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開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさん今晩は。国立がん研究センターがん対

豊先生にお越しいただきました。私も初めて聞く

策情報センター長の若尾です。本日は、第 10 回

話で本当に楽しみにしております。松岡先生は、

がんサバイバーシップオープンセミナーにお集ま

先日、第 26 回日本脂質栄養学会（9 月 22,23 日）

りいただき誠にありがとうございます。

の大会長をされていまして、その時のポスターが

この「がんサバイバーシップオープンセミナー」

「あぶら」と大きな字で書いたポスターで、非常

は、2 年前である平成 27 年から始め、身近な話

に目立っていて、それを見た多くの人が、自分に

題で医療者の方、患者さん、その他一般の方と一

喧嘩を売っているのかと怒っていました（会場

緒にがんについて考える勉強会です。ただそれも

笑）。そういう脂の研究をされている先生で、今

堅苦しいものではなく、「コーヒーを飲みながら、

日は脂の話を中心にお話しいただけると思いま

お菓子を食べながら」の勉強会という形でやらせ

す。みなさんには、お聞きになった後ぜひご質問

ていただいています。

やご意見をいただければと思います。本日はどう

本日は「食とこころの健康」ということで国立

ぞよろしくお願いいたします。

がん研究センター社会と健康研究センターの松岡
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セミナーを始めるにあたって

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

みなさん今晩は、今日もご参加いただきありが

の健康」についてお話しいただきます。美味しい

とうございます。がんサバイバーシップオープン

ものを食べると誰でも幸せになると思いますが、

セミナーも第 10 回を数えます。本日は「食とこ

そこを一歩進めて、精神症状と食、そしてがん、

ころの健康〜魚油を中心に」にというタイトルで、

という文脈でお話しいただきます。

国立がん研究センター社会と健康研究センター健

本日の進行ですが、いつもと同じように松岡先

康支援研究部長の松岡豊先生にお越しいただきま

生には 7 時までお話しいただき、その後、30 分

した。先生は、国際栄養精神医学会という国際組

ゆっくりと質疑応答の時間をとります。みなさん

織の副代表もされています。

質問をお願いします。ここはどのような初歩的な

栄養と身体は、みなさんすぐに結びつくと思い
ますが、食べものがこころにどのような影響を及
ぼすのかは、意外に考えられていないような気が

質問でも OK という場所なので、どうぞ質問を
考えながらお聞きくださいね。
それでは松岡先生、よろしくお願いします。

します。今日はそこがテーマです。「食とこころ

セミナーを始めるにあたって
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食とこころの健康〜魚油を中心に

松岡

豊

国立がん研究センター社会と健康研究センター健康支援研究部長／国際栄養精神医学会 ISNPR 副代表

スライド 1

脳（こころ）に食事は影響する

スライド 2

利益相反の開示（2014.9 － 2017.9）

はじめに
松岡です。本日は若尾先生、高橋先生ありがと
うございます。
今日のお話は、スライド 1 にあるようなタイ
トルの通りで、これまで手が付けられなかった領
域です。私は、もともとはがんだけをやっていた
わけではありません。魚油を中心に仕事をしてき
ていますので、それも含めて全般的な栄養の話を
し な が ら が ん の 話 を し て、 少 し こ こ ろ の 話 に
フォーカスしてまとめていき、最終的には、みな
さんが明日の朝から実行できることは何かという
ものを、持って帰れるようにいたします。そうい
うことで信じる方は明日の朝からやってくださ
い。
スライド 1 には、非常にきれいな絵が描かれ
ています。人の頭の中にたくさんの食品が入って
いるという絵で、私の話は、すべてこの絵の中に
答があります。脳に、つまりこころに食事という

ひいき目のお話になるかもしれませんが、そのへ

ものは影響するということです。この 1 枚目の

んは割り引いて聞いてください。

スライドがいちばん大事かもしれません。
スライド 2 は利益相反の開示です。100 円以

疫学と背景

上となっていますが、いくつかのところから支援
をいただいています。なお学会活動として先日、
日本脂質栄養学会を開きましたので、お話が脂に
40
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スライド 3 は、若尾先生のがん情報サービス

なっています。エビデンスがすべてのがんに適用

で出されている数字をグラフにしたものです。

できるかどうかは分かりませんが、少なくとも

2016 年のがん罹患者予測数データです。円グラ

分っていることを利用していく、援用していくこ

フ右にあるのが 5 大がんです。今回のお話の「食

とができれば良いかと思います。そういった話が

とこころの健康」の対象になる方は、どちらかと

多くなることをご理解ください。

言うとロングサバイバーの方が中心です。乳腺が

スライド 5 は米国国立がん研究所のサバイバー

んや前立腺がんという非常に病期が長い方です。

のオフィスで出されているデータです。がんサバ

食事の改善によって、寿命だけではなく、こころ

イ バ ー が ど れ だ け 増 え る か と い う デ ー タ で、

の健康も保てるのではないかと考えています。

2000 年代中盤に向けて高齢者が増えてくること

スライド 4 もがん情報サービスで作られた 5

が想定されています。これは日本でも同じです。

年相対生存率です。男性では前立腺がんが非常に

本日はとくにこころの研究でもうつに関する話が

高く 97.5％です。女性は乳腺がんが 92.5％と

ありますが、同時に大きな問題として、「silver
tsunami」と言われている認知症の問題も実は

スライド 3

がん罹患者数予測（2016 年）

入ってきます。サバイバーが増えれば増えるほど、
高齢者の方が増えてきて、認知症の問題も併せて
出てきます。本日そこまではお話しいたしません
が、認知症やうつ病の方が増えることによって、
こころの健康は無視できなくなるということを心
にとめておいてください。
スライド 6 は米国がんサバイバーの部位別推
定数ですが、乳腺と前立腺がんが群を抜いて多い
です。こういうところが米国でも、認知症も含め

スライド 4

５年相対生存率

食とこころの健康〜魚油を中心に
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て研究が進んでいることが分かります。
サバイバーシップの領域でどのような研究が求

サバイバーシップオフィスが作ったものです。
色々な次元でサバイバーシップのことを考えてい

められているのか、あるいはどのようなことをし

ます。たとえば「身体症状」では、「痛み」や、

なければいけないのかを簡単にお示ししたものが

あとになって発症してくる「糖尿病」、
「食思不振」、

スライド 7 です。アメリカの国立がん研究所の

「眠れない」、「倦怠感」などが挙げられています。
同 時 に「 精 神 的 症 状 」 と し て「 不 安 や う つ、

スライド 5

米国がんサバイバー推定数（1975-2040）

PTSD、再発恐怖」のようなことが出されていま
す。こうした身体とこころの問題をどうするかで
は、まずは QOL をきちんと評価しましょうと
なっています。それに対してどう対応するかとい
うことで、介入方法として Health behaviors（健
康行動）が挙げられ、そこには何が書かれている
かと言いますと、健康的な良い食事をしましょう、
しっかりとした身体活動・運動をしましょう、タ
バコをやめましょうということです。この 3 つ

スライド 6

米国がんサバイバー推定数：部位別

がいちばん大きいのですが、これが実際はなかな
かできていません。サバイバーもそうですが、一
般人もなかなかできず、みなさん共通の問題です。
健康行動は、分っていながらなかなかできない。
その中でやっていかなければならないという問題
があります。本日はこの中でも食事のところに注
目しようと思います。
スライド 8 は、2017 年 7 月にワシントン DC
で開かれたサバイバーシップのケアに関する専門
家が集まるワークショップで出されたものです。

スライド 7

サバイバーシップ研究の領域

がんサバイバーの
当事者が健康維持
のためにできるこ
とにはどういうも
のがあるかです。
目的は「再発、晩
期障害、二次がん」
の予防です。いく
つか方法がありま
すが、当事者がで
きることは「健康
行動」しかありま
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スライド 8

健康維持のために当事者ができること

スライド 9

Ornish Lifestyle Medicine

スライド 10

本日の内容

どのくらい運動するかです。そして How you
respond to stress ですから、ストレスに対して
どのように反応するかで、ここには瞑想している
絵が描かれています。4 つ目はハートの絵です。
「愛」という言葉がふさわしいか分かりませんが
ソーシャルサポートや心が通い合える相手がい
て、気持ちの面でどのくらいサポートされている
かということです。この 4 つの要素が大事で、
これをうまく維持し、さらにこれを良くしていく
ことが健康につながると唱えていて、実際に生活

