科

医につないだりしますし。栄養士、看護師、メディカルソーシャ

ルワーカー、保健師、それに患者の自助会、これらの連携も非

常に大きな意味を持ちます。こういう連携を、これからどんど

ん進めていかなければいけない時代だろうと思います（スライ

ド 43）。

　私が監修した「人とお酒のいい関係」という、ホームページ

もございますので、時間のあるときに少し目を通していただけ

ればと思います。どれぐらい飲めば、どれぐらいのお酒の量に

なる。こういうことがホームページ上でチェックできる。そういうシステムを作っています（スライド 44）。

　「休肝日が必要か」という質問がよくされますけれども。なかなか休肝日が本当に必要だというデー

タがありません。がんセンターのデータが休肝日が必要とするということの 1 つのエビデンスですが、

1 週間に 1 日か 2 日しか飲まないで 1 週間に 450 グラム飲む人が死亡率が低いというのは、僕は理解が

難しい。明らかにビンジドリンキングですから、こういうデータで休肝日が必要というのは、データ解

簡易フラッシング質問紙法

ALDH2欠損者は、

 日本人 35-45%

大酒家 4分の1

 アルコール依存症者 8分の1

ALDH2欠損者は、飲酒による発がんの危険性が高く、
飲酒量を控える必要があり。

特に焼酎やウイスキーなどエタノール濃度の高い蒸
留酒が危険。

横山顕ら ２００３

スライド 38

年齢・性別の現在飲酒者の割合

(年齢階級) 樋口ほか:厚労科学研究報告, 2004.
樋口ほか:厚労科学研究報告, 2009. 

スライド 40

国民一人当たりの平均飲酒量の年次推移
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スライド 39

わが国の飲酒状況は

1. 最近、未成年者・成人ともに飲酒率、飲酒量
等は低下し始めたが、高い水準にある。

2. 特に若年女性の飲酒機会は増えており、同
年代の男性をしのぐ勢いである。

3. アルコール関連健康問題は今後も増加する
可能性が高い。

スライド 41



－ 66 －

アルコール飲料と健康に関する講演会

析の中でもう一度考え直さなければいけないと思っています

（スライド 45）。

　適度な量のアルコールであれば恐らく休肝日はあまり関係な

いようです。3 合以上飲む人、そういう人は休肝日を持つこと

によって 1 日平均を 2 合以下に減らす。あるいは 1 合以下に減

らす。そういうことが可能になるという意味での休肝日は必要

だと思いますが、いわゆる適度な飲酒量においては休肝日はあ

まり考えなくてよいと考えています。

　これは世界がん研究基金のがんを予防するための提言 2007

年です（スライド 46、47）。体重は標準以内、なるべく少なく

維持する。30 分以上の運動、糖分の多い飲料を避ける。こう

いうことが書かれています。これはメタボリックシンドローム

の生活指導とほとんど変わりません。多種類の野菜、くだもの、

精製度の低い穀物、豆類、そして牛肉、豚肉、ラムなど赤い肉

を制限し、加工肉は避ける。

　そして、アルコールは20～30グラム、女性では10～15グラム、

塩分の多いものを避け、がんの予防のためにはサプリメントを

取らないこと、これも非常に大きなことだろうと思いますが、

母乳で育てる。このように世界がん研究基金の中でも、肥満に

ならないことが大事であることが言われています。肥満になら

ないことと、アルコールを適度な量にとどめるということ。こ

れがやはり健康によい適度な飲酒の目標になると思います。

　最後に貝原益軒の『養生訓』に戻りますが、21 世紀の改訂

版では、「人の病、酒によって得るもの多し。酒を多くのんで、

飯をすくなく食ふ人は、命短し」の部分が次のようにならざる

を得ないだろうと思います。「かくのごとく多くのみ、多く食

らえば、天の美禄を以て、却て（かえって）身をほろぼす也」。

そして、「酒は半酔にのめば、長生の薬となる」というのは、

科学的に証明された時代を迎えたということになります（スラ

イド 48）。

　これは信楽焼のたぬきですけれども、私はこれは肝硬変たぬ

きだろうと解釈しておりました。女性化乳房で腹水の肝硬変患

者となったたぬき、お酒を毎日飲んでいるから肝硬変になった。そういうふうに解釈していたんですが、

実はこのふくれたお腹はメタボ腹だったというのが現代的新しい解釈でありまして、メタボ腹でお酒を

飲んでいるともっと悪くなる。そういうことを注意するために酒屋だとかそば屋の前で呼び掛けている

んだろう、そういうふうに思います（スライド 49）。

　以上です。

節酒指導の実際

国立病院機構肥前精神医療センター 院長 杠岳文先生

スライド 42

スライド 44

アルコール関連問題と医療連携

精神科医
精神的疾患の治療

依存症患者の治療
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休肝日の必要性
Am J Epiedmi 165; 1039, 2007
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《質疑応答》
質問者：東京建設業国庫組合の保健師をしております。大変勉