せん。
「病前状態」はどうしようもありません。
「遺

習慣病の領域では、Lifestyle Medicine が、か

伝背景」も変えようがない。「腫瘍因子」は医師

なり大きな力を持ってきていて、様々な疾患の予

にお願いするのですが、現在持っているものはど

後を良くしたり、あるいは疾病予防につながった

うしようもありません。
「治療」は病院で受けます。

りしているというデータが出てきています。

「宿主因子」は、そもそも自分で持っているもの

今日はその中でも「What you eat」の魚の話

ですからなかなか変えることができない。唯一変

を中心にしていきます。良いと言われているもの

える望みのあるのは「健康行動」です。そういう

は、本当は魚だけではなく、野菜、果物もそうで

ことで先ほどのスライド 7 の絵の中でも「健康

す。そちらについても少しお話をいたします。

行動」があり、その中でも食事と運動が非常に大
事だと言われています。

本日の内容ですが、まず人の健康と食について
総論的にお話をさせていただき、その後に食の中

ひ と つ ご 紹 介 し た い の が Ornish Lifestyle

でも脂について、脂というのは脂肪酸のことです

Medicine という概念です。スライド 9 に映って

が、その脂肪酸ががんとどのように関わっている

いる方が Dr.Ornish です。心血管系イベントの

かということについて話をして、次にこころの話

抑制、生活習慣病のコントロールには、生活習慣

に入ります。このすべての話を聞いてから、それ

をいかにコントロールするかが大事だということ

なら明日からどうするのだという話を最後にして

を唱えている先生で、4 つの要素を言っています。

まとめようと思います（スライド 10）。このス

1 つめは、What you eat ですから、何を食べる

ライドにも書いてあるようにヒポクラテスが言っ

かです。次が How much activity you have で、

ているのですが、医食同源で、食べることが医療
食とこころの健康〜魚油を中心に
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であるということです。非常に古い言葉なのです

the American Medical Association）に 2013

が、今でもとても大事だと考えています。

年に報告されたデータです。人の死亡と DALY
（Disability-adjusted life year: 障害調整生命年）

人の健康と食：総論

を見ています。DALY というのは死亡だけではな
く、本当は働けたり、生活できるのですが、疾患

スライド 11 に三角形の形に描かれているのは

を持つことによって、それができなくなってし

地中海式ダイエットと言われているものです。右

まって失った日数とそれを抱えて生きていく、障

にあるのはよく見慣れた日本食です。実はここに

害を抱えて生きていく年数を足したもので、疾患

色々なヒントがあります。

の大きな負担を見るものです。この DALY も死

このスライド 12 は、私は非常に好きなデータ

亡もいずれもそうなのですが、何がいちばんここ

で、どこでも最初に紹介する非常にインパクトが

に影響を及ぼしているかというデータです。いち

高いアメリカの医師会雑誌『JAMA（Journal of

ば ん は、Non-communicable disease と な っ
ています。非感染性疾患です。ウイルスや細菌に

スライド 11

地中海食と日本食

よって感染して起こってくるような急性肺炎や胃
腸炎などの感染性疾患ではなく、生活習慣が非常
に影響を及ぼすとなっています。慢性疾患が非常
に多く、その中でもいちばん大事な原因は何かと
言いますと、死亡も DALY も食事（diet）とい
うことです。2 番目にタバコが出てきます。3 番
目が Body Mass Index ですから体形、太りすぎ
です。がんの予防にはタバコは非常に大事なので

スライド 12
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すが、がんを予防するためにタバコを止めたとし

うに、当たり前ですが、そういうことが大事だと

ても悪いものを食べていたら不十分だということ

されています。牛乳などのデイリープロダクトは

です。がんに罹らない、あるいはがんを予防する

日々摂ります。「より地中海式食事にするには」

だけではなく、身体全体のことを考えてもダイ

ということでまとめますと、植物由来食品（果物、

エットは非常に大事です。食事は、食べなければ

野菜、全粒穀物、豆類、ナッツ）はよく食べましょ

生きてはいけませんから、これが非常に大きな影

う。最低週に 2 回は魚を食べる。赤肉は減らし

響を及ぼしていることを知っておいてほしいと思

ましょう。油はオリーブ油を使って調理をしま

い、このスライド 12 を出しました。

しょう。塩の代わりにハーブや香辛料を使用。塩

スライド 13 は地中海式ダイエットです。階層

分はいずれにせよ悪いですから、そうかと言って

式になっています。下に行くほど常にやらなけれ

6g ／日もなかなか難しいと思うので、ハーブを

ばいけないこと、食べた方が良いこと。上に行く

使ったり、香辛料でそれを補います。それに友人

ほど避けた方が良いことです。先に避けた方が良

や家族と食事をし、十分な運動をすることです。

いことを言うと、ケーキがいちばん上にあります。

こうした地中海式ダイエットの効果について、

スイーツは 1 週間に 2 回までです。それ以上食

スペインでは、自分たちの食事パターンが良いと

べると良くない。上にワインがあります。地中海

いうことを証明するために非常にまじめに研究を

に面するフランスやイタリアではブドウがたくさ

さ れ て い ま す。 そ れ が ス ラ イ ド 14 で す。

ん獲れ、ワインを飲む人がたくさんいますから、

Predimed（The Prevención con Dieta

ワイン好きな人は飲んでも良いとされています。

Mediterránea：地中海食による予防）study と

大事なのは日々の身体活動で運動が出ています。

言われています。どういう研究かと言いますと、

また食事も 1 人で食べる孤食ではなく、できる

対象は男女とも中年から高年です。心疾患はない

限り友人と一緒に食べる、家族と食べるというよ

がⅡ型糖尿病か心疾患のリスクファクターを 3

スライド 13

地中海式食事

食とこころの健康〜魚油を中心に
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つ以上ある方が選ばれています。7,447 人を無

ころを中心にやっているという方です。疫学グ

作為に 3 つに分けています。この方たちは心筋

ループで身体によい食だということを調べて、そ

梗塞を起こすことが多い集団です。最初のグルー

れを実際に介入してスペイン全土でやってみると

プは地中海食をきちんと食べるように指導して、

いうことをやってきた人たちです。

かつオリーブ油を、普通でも摂れるのですがさら

さらにこの 7 月に会ってきたのも若い女性で

に 1 週間に 1L を強制的に摂ってもらいます。2

やはり『New England Journal of Medicine』

番目のグループは地中海食にナッツ 30g の袋を

に論文を書かれている方です。いくつかの研究が

毎日食べる。コントロールは低脂肪食です。この

走 っ て い て、 ひ と つ は Health Professional

3 グループで研究されました。

Follow-up Study というもので、男性の医療従

いちばん代表的な結果は 2013 年から出てい

事者、医師や臨床検査技師さんなどを集めて追い

ま す。『New England Journal of Medicine』

か け た と い う 研 究 で す。 そ れ か ら Nurse’s

という臨床医学の中ではいちばんインパクトが大

Health Study ということで、看護師さんを 10

きい雑誌で、心血管系イベントが 3 割抑制でき

万人ほど追っています。彼女は最初からではない

るということが報告されています。さらにⅡ型糖

のですが、この研究の解析に携わった方です。

尿病も抑制される。それから糖尿病患者のうつ病

1986 年からデータがあるので、1986 年から

が予防できるということなどいくつかの成果が出

1998 年までの間にこの研究に参加した人たちが

てきました。すごい人がこの研究をやっているの

どういう食事をして、どのように食事が変ったか

だろうと思っていましたら、つい最近、ワシント

を調べ、それによってその後の 12 年間の死亡リ

ン DC でお会いできたのですが、私より若いス

スクが上がるか下がるかを調べています。研究に

ペインの女性で Sanchez さんという疫学者でし

よりいくつかの食事の摂り方があり、1 つにまと

た。彼女はこのチームの中でメンタルヘルスのと

められなかったので、代替健康食指数－ 2010

スライド 14
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スライド 15

食事の質と全死亡

スライド 16

１２年間の食事の質変化と死亡リスク

す。非常にショッ
キングな、われわ
れにとってはうれ
しいデータです。
健常者についてで
すが、食事を変え
ることでどれだけ
身体の健康に影響
を及ぼすかという
こ と を 示 す、 今、
世界に出ている

スコア、代替地中海食スコア、高血圧予防食スコ

データの中で、これがいちばん大きく信頼できる

アの 3 つで 12 年間の食事の変化を見ています（ス

データです（スライド 16）。

ライド 15）。

日本では、私どもの社会と健康研究センターの

まず食事のスコアが 20％ほど改善すると何が

津金（昌一郎）先生たちが行っている JPHC（「多

起こったかと言いますと全死亡リスクが 8 ‐

目的コホートに基づくがん予防など健康の維持・

17％ほど下がっています。心疾患死亡リスクも

増進に役立つエビデンスの構築に関する研究」）

7 － 15％減、がん死亡リスクが 9％減と報告さ

という研究があります（スライド 17）。そのデー

れています。死亡リスクを下げるのにもっとも寄

タを使って、毎日運動して味噌汁を飲み、野菜を

与した食品は何かを解析していて、全粒穀物、野

食べてというように厚労省が示している食事バラ

菜、果物、魚類・ω 3 系脂肪酸が死亡リスクを

ンスガイドでバランスの良い食事をすることが日

下げることにいちばん影響していたという報告で

本人の健康にどう影響しているかを解析したら、
食とこころの健康〜魚油を中心に

�ん本.indb 47

47

2018/03/24 14:57

スライド 17

JPHC 研究

バランスガイド遵守スコアが高い人は、死亡リス

います。彼女のデータも JPHC のデータですが、

クが下がっています。いちばん守っていない人を

少し解析の方向が違います。食事バランスガイド

1 とすると、守っている人は 15％ほどリスクが

ではなく、何を食べているかで食事の中の成分に

下がる。とくに心血管疾患、脳血管疾患が有意に

基づき種類分けをしています。たとえばここでは

下がることが分かりました。スペインだけではな

野菜や果物、いも類、大豆、キノコ、海藻、脂の

く日本でもこういうデータが出ていて「健康的な

多い魚、緑茶をどのくらい食べているかというこ

食事」をすることは、自分の命、寿命に非常に影

とで、たくさん食べているか、食べていないかで

響を与えているということです。がんはどうかと

並べ直すと、よく食べている人ほど全死亡は減る、

思われると思いますが、この中にも当然がんの患

がん死亡は変りませんが、循環器疾患死亡、心疾

者さんは入っています。がんだけで死ぬわけでは

患死亡、脳血管死亡のリスクは減っています。健

なく、がんサバイバーで、脳梗塞で亡くなる方も

康的な食事をすると良いということを示しました

います、心筋梗塞の方も、糖尿病の方もいます。

（スライド 18）。

そういうことも含めてトータルで死亡を考える

実は、肉・加工食、パン、果物ジュース、コー

と、どういう疾患を持っているかではなく、身体

ヒー、ソフトドリンク、マヨネーズ、乳製品とい

の健康自体に食事が影響しているということの方

う欧米型パターンの食事が多い人も死亡率リスク

がもっと大事だと思ってお示ししました。

が下がるという方向に向かっていました。そもそ

ほとんど同時期にもうひとつの研究が行われて

も日本人は肉の消費量が少なく、足りなさ過ぎて

います。九州の福岡女子大学に移られた南里明子

もう少し食べた方が良いということ、乳製品も足

（国立国際医療研究センター）先生が発表されて

りなくてもう少し食べた方が良いということが、
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スライド 18

健康的な食事で全死亡リスクが低下

スライド 19

食事と乳がん

影響しているのかもしれません。今、日本ではこ
ういうデータがあります。食事の内容が健康に大
きく影響していることが分かります。
がんについては特異的に乳がんだけをとりあげ
ています。よく聞かれるのが、大豆に入っている
イソフラボンを食べると乳がん患者の予後に影響
しますかということです。これは『科学的根拠に

スライド 20

食と全死亡・がん再発リスク

食とこころの健康〜魚油を中心に
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基づく日本乳癌学会乳癌診療ガイドライン』に「可

う食事をしているのかということと、その人の全

能性あり」と書かれています。ただこれにはいく

死亡とがん再発リスクについてです。いくつかの

つかの結果があって欧米の研究では「関連はない」

がんについて研究がされていますが非常に少な

となっています。日本では「関連がある」という

く、メタ解析という、いくつかの研究をまとめて、

ことです。この違いは、なぜかと言うと、そもそ

その効果がどのくらいあるかを強く見る方法で解

も大豆を食べる量が欧米と日本では段違いに違う

析しています。左図ですが、食事の質が良いほど

ことからきています。味噌汁やお豆腐をたくさん

死亡リスクは下がっています。乳がん、大腸がん、

摂る国の人たちと、時々食べるという国の違いで

前立腺がん、卵巣がんと出ていますが、全体で見

す。ちょっと食べても効きません。ある程度ベー

ると 0.78 という数字になっていますから 22％

スができていてそれでちょっと食べると効くとい

は良くなっているということです。

うことです。何か食べると良いというものも、

西欧食パターンの食事との関係です（スライド

ちょっと食べれば良いというものではなく、どの

20 右図）、これは日本で言う西欧食パターンと

くらい食べたら良いのかとか、ふだんどのくらい

違って、彼らみたいに大変食べている西欧食パ

食べていてそれにどのくらい増やせば良いかとい

ターンですから先ほどのスライド 18 とは違うも

う観点でみなければなりません。ただ「良いよ」

のです。これでは西欧食パターンが強いほど死亡

と聞いてそれを食べても、短絡的良くはならない

リスクが上がっています。乳がん、大腸がん、頭

というのが、イソフラボンの結果だと思います。

頸部がん、前立腺がんで 1.46 となっていますか

乳製品についてはとくに予後に影響を及ぼさな

ら 46％ぐらいリスクは増えています。世界的に

い。証拠がまだ不十分だということです。乳がん

は健康食が身体に良く、西欧食パターンが悪いと

初期治療後の脂肪の食餌摂取は乳がん患者の予後

言われています。とくにこの研究で言われている

に影響を及ぼすかに関しても、証拠不十分で分か

のは、野菜と魚が非常に保護的で、健康に良いと

らないということです。乳がんに関しては、イソ

いうことです。

フラボン、つまり大豆食品は良いということだけ
が言われています（スライド 19）。
スライド 20 は最近出されたものです。どうい

診断を受けた後で、食事を変えたら間に合うか
という研究がされています。スライド 21 は、そ
の 2014 年の結果です。がん診断後に食事の質
を変えた場合、全

スライド 21

がん診断後の健康食で死亡リスク減少

死亡は減少しま
す。乳がんに特異
的な脂肪に関して
は変りありませ
ん。他原因死も下
がります。他原因
死というのは、糖
尿病や高血圧や高
脂血症など別の
ファクターです。
食事を変えること
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によって発がんまで抑えるのは難しいと思います

スライド 22

人の健康（がん）と脂肪酸

が、全体的に効いてくる健康の負の因子による死
亡を減らすことができるということです。とくに
乳がんでは、エストロゲン受容体が陽性か陰性か
で違いがあり、陽性者にはきれいに効いています。
エストロゲン受容体が陰性の方にはまったく効い
ていません。したがって食事の質を変える時にも
エストロゲン受容体陽性の方は、健康食にすると
診断の後からでも生存リスクは上がり、生存率は

ハンター、狩猟によって食糧を採っていました。

延びる方向につながります。逆にエストロゲン受

その時代は、Fatty acids の中でも、Saturated

容体陰性の方は効いていませんから食事だけでは

という飽和脂肪酸とω 6 系脂肪酸とω 3 系脂肪

難しいのかもしれません。

酸は、ほとんど同じくらいしか摂っていません。
その時代の原始人類が、DHA をたくさん摂って

人の健康（がん）と脂肪酸

いて、認知機能が高くなっていました。何が得す
るかと言いますと食事にありつけるのです。実際

少し脂の話に焦点を絞っていきます。私は、今

の頭蓋骨も DHA をたくさん摂っているものと、

週は毎日魚を食べています。スライド 22 はサン

摂っていないものと較べると、摂っているものの

マを焼いた写真が出ています。われわれの身体は

方が頭蓋骨が大きく、脳重量が大きくなっていま

ひとつひとつの細胞から成り立っています。その

す。ただこれは 100 万年単位で変ってきている

細胞に膜があります。その膜を作っているのは、

のです。DHA の脂をたくさん摂ることによって

脂肪酸、つまり脂です。脂質二重膜という言葉は

たくさんご飯が食べられ、それが生存に影響して

誰でも知っていると思いますが、その脂質二重膜

いたというのが過去の時代です。

が、二重結合がまったくない脂でつながると膜自

しかし現在、何が起こっているかと言うと、ど

体がギチギチとなります。しかし膜の中に二重結

んどん、どんどん脂が変っています。飽和脂肪酸

合があれば膜がゆらゆらしてきて、あればあるほ

が増えています。また不飽和脂肪酸でも、とくに

ど緩くなり、膜が柔らかくなります。私は動物実

ω 6 系脂肪酸がぐんと増えて、ω 3 系脂肪酸は

験をやっていませんが、やっている先生に聞くと

減ってきています。この結果、心疾患は増えるし、

二重結合がないものに較べて、あるものは針を刺

肥満は増え、さらにはこころの問題が出てきてい

す場合にもスッと入ると言います。非常に柔らか

ます。昔は 100 万年で頭蓋骨が変ってきたので

くなっているそうです。どちらかと言いますとそ

すが、今は 10 年単位で食のあり方が変っていま

こに関する受容体や何が入っているということは

す。以前は食物にどうありつけるかというアクセ

関心を持たれるのですが、膜自体に関心を持つ方

スの問題だったのが、今は何を食べるかという選

は、わりに少なく、私はそこに関心があり、その

択の時代です。したがって良いものを摂ろうと思

脂肪酸がどうなるとどう変るかという研究が進ん

えば摂れるのです。摂らない人は悪くなり、自分

でいるのでお話しいたします。

の手の中に選択肢はあるのにみなさんなかなか良

スライド 23 は脂についての話で、脂摂取の％

いものを摂っていません。そういう時代に来てい

を時間軸で見ています。われわれ人類は、過去は

るということを意識していただくためにこのスラ
食とこころの健康〜魚油を中心に

�ん本.indb 51

51

2018/03/24 14:57

スライド 23

人類の脂肪摂取：進化と現代化

スライド 24

脂肪酸の種類

レ ン 酸、 ω 6 は
リノール酸という
脂です。リノール
酸は、具体的には
トウモロコシ油や
ベニバナ油、大豆
油、ゴマ油などの
サラダ油です。α
リノレン酸は、エ
ゴマ 油、 シ ソ 油、
アマニ油、サチャ
イ ン チ 油、 チ ア
シード油です。こ
のような油は二重