強になるお話をありがとうございました。1 点グラフの中で若

い女性の飲酒量が高くなっているということで、20 代前半と

いうことで、私のことを振り返ってみても、やはり 20 代前半

というと、就職したてのころはよく飲みに誘われたと思うので、

それも兼ね合いもあり女性のほうが高いのかというふうな気も

するんですが、それに対して何か対応を考えていく必要がある

と。やはり女性に関しての飲酒の問題が今後大きくなってくる

可能性が高いと感じました。

　そこで、対応ですけれども、たばこも同じく女性が非常に伸

びてきていると状態で、女性に対するアプローチだとたばこだ

と健康よりも、どちらかという美容のほうから攻めると割に耳

に入ってきやすいというような話があるんですけれども。アル

コールに関しても女性に響きやすいアプローチの仕方。言葉掛

けというのが必要かと思うんですが、女性ならでは響きやすい

アプローチの何か方法があれば教えていただきたいと思いま

す。

加藤：非常にいい質問をいただきまして、ありがとうございま

す。「いい質問ですね」と言うときは、大体こちらに答えるの

が難しいときであります。女性にどう情報提供するかというの

は、むしろやはり男性よりも女性のほうが同じ量を飲んでいる

と体を悪くしやすい。そして、半量で男性と同じような死亡率

だとか、あるいは肝障害がくるんだ、そういうことをきちんと

正面もって伝えるということがまず第一だろうと思います。

　そういう中でも、飲み過ぎてしまう場合、そういうときには、

やはり飲酒量というものをどう意識化されるかということが大

事だと思うのです。どう意識化させるかというと、やはり日記

をつけたり、あとはもう 1 つは、例えばγ－ GTP とか上がっ

てくるようなときには、γ－ GTP を定期的にチェックしなが

らフィードバックするとか。

　そういう中で、自分はではどれぐらいのγ－ GTP を目標に

するというふうなことを、本人から引っ張り出してきて、目標に向けて量を調整していこう。そういう

ふうに何回もやっている間に適度な飲酒にもっていくという、そういうやり方が本当は必要だろうと思

います。1 回だけ注意して終わりというのでは生活習慣は、なかなか変わりにくい。しかし、飲酒の害

に関する知識はしっかりと伝えることはしなければいけないだろうと思います。

なお、適度に飲ませることは一番難しいんですね。やめさせるほうが本当は簡単です。でも、この適度

世界がん研究基金
がんを予防するための提言 2007年

1. 体重は標準体重内でなるべく尐なく維持すること。

2. 毎日30分以上の運動をしっかりと。

3. 糖分の多い飲料を避け、加工食品で、砂糖が多
く、食物繊維が尐なく、脂肪が多いエネルギー密
度の高い食物を制限すること。

4. 多種類の野菜・果物・精製度の低い穀物、豆類を
とること。

5. 牛肉、豚肉、ラムなど赤い肉類の摂取を制限し、加
工肉は避けること。
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酒は百薬の長 過ぎては害あり
貝原益軒 「養生訓」 21世紀改訂版

尐しのみ尐し酔へるは、酒の禍なく、酒中の趣を得て楽
多し。

人の病、酒によって得るもの多し。酒を多く飲んで、飯を
多く食ふ人は、命短し。かくのごとく多くのめば、天の美
禄を以て、却て身をほろぼす也。かなしむべし。

酒を多く飲む人の、長命なるはまれなり。

酒は半酔にのめば、長生の薬となる。
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世界がん研究基金
がんを予防するための提言 2007年

6. もし飲酒するとしても、男性ではエタノールとして一
日平均20-30ｇ（日本酒1合相当）、女性では10-15ｇ
以内に。

7. 塩分の多い食品や塩で加工された食品を制限する
こと。

8. がん予防のためにと、サプリメント（ビタミン剤など）
をとらないこと。

9. 子供は母乳で育てること。

10. がん治療後に生存している人も、上記の提言が奨
められる。

番外 当然、タバコはすわないこと。
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な飲酒習慣をうまく作り出すのが文化だろうと思います。皆さんぜひ適度な飲酒を指導してください。

質問者：分かりました。
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