イドを出しました。

結合があるので常温では液体でサラサラしていま

スライド 24 は脂肪酸の種類です。脂肪酸には

す。バターやラードは常温ではベトッとしていて

飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があり、1 つ以上の二

固体です。凝固点が高くなっています。オレイン

重結合を持つものが不飽和脂肪酸で、不飽和脂肪

酸というのはひとつだけありまして、これはオ

酸の中は一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸が

リーブ油です。飽和脂肪酸はどちらかと言うとエ

あり、多価不飽和脂肪酸にはω 6 系とω 3 系が

ネルギー源になる脂で、不飽和脂肪酸は生体調節

あります。とくに重要なのは、今日はω 3 なの

機能になる脂だと言われています。

ですが、ここのいちばん上位にあるものがαリノ
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スライド 25

末梢血ω -3 系脂肪酸が全死亡リスクと関連

スライド 26

大腸がん治療後経過とω 3 系脂肪酸

メアというところ
があります、遺伝
情報が折り畳まれ
ている最後のとこ
ろですが、これは
細胞分裂を繰り返
すとどんどん短く
なります。その短
くなり方が、ω 3
をたくさん摂って
いる人ほど遅いの
で す。 ω 3 が 少

ω 3 がどれだけ身体の中にあるかということを

ない人は早く短くなります。生存にも影響してい

501 名の女性で調べた研究があります（スライ

るというひとつの理由として、こうした染色体へ

ド 25）。そうすると 4％未満の人を 1 とすると 8％

の影響が言われています。

以上の人、あるいは 4 〜 8％の人は、その後の

実際にがんではどうかということで、脂肪酸と

死亡リスクが下がる。それは年齢や人種、体型な

の関連を見たものがあります。大腸がんの術後に

ど色々と補正してもω 3 が体内に多ければ多い

ω 3 系脂肪酸を多く摂るようにした群と摂らな

ほど死亡リスクは下がるといデータが、2017 年

かった群とでは明らかに死亡リスクが違ってい

に発表されています。

て、たくさん食べた人の方が、死亡リスクが減少

細胞の中の核に染色体があり、その末端にテロ

しています。あまり食べなかった人は、良くない
食とこころの健康〜魚油を中心に
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スライド 27

乳がん治療後経過とω 3 系脂肪酸

ということが、2016 年に報告されています。大

こころの健康ですが、DALY というのは障害

腸がんでω‐3 脂肪酸を摂るように言われて摂っ

（disability）を持っている年数と障害で失った年

た人の方がなかなか死なないということです（ス

数を足したものですが、スライド 28 では YLL

ライド 26）。
同様に乳がんでもそうです。乳がんの方も診断

（Years of life lost）で示していますが、大きい
のはこころの問題と筋骨格系の問題です。

後の治療経過とともにω 3 をたくさん摂るよう

なぜ食に注目するかと言いますと良い食事をす

に指導されて、摂った人の方が、全死亡リスクが

るようにアドバイスをすることは臨床の目的にか

下がります。16 〜 34％ほど下がると言われて

ないますし、食と栄養が精神疾患の予防、発症に

います（スライド 27）。

影響を及ぼすことが最近分かりつつあります（ス

そういうことで今は乳がんと大腸がんとの関係
しか出ておらず、すべてのがんではありませんが、

ライド 29）。
研究者が世界中から東京に集まり 2013 年に

かなり大事な脂だということが分かっていただけ

ISNPR（International Society for Nutritional

ると思います。

Psychiatry Research：国際栄養精神学会）を立
ち上げました。どういうことをわれわれがするか

食とこころの健康

ということと、どのくらいのエビデンスが集って
いるかということをインパクトの高い雑誌である

こ こ か ら 少 し こ こ ろ の 話 に な り ま す。NIH

『Lancet』 と『World Psychiatry』 と い う 2 雑

（National Institutes of Health：アメリカ国立

誌に出して、とくにω 3 やビタミン B1 や葉酸、

衛生研究所）の Joseph Hibbeln という人が「あ

ビタミン B12 などいくつかありますが、そのトッ

ぶらとこころの問題」のパイオニアです。彼がい

プがω 3 であるということをうたっています（ス

なければ、この領域は進まなかったと思います。

ライド 30）。
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スライド 28

こころの健康は苦悩期間が最大

スライド 29

なぜ食に注目するのか

スライド 31

食パターンとうつ病リスク

スライド 30

精神医学の中心としての栄養学

食とこころの健康〜魚油を中心に
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実際に健康的な食事とうつに関連があるのかと

言うと健康的な食事をしないからうつ病になるの

いうことですが、メタ解析という、色々な研究を

だということの方がたしかだということが報告さ

まとめて総合的に見て良いのかという研究のまと

れています。しかし人生早期における関連は明ら

めのようなものがたくさん出ています。

かではないということです（スライド 32）。

食パターンとうつ病のリスクですが、食パター

先ほどの Hibbeln 先生は 1998 年に『Lancet』

ンにも色々あって、「健康食・伝統食」や「健康

にエポックメーキングな研究を発表しました。魚

食スコア」で見たり、「健康食パターン」で見た

を食べた量を横軸にとり、縦軸にうつ病がどのく

りしています。健康食でうつ病が良くなり、「加

らい発症したかを国別にプロットしています。日

工食・西洋食パターン」では良くないとか、「地

本がいちばん低いのですが、非常にきれいな負の

中海食」は良いということが報告されています（ス

相関が得られています。これをもとにうつ病と魚

ライド 31）。

の研究が進み、どうやらこれは妊婦さんでも同じ

うつ病と健康的な食事は、うつ病だから健康的
な食事をしないのではないかという批判もよく受

傾向にあるということが分かりました（スライド
33）。

けます。しかし実はこれは縦断的に追いかけてい

日本では富山市の大学生を対象にした研究があ

る研究がたくさん出ていて、うつ病だから食事が

ります（スライド 34）。魚食頻度を非常にアバ

悪いということは否定されています。どちらかと

ウトに「まったく食べない」という人から「毎日
食べる」という人まで並べて、うつ病がどのくら

スライド 32

健康的な食事とうつ病：因果関係

い出るかというリスクを見たのですが、やはり食
べれば食べるほどリスクは下がるという、きれい
な関連が見られています。ちなみ富山県は魚を非
常に食べる県で、そこでこういう関連が見られた
ということです。
スライド 35 は関東の企業で実施した、われわ
れが報告した研究で、その時点で調べた横断的研
究です。企業の方に協力していただき抑うつと魚
食の関連を調べる

スライド 33

魚食とうつ病

と、魚を食べてい
る人ほど抑うつは
－ 0.1 な の で 非
常に低くなってい
ます。さらにここ
に辛いことがあっ
た時にそれをはね
返すようなレジリ
エンスというここ
ろのばねを持って
いることが影響し
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スライド 34

学生の魚食習慣とうつ症状

ているかを見ました。そうしましたら、こういう
因子を入れても抑うつは下がっています。さらに
レジリエンスが魚食と抑うつの間に介在している
のではないかということが示されました。
身体の中でどうなっているかということで見た
のがスライド 36 です。たくさんある、うつ病の
患者さんで末梢血中のω 3 系脂肪酸を調べた研

スライド 35

魚食はレジリエンスを高め抑うつを低下

究をまとめたメタ解析で、やはり代表的な脂の
EPA とか DHA は健常者で、両方とも高いことが
分かりました。
それならうつ病に対してω 3 を使ったら効く
のではないかと当然考えられて、たくさんの研究
がこれまでされてきました。スライド 37 はメタ
解析をした 2016 年の結果です。どういう状態
がいちばん効くかということをやりました。それ

スライド 36

うつ病と末梢血中ω 3 系脂肪酸

によると EPA diagnosed という精神科医がうつ
病の診断をつけた重度の高い人には、EPA とい
う脂を使うと効くという結果でした。どのくらい
効果があるかは ES が 0.61 でかなり高いとされ
ています。抗うつ薬の効果は 0.4 や 0.5 などと
言われていますので、選択して効きそうな人に的
確に使うと効くのですが、そうでもない人にもあ

スライド 37

うつ病に対するω３系脂肪酸の効果

食とこころの健康〜魚油を中心に
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わせて使うと効くか効かないかよく分からないこ
とになります。どういう人を選んで使うかが大事
だと言われています。
なぜ効くのだということもよく聞かれるのでま

いと考えられています。
それでは日常生活ではどうするかという話で、
魚を食べると良いのかということですが、魚食は
うつ病リスクを下げるということが、たくさんの

とめてみました（スライド 38）。いちばん大き

研究のメタ解析で出ています（スライド 39）。

いのは抗炎症作用、抗酸化作用です。身体を錆び

「Fish」
「EPA・DHA」
「Total ω 3PUFA」ですが、

にくくし、火照るという言い方は雑駁すぎますが、

いずれも食べれば食べるほどうつ病リスクは下

炎症を抑えることが非常に大きいということで

がっています。この関連は線形の関連ではなく、

す。さらに最近は神経栄養因子と言いまして脳神

「Total ω 3PUFA」は、ω 3 に関しては、1.8g

経が新しく生まれてくるのを促進させるとか、セ

／ d のところが底で、そこをから増えると少し

ロトニンを増やすことが想定されています。これ

上がっている J 字型をしています。「Fish」は J

がすべてではありませんが、いちばん大きいのは

というよりは少しなだらかですが、50g ／ d の

炎症を抑えるところと酸化を抑えるところが大き

ところが底で、そこから先も下がっていますが、
そこは信頼区間と言ってデータが揺らぐので

スライド 38

想定される抗うつメカニズム

50g ／ d のところがいちばん良いと言われてい
ます。これは 2016 年に出てきた欧米での研究
のまとめです。
ただこの研究の問題点として日本人のデータが
ほとんど含まれていないこととか、精神科医によ
るうつ病診断が厳密に行われた研究もないことが
指摘されています（スライド 40）。
そこでこのたびわれわれは、日本人で魚介類と

スライド 39
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精神科医によるうつ病と診断された者との関係を

この研究はどうやってやったかと言いますと、

初めて調べてみました（スライド 41）。その結

これも津金先生のコホート研究の中で佐久地域に

果を先日『トランスレーショナル・サイカアト

お住まいの方、約 12,000 人に対し 1995 年と

リー』（アメリカ、精神医学専門誌）に発表しま

2000 年にアンケートで魚の摂取量を調べていま

した。何人かの方はメディアでご覧になった方も

す。この人たちを追跡して 2014 年と 2015 年

おられるかもしれません。「魚 1 日 110 グラム

にその中の調査に応じてくれた 1,181 名に対し、

でうつ病減」（朝日新聞）という見出しが出てい

精神科医が全員に面接をしてうつ病診断を行って

ますが、広く関心を持たれているテーマなのか毎

います。公民館や体育館などで 9 時から 17 時ま

日のように問い合わせが来ています。魚を食べる

で、精神科医をたくさん集めて、全部で 50 回に

ことでうつ病リスクが下がるということを発表さ

分けて行っています（スライド 42）。

せていただきました。

曝露因子の評価がスライド 43 です。野菜やお
魚をどのくらい食べているかを聞いています。お

スライド 40

Grosso 研究の限界と背景

魚については 19 項目で聞いています。
そのデータから 1 日のお魚の摂取量を調べて
解析すると 111.1g ／日を食べている人がうつ病
リスクが低かったということです。1995 年の段
階でたくさん食べていて、2000 年時にも調べて
平均していますが 1995 年や 2000 年の時に食
べていた人は、おそらくその後も食習慣は変りま
せんから、コホート研究を開始した 1990 年か

スライド 41

魚介食とうつ病の関係

食とこころの健康〜魚油を中心に
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スライド 42

 域住民コホート：魚食・脂肪酸とうつ病の
地
関連

スライド 44

脂肪酸摂取量とうつ病の関連

スライド 43

曝露因子の評価

魚 100g ぐ ら い
というのが、いち
ばん大事なメッ
セージです（スラ
イド 44）。
スライド 45 は
「考察」です。メ
ディアの方にも聞
かれたのですが、
ポイントは、ある
量を摂るとリスク
が下がり、それ以
上摂ると影響が見

スライド 45

考察

られなくなるのはなぜかということです。実は魚
を食べている人は野菜もたくさん食べているので
す。その野菜の食べ方なのですが、調べてみると
炒め物とか揚げ物が多いのです。どうやら天ぷら
と野菜炒めなのです。ご家庭にまで行ってビデオ
を撮ったりしていませんから分かりませんが、お
そらく野菜の調理方法は炒め物と揚げ物となって
いたので、たぶんそれが多いと思います。天ぷら
にしても揚げ物にしてもサラダ油のω 6 系脂肪

らは約 25 年たっている 2014 年、2015 年の段

酸を使っているので、それでω 3 の効果が打ち

階でも、この人たちはうつ病診断がつかなかった

消されてしまいます。ω 3 は本当に良いのですが、

ということです。とくに成分で言うとエイコサペ

野菜を摂りすぎることによってω 3 の効果が打

ンタエン酸という脂とドコサペンタエン酸という

ち消されたのではないかと考えています。メディ

脂で、スライドにあるようなグラム数で危険率が

アの方にもそのように説明しています。考察なの

下がることが分かりました。メッセージとしては

で分かりませんが、おそらくそうではないかと考
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えています。

スライド 46

 lobal Omega-3 Status Map（shows
G
low for most of the world）

スライド 47

日々の生活・臨床でできること

どうすればいいか
最後にみなさんが明日からどうするかというこ
とでお話しします。スライド 46 は大事なマップ
です。Global Omega ‐ 3 Status Map と言い
まして、世界中が注目しています。どの国がどの
くらいω 3 を摂り、どの国が足りないかという
地図です。日本は良いのですが、アメリカ合衆国
やブラジルなどは少ない。中国も少ないです。北
欧は少し多いですし、アラスカ、グリーンランド
は多くなっています。これはどこが健康かという
見方もできますが、企業の方からするとどこでこ
の脂が今後売れるかということを示したものでも
あります。どこの国の人たちがこの脂を求めてく
るかということです。実際に中国は今、日本のマ
グロを獲りにきています。マグロだけではありま
せん。良いお魚をたくさん獲りにきています。ω
3 は良いことが分かっていますから、どんどん獲

菜なら良いのですが、食べ方は工夫をしなければ

りにきています。彼らがどんどん獲りにくると、

なりません。なかなか魚だけでは無理なので、実

魚が減ってくるのではないかということが危惧さ

はエゴマや亜麻仁、チアシードという油がありま

れます。

すが、それを使います。ω 3 を 1.8g 摂るために

お魚を食べれば良いのですが、お魚の臭いが何

はエゴマ油小さじ 1 杯です。またサプリメント

とかならないかとか、嫌いな人もいます。そうい

として出ているもので 3g がパックに入っている

う時にどうするかということですが、ω 3 自体

ものがあります。その 60％はエゴマ油なので、

の 1 日の目安量はだいたい 1.4 〜 2.4g ぐらいと

それを使うとこれ 1 袋で 1.8g となります。どう

されています。これは食事摂取基準の 2015 年

しても魚が食べられないという時は、エゴマ油を

のデータで示されています（スライド 47）。

スプーン 1 杯ほど摂ることによって大事な脂は

これをクリアするためにどうするかですが、1

だいたい摂れます。私も外国などに行くとなかな

日の食事は 3 回で、1 ヵ月を 90 回とすると魚で

か魚が食べられないので必ずこのパックを持って

は、90 回の内 15 回以上魚食をするとだいたい

行きます。置いてある悪いドレッシングは使わず

その量に達します。これはけっこう大変です。今

にこのパックと塩と胡椒を適当に振って混ぜて食

日は木曜日ですが、私はすでに 4 回食べていま

べるとそれで美味しいです。もちろんオリーブ油

すからもうクリアしています。普通の人は肉が多

やエゴマ油を使っても良いと思います。

いです。野菜を食べる時も野菜炒めを食べてはい
けませんから、煮たり、茹でたり、あるいは生野

さらに果物と野菜を増やします。また全粒穀物、
要するに玄米を白米の代わりに食べます。外食は
食とこころの健康〜魚油を中心に
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どうしても悪い油が多いので、その回数を減らし、

スライド 48

DHA・EPA を摂れる食品

スライド 49

n-3PUFA 1g を摂るために必要な魚卵

スライド 50

Omega-3 Index

ファストフードを減らすことが大事です。
エゴマをどうやって使うかということですが、
料理や飲み物にそのまま掛ければ良いのです。冷
や奴にちょっと掛けて食べる。野菜ジュースに混
ぜる。ニンジンなどもβ-カロチンやビタミンが
たくさん入っていますのでその消化吸収は脂が入
ることで入りやすくなります。そのままジュース
として飲むとあまりビタミンとしては入らないの
ですが、脂が入ることによって吸収が良くなりま
すから、そういうところに入れたり、スムージー
に混ぜるとか、いくらでも方法はあります。ある
いはサラダにポン酢と一緒に 1 対 1 で混ぜて掛
ける。あるいはヨーグルトの中にエゴマを入れる、
納豆も、付いてくるパックの醤油ではなくエゴマ
をかけて混ぜればトロトロになり、塩分も減って
良いです。お浸しにも使ったら良いと思います。
お魚はどういう魚が良いか、これもよく聞かれ
ることなのでまとめました（スライド 48）。日
本食品脂溶性成分表の中で、よく知られている魚
を持ってきました。マグロのトロの柵を食べると
4.16g の EPA・DHA で す。2.4g あ れ ば 良 い の
で約 2 倍入っています。これほどはなかなか食
べないと思いますから、1 柵の 3 分の 1 ぐらい
食べれば十分です。ハマチやサバも 4 分の 1 ほ
どで良いと思います。それで約 3g 摂れます。ブ
リもたくさん入っています。イワシやサンマが適
当です。ウナギもわりによく入っていて、2g ぐ

やトビコではなくイクラや筋子を食べてくださ

らいです。朝の食事にはよく出るサケですが、1

い。シシャモは 8 尾食べれば良いのですが、こ

切れで 1.3g ぐらい入っています。こういう魚を

れもなかなか大変そうなので、私はイクラをお勧

食べてもらえれば十分摂れます。

めしています。イクラ、筋子です。これも参考に

実は魚卵はだめなのかとも聞かれました。魚卵
にもω 3 が含まれています。その中で優秀なの

してください（スライド 49）。ただし塩分過多
にはご注意ください。

がイクラと筋子です。イクラですと寿司 4 貫を

最後に何度もお話ししましたが、ω 3 の値が

食べればω 3 が 0.9g 摂れます。筋子のオニギリ

どのくらいあれば良いかです。4％というところ

3 個で 1.4g です、数の子は 11 貫、トビコは 28

がかなりクリティカルです。4％を切ると身体に

貫ですから、こんなには食べられません。数の子

とっての健康度が悪くなります。スライド 50 の
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図 の 下 は 左 端 か ら ACS（Acute coronary

スライド 51

Take home message

syndrome: 急 性 冠 症 候 群 ）、BD（Bipolar
disorder： 双 極 性 障 害、 躁 う つ 病 ）、MDD（
Major depressive disorder：大うつ病）とあ
ります。その次が米国の平均値で 5 ぐらいです。
日本人平均が 8.1、実は最近、私の研究部の研究
員が抜き打ちで僕の血液を調べてくれて、ホッと
したのですが 11.5 もありました。私のように日々
魚をちゃんと食べていれば、このぐらいは出ます。
僕はやや高すぎるとは思いますが、高ければ高い
ほど心疾患リスクは下がりますし、こころの健康

とです。これは最初にお話ししました。健康的な

も良くなるし、がんになっても生存率は良くなる

食事をすると身体もそうですが、こころの健康に

し、糖尿病にもなりにくいということです。11

も影響を及ぼしているということが分かりまし

をめざす必要はありませんが、8 をめざすために

た。

は先ほど申しあげたように 90 回の内、15 回ぐ
らいは魚を食べないと 8 には届きません。
スライド 51 が最後のスライドです。本日のお
話は、食事は健康とがんに影響を与えるというこ

さらにうつ病の治療や予防に魚食は非常に期待
されています。魚を自然に食べる習慣をつけて、
不足分があればエゴマ油を使ったり、サプリメン
トで補うと良いと思います。

食とこころの健康〜魚油を中心に
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質疑応答

■ 高橋

松岡先生大

んここまでの内容を勉強することはあまりありま

変ありがとうございま

せん。どのような質問でもみなさんの役に立つと

した。先生の血液検査

思いますから、どこからでもどうぞ。

で ω -3 が 11.5 と い
うのは（スライド 49
64 頁 参 照 ）、 ふ だ

正しい食の知識の伝え方・広め方
―ワンストップで工夫できないか

ん接していて納得する
ところがあります。と

■ 参加者 A

ころで、先生はエゴマ屋さんとは関係はないです

重なお話しをありがとうございました。後半部分

よね（会場笑）。

は持ち帰って自分に役立てようと思いました。前

中央病院の呼吸器科の者です。貴

半部分で，先生の専門とは少し離れてしまうかも
■ 松岡

ありません。

分かりませんが、自分の日々の疑問にアドバイス
をいただきたいと思って発言します。がん治療中

■ 高橋

今日は目か

の患者さんには、食に大変こだわったり、気をつ

らうろこのお話しだっ

けてくださっている方が多いのですが、外来で診

たのではないかと思い

ていると逆にこだわり過ぎていたり、偏っている

ます。最先端のデータ

人も非常に多い。こだわってやることに充実感を

をたくさんお示しいた

得ているのであれば良いのですが、逆にこだわり

だきながら、とても分

過ぎて QOL が大変落ちてしまっている方がいま

かりやすくお話しいただきました。さて、どうい

す。そういう方に先生がお話しくださったような

うところからでもけっこうです。オープニングで

正しい食の知識を伝えられれば、健康増進にもつ

お伝えしそこないましたが、今日も 150 人近く

ながると思いますし、はたまた QOL の改善にも

お申し込みをいただいています。半数の方が治療

つながると思います。自分のほとんど知らないよ

を受けているご本人、あるいはご家族のお立場で

うな話ばかりで大変勉強になったのですが、先生

す。2 割ほどが医療者で、企業関係者、メディア

がお話ししてくれたようなことをもっと広く患者

関係者、その他と続いています。医療者でもふだ

さんに伝えたり、あるいは医療者に伝えながら

64

�ん本.indb 64

Ⅰ

オープンセミナー・第 10 回

2018/03/24 14:57

やっていくためにはどのようにしたら良いとお考

ということをお伝えいただけたら、「ああ良いの

えでしょうか。正直に言って医師だけでは難しく、

だな」と思っていただけるので非常に助かります。

栄養士さんや専門職の力を借りないとできないと
思いますが、どのような形でやっていけば良いか

■ 参加者 A

どうもありがとうございました。

ということで、先生にアドバイスをいただけたら
と思います。
■ 松岡

ω-3とω-6は拮抗して作用することを理
解する

ご質問ありがとうございます。実は私

もそれをやりたいのです。私はがんの専門医では

■ 高橋

ありませんし、臨床医は医者になって 7 年でや

聞いただけでも、ことはそうシンプルではないと

めていますから、臨床をやっていない期間の方が

分ります。今から食べ方を変えても効果があるこ

長くなりました。実際に患者さんにお届けするた

とは分りました。ただ、その効果の出方もがんで

めには、やはりみなさまが常に目に触れるような

言えばホルモンレセプターの状況によって違うと

ところにこういう情報があって、かつワンストッ

いうお話がありました。よくメディアでココアが

プで相談できる場所があると良いと思っていま

良いと流れると、スーパーのココアの売り上げが

す。それは僕も望んでいます。

グッと上がるということがありますが、そう単純

ありがとうございます。今日のお話を

たとえばここの国立がん研究センターなら 8

な話ではないということですね。ビジネスチャン

階の患者サポート研究開発センターのようなとこ

スとも結びつきますから、私たち食べる人間とし

ろで、独立した部屋か、キャラバンのようなもの

ては、よく考えなければいけないと思いました。

でも良いのですが、何曜日の何時から何時までは、
こういうことが聞けますというようなことをや

■ 参加者 B

る。あるいは聞いて良いと思えばすぐにスーパー

私は今、乳がんの治療中です。先ほどのレセプター

のお魚屋さんに行く必要があるので、病院ではな

の問題もあって、今は食事を色々工夫しています。

くて、たとえばコミュニティベースドで、イオン

大変良い話を聞かせていただきました。乳がんは

モールやイトーヨーカドーといった大きなところ

閉経年齢になると太ってはいけないと言われてい

でワンストップで聞けるサービスがあると良い。

て、私も太りやすいので、太ることを気にしてい

家から近いところならみなさんは来るし、話を聞

ますので脂のことも気にしてはいました。脂もた

いたので今日はこれを買おうというようにつなが

くさんあって理解が難しいと思っていました。今

れるようなものがあると良いと思います。地域も

まで私は、飽和脂肪酸は身体にあまり良くなく、

含めて、病院の中でもお医者さんだけではなくて、

不飽和脂肪酸はけっこう身体に良いとザクッと理

みなさんが集まるようなところに色々な情報を提

解していました。先ほど先生は、ω -6 は、ω -3

供できる環境を整えていくことが大事だと思いま

の効果を打ち消す場合があるということを言われ

す。

ましたが、そのあたりの仕組みを私にも分かるよ

それからもっとネットで発信するとか、正しい

お話をありがとうございました。

うに簡単に教えていただけないかなと思います。

情報をもう少しまとめるということが、われわれ
にしても大事なのだと思います。ただ診療の中で

■ 高橋

も、食事に関して、こういうように食べると良い

かといって複雑なところまで考えすぎると良く分

そうですね。話はシンプルではなく、
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らなくなるところが正直に言ってあるように思い
ます。医療者も良く分っているとは限りませんか
ら「バランス良く食べましょう」で済ませている
ところもあります。
■ 松岡

説明いたします。脂肪酸というのは炭

素という乳脂がたくさん並んでいて、その中でい
ちばん末端から 3 番目に初めて二重結合が出て
きます。炭素は 4 つの手があり、1 つは使わな
いで隣の人たちと両手をつないだ形が二重結合で
す。それが 6 つ目にあるのがω -6、3 つ目にあ

が出てきて炎症が一気に進みます。ω -3 と 6 は、

るのがω -3 です。たったそれだけの違いです。

常に拮抗していてバランスが大事だということで

3 つ目か 6 つ目かです。これで機能はまったく

す。ω -3 が多いとそのルートが流れますが、ω

違っていてω -6 はいちばん上にあるのがリノー

-6 が多いとそちらのルートが流れる。そこはか

ル酸という脂で、炭素が 18 個あり、その内、二

なり食べる量が影響していて、かつω -3 が多い

重結合は 2 個あります。それでも 6 つ目に二重

とω -6 のアラキドン酸カスケードが進むところ

結合があるのでω -6 系脂肪酸となります。α－

をブロックする効果もあります。

リノレン酸も炭素は 18 個ありますが、3 番目に

そういうことからこのω -3 とω -6 は重要です。

二重結合が出てくるのでω -3 系脂肪酸となりま

ω -6 は肉にもたくさん入っています。肉も少し

す。ω -3 は、α - リノレン酸から EPA や DHA

なら良いのですがたくさん食べると良くない。ハ

に代謝されていきます。ω -6 はリノール酸から

ンバーガーなどは最悪です。ω -6 が何が悪いか

いちばん代表的なのは、アラキドン酸という脂に

と言いますと、それから本日は話しませんでした

なります。最後に DPA（ω -6）というものに変

が成長障害や皮膚障害、とくにアトピー性皮膚炎

ります。この代謝が進むために酵素が使われて炭

なども悪くしますし、生殖機能を低下させたり、

素が増えていったり、あるいは二重結合を作った

脂肪肝を増大させます。

りします。それがω -6 とω -3 の食事のどちらが

身体の中でこのように流れているということが

多いかによって、ω -6 の方をたくさん摂ると、

分かり、どちらが多いかを常に頭の中で考えて食

そちらがざっと流れていきます。ω -3 をたくさ

べていかないといけません。ω -6 が入るとω -3

ん食べるとそちらが流れます。天秤のようなもの

を食べていてもその効果が打ち消されるのだとい

でどちらの脂をたくさん摂るかということが非常

うことを意識していただけると良いと思います。

にクリティカルな話です。ω -6 の脂をたくさん

ω -6 の油はキャノール油やベニバナ油、コーン

摂ると、炎症を起こす効果があります。ω -3 は

油も米油もそうです。ゴマ油もそうです。こうい

炎症を抑える効果があります。なぜかと言います

うものはそのラインでどんどん流れるのであまり

とω -3 自体もそうですし、ここからさらに EPA

良くない。通常の生活をしているとこちらの油が

や DHA に変り、抗炎症ウイルスができてくるか

たくさん入ってきます。これを制限するのは難し

らです。アラキドン酸の方はアラキドン酸カス

い。

ケードと言って、プロスタグランジンというもの
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ご用意していただいたサンドイッチの表示を見ま
した。基本的には原材料品名が多い順で書かれて
います。何が多いかと言いますと、まずパン、次
にツナサラダ、卵サラダ、茹で卵、ハムと書かれ
ています。このサンドイッチは植物油脂という原
材料名はありませんでした。このサンドイッチは
おそらくサラダ油を使っていません。植物油脂と
書いてあるものもあります。それは基本的にはω
-6 です。気をつけなければいけないのはカップ
ヌードルやスナックなどです。煎餅なども揚げ煎
餅などは少し食べただけでもどっとω -6 が増え

たら良いかというアドバイスもいただいたので、

ます。日常生活にはω -6 があふれかえっていま

生活や食事のことなどももしかしたら教えていた

す。ω -3 は気をつけないと摂れません。

だけるのかなと期待していたのですが、その説明

今日のサンドイッチは良いなと思いました。私

はありませんでした。申し訳ないのですが病院の

もツナサンドを食べたのですが、実はそこにも落

食事は意外にお野菜も少なかったりして、ここで

とし穴があります。ツナ缶のツナ自体は良いので

は食事についてはアドバイスいただけないと思い

すが、ツナを作る時にいったんボイルして油を抜

ました。私はお料理が好きですが、友だちでもっ

いています。それを植物油の缶の中に漬けてしま

と重病な人でも「お料理は苦手」と逃げている人

うので、それをやるとせっかく良いものが悪く

もいます。入院中に、料理のアドバイスをしてい

なってしまう。ツナ缶でもオリーブ油に入ったツ

ただけるとうれしいなと思っていました。機会が

ナ缶ならまだましです。サバ缶の水煮缶は非常に

あればぜひお願いいたします。

良いです。通常のツナ缶は油が悪いのであまり良
くない。このサンドイッチのツナの表示にはそこ

■ 高橋

までは書いてありません。ですから私も悪いのだ

バランスは、とても応用問題ですね。先ほどの先

ろうなと思いながら、美味しいから良いかと思っ

生のスライド 44（60 頁参照）の考察でいくと

て食べてしまいました。考え始めると何を食べた

ω -6 がω -3 を打ち消しているということですが、

ら良いかが分からなくなるのですが、大事なのは

私たちの生活の中から完全にω -6 を消すことは

植物油脂と書いてあるものはなるべく避けるよう

たぶん無理でしょうから、意識的にω -3 を摂ろ

にした方が良いということです。ご飯を食べても、

うという気持ちで OK ということでしょうか。

そうですね。それからω -3 とω -6 の

米油の中にはω -6 が入っています。
■ 松岡
■ 参加者 B

意識的でもかなり注意しなければなり

ありがとうございました。ツナ缶

ません。ω -6 は、ポテトチップスを 1 袋全部食

の油は捨てるようにしたいと思います。本日は医

べたら大変なことになります。あれはせいぜい美

療者の参加も多いとうかがいましたのでもうひと

味しいと思っても 2 枚ぐらいです。100g 摂ると、

つお願いがあります。私も国立がん研究センター

リノール酸が 9 ｇほど入ってきます。いちばん

の病院に今春、入院していました。その時は、リ

良いバランスはω -6 対ω -3 は 4 対 1 の割合な

ハビリなどは大変丁寧にやっていただき、どうし

ので、そうすると白米を食べてもそこにはω -6
質疑応答
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は入っているわけです、野菜炒めにも入っていま

ω -3 系脂肪酸を含む油について

すから 10 ｇとか 12g はすぐにいきます。12g

―エゴマ油とチアシードを愛用

とすると 4 対 1 ですからω -3 は 3 ｇとなります。
サンマ 1 尾は 1.5 しか摂れないのでサンマを 2

■ 高橋

尾食べてやっと 3g ということです。なかなか食

すか。

ありがとうございます。他にいかがで

べられないでしょう。したがってよほどω -6 を
減らさないとω -3 は摂れません。そこで魚だけ

■ 参加者 D

ではなく魚にプラスしてエゴマ油など他の油で

僕は肺腺がんです。2 つお聞きします。ひとつは

補ってバランスを保たないといけない。本当にω

ω -3 の油にはエゴマ油やシソ油など色々ありま

-6 はありふれていますから気をつけてください。

すが、この油の種類で良さの違いはあるのでしょ

今日はありがとうございました。

うか。エゴマ油が筆頭に来ていますが、そこは何

サバ缶はω -3 摂取には勧められる

か意味があるのでしょうか。

■ 高橋

■ 松岡

ありがとうございます。松岡家の食卓

意味はありません。エゴマ油と亜麻仁

をのぞきに行きたくなりますね。（会場笑） 他に

油はほとんど同じです。何が違うかと言いますと、

はいかがですか。

エゴマの中に入っているα - リノレン酸という脂
が良いのですが、たとえば普通に売られているも

■ 参加者 C

小児がん経験者と AYA 世代の運

のでもどこの産地かによって、中の成分を分解し

動と栄養のプログラムを研究している者です。今、

た時に、その分量が若干違うのです。収穫時の天

魚にこだわり、魚の缶詰と鮮魚を使ったメニュー

候や季節や産地によっても違います。どこの会社

を考えています。鮮魚は刺身などで食べられます

かによってもどの程度の純度なのかが違います。

が、加熱をすると EPA と DHA が流れてしまう

そこで一概には言えませんが、エゴマ油と亜麻仁

問題もあります。缶詰は丸ごとで骨も入っていま

油はほとんど同じで、だいたい 60％ぐらいは入っ

すし、味もついているので摂りやすいと思ったの

ています。1g の中に 600m ｇぐらいのα - リノ

ですが、がんへの効果はそれぞれ違いますか。

レン酸が入っています。400㎎ぐらいはまったく
違う脂が入っています。それこそω -6 も若干入っ

■ 松岡

がんへの効果ですが、それはちょっと

ています。

私には分かりません。研究自体がない世界だと思
います。ただ摂られる時に鮮魚が難しい場合には、

■ 参加者 D

缶詰の魚を私はお勧めしています。実際に欧米な

シソ油、亜麻仁油、サチャインチ油、チアシード

どに行くと本当に鮮魚はありませんから私は魚の

油の中で選ぶのであればどれが良いでしょうか。

そういうことでいくとエゴマ油、

缶詰を持って行きます。サバ缶などを食べていま
す。生食と加熱と缶詰という食べ方とがんの関係

■ 松岡

は分かりません。たぶんそこは研究領域だと思い

います。亜麻仁油は黄色っぽい油で、欧米人は亜

ます。しかしあまりにもニッチなので研究費が取

麻仁油の方が好きらしいですが、エゴマ油の方が

れるかどうかは分かりません。

サラッとしているので私は好きです。チアシード

私はエゴマ油とチアシード油を使って

油は、スーパーフードとも言われていますが、少
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し水分を含むと膨れてきます。台湾に行くとタピ

必要はあると思います。取組む肺がんの先生がい

オカミルクティーという飲み物があって、ミルク

らっしゃれば一緒にやりたいと思います。

紅茶の中にタピオカがたくさん浮いているのです
が、そういう感じになります。非常に食感が良く、

■ 参加者 D

ありがとうございます。

かつ良いα - リノレン酸が入っているので、僕は
それを少しぬるいミソ汁に入れるとか、あるいは

EPA・DHA の効果のためには魚食は大事

ヨ ー グ ル ト の 中 に 入 れ る と か、 あ る い は 野 菜
ジュースの中に混ぜています。少し待っていると

■ 高橋

ファッと膨らんでいって、脂なのですが、中に含

ベルで言えば、どこ産の何油の何が良い、あるい

まれているので摂りやすく、よく使っています。

は悪いという、非常に微細な話になってきそうで

ありがとうございます。厳密に研究レ

すね。私たちが少し気をつけなければいけないの

大腸がん・乳がん以外の研究はこれから

は、エゴマ油を使っていれば朝ご飯を抜いてもい
いわけではない、ということですよね。エゴマ油

■ 参加者 D

ありがとうございます。もうひと

だけで私たちの身体ができているわけではない。

つですが、本日の資料ですと大腸がんと乳がんの
データが出ていましたが、それ以外のがんの研究

■ 松岡

はあるのでしょうか。

EPA や DHA になるのはたった 10％未満です。

エゴマの落とし穴です。エゴマ油から

いくらエゴマを摂っても 9 割は DHA まで到達し
■ 松岡

それ以外のがんは、あまり研究はない

ないのです。ただω -6 とω -3 のバランスから言

のです。関心を持っている人があまりいないのだ

いますと、トータルバランスですから、バランス

と思います。発がんのところは研究されています

は良いのです。DHA、EPA の効果を出すために

が、がんになった後にどういう食事で健康寿命が

はやはり魚を食べなければなりません。

伸ばせるかというところは、基本的には薬物の方
が主流ですから、食事ではということがあり、研

■ 高橋

究自体が少ないです。実はがんへの影響も分かっ

だたくさんご質問はあると思いますが、まずは脂

てきたので、もう少しそういう領域の研究も進め

の世界のドアが開いたということで、またぜひ先

ていきたいなと私は思います。ただお金がないと

生のお話をうかがいたいと思います。最後にもう

研究ができませんので、そういうことを支援して

ひとつ、今日はとても大事なご指摘をいただきま

くれないと難しい。こういう領域は研究費がなか

した。病院の中の栄養のお話です。たとえば糖尿

なか取れません。食事でがんが良くなってしまっ

病なら栄養指導は普通に出てきます。がん治療の

たら薬屋さんは薬で儲けられませんから。食事で

時によりよく食べるというアドバイスは、病院の

うつが治ってしまって困るのは医療なのです。医

中や地域でもっと身近にあっても良いと私も思い

療はある程度のバランスがあります。そういうこ

ました。大事なご指摘ありがとうございました。

とで、私のやっている仕事自体は非常に微妙だな

本日はご参加ありがとうございました。松岡先

築地にふさわしい話だと思います。ま

と思いながらやっています。ただ研究は積み重ね

生に、改めて大きな拍手をお願いいたします。

ていく必要があるので、たとえば肺がんではどう



＜拍手＞

かということも、日本でも、海外でもやっていく
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「第10回オープンセミナー」アンケート集計
平成29年10月4日（水）実施
受付登録者（132名） お立場（複数回答）

参加者 104名
回答者84名（回答率 80.76％）

患者・家族

医療者

58.3%

企業関係者

メディア関係者

22.0%

11.4%

行政関係者

その他

20.5%

4.5%
2.3%

アンケート集計
男性

性別

女性

未回答

25.0%

72.6%
20歳代

年齢
3.6%

7.1%

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

34.5%

70歳代以上

2.4%

未回答

34.5%

立場（複数回答）
患者・家族
医療者
行政関係者
メディア関係者
企業関係者
NCC関係者
その他

2.4%

1.2%

16.7%

カフェを知った経由（複数回答）
57.1%
26.2%
1.2%
2.4%

友人の紹介

Facebook,Twitter

11.9%
6.0%
15.5%

オープンセミナーの感想

とても良かった

59.5%

研究班からのメール
7.1%
4.8%

その他

やや良かった
75.0%

あまり良くなかった

全然良くなかった

26.2%

無回答
15.5%
0.0%

9.5%
0.0%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

とてもわかりやすかったです。オメガ-3や魚、食のバランスの大切さ！！良くわかりました。
食事・栄養摂取の重要性を再認識しました。小さい時からの教育の必要性が大切ですが、今ひとつ浸透していないのが残念です。
特に、質疑応答での解説がとても詳しく勉強になりました。
ω3が役立つとは思わなかった。又、エゴマを使うようにしようと思った。これからのがん治療に食が非常に重要だと思う。
油をバランスよくとるという視点がなかったので、ためになりました。
患者でも好き嫌いが変わらないことがあり、困っているところです。病院入院中の食事指導がもしあれば、家族ももっと食事に気をつ
けてくれるかもしれないと期待しました。
貴重な研究内容、有難うございました。栄養指導の大切さを痛感します。Dr.がよく「何でも食べてよい」と言うが、もっとこのような先
端的な研究が広がるように願っています。
最先端の情報をふまえて、普段の食事で実践しやすい方法を教えて頂けて良かったです。
普段、企業の保健師として社員の方の保健指導に携わっているため、今日の得た知識や情報を、少しでも伝えられればなと思いま
した。魚はすごいな！というのが正直な感想です。自分自身も積極的に摂っていきたいです。
ガン再発を避けるために、健康に良いだけの食事はしたくない。美味しく、体に良い食事をするための具体的なヒントが沢山いただ
けた。とても面白かったので、家族・友人に話をしようと思う。
食事とうつの関係、最新の情報を知ることができました。どうもありがとうございました。
発癌リスクのデータは多いが、発癌後の食事の影響について、興味深い発表でした。
毎日の生活の中で見直すことができる食について学べて大変に役に立ちました。また油＝悪というイメージが改められました。
肺腺がん治療中ですが、オメガ3系脂肪酸がどのような影響を与えるか研究を期待しています。
脂肪酸についての知識があまりなかったので、くわしいことが聞けて良かった。明日から実践していきたいと思います。
とても興味深いお話でした。乳がんサバイバーなので、エストロゲン受容体陽性に食事の質が有効であるという話がとてもひびきま
した。明日から魚をたくさんたべようと思いました。
日々ふとした瞬間、「再発」の不安がよぎります。ぐっとへこんでしまう時もあります。動かなきゃと思っても動けなくなります。「負のス
パイラル」になってしまいます。これからは、そんな時「お魚たべて元気になろう」と気持ちを切り替えれそうです。トリネガの私は、食
事だけで全死亡リスクは下がらないかもしれませんが、ストレスが低減されれば、免疫力がUPになって、結果的にリスクが下がれば
いいなと思いました。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

イリドイド成分についても教えて欲しい。
昨年も取り上げられていましたが、また「こころ」をテーマにしたセミナーをお願いします。
本セミナーが企画されるテーマには、大いに興味があります。今後も市民に開かれた（open）高質のセミナーが継続されることを希
望しています。
本日のような飲食など生活に直接つながる内容が希望です。それから「ストレスとがん」のような話もお伺いしたいです。
・希少がんについて ・術後の生活について
ケトン食や糖質制限のリスクも教えてほしい。
味覚障害と栄養について
健康食品やサプリメントの適正利用。（害の発生実態も）
など
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