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油脂栄養 と疾病
◆ 月旨i重とは

その名のとおり油です。肉、魚、野菜、様々なものから摂取できます。

常温で液体のあぶら (油):大 豆油 0ごま油

常温で固体のあぶら (脂): 肉の脂身 ・パター ・マーガリン 0シ ∃― 卜ニング

この二つをまとめて、油脂 (ゆし)と 呼んでいます。

◆ 脂質の消化と吸収

胆汁酸や膵臓から出る酵素によって脂肪酸に分解されて腸管から吸収され、小さな塊となって

血液の中を各組織へ運ばれていきます。

◆ 脂質の体内での働き

じ'′
lg当たり9 kcalのエネルギー源となる (糖質の2倍以上)

じレ細胞膜や粘膜の構成成分となる

じレ各種ホルモンを構成する材料になる

リレ血液の成分となる

しレ脂溶性ビタミンの吸収を助ける

フ 貯蔵脂肪となる

◆ 脂肪酸の種類と性質

飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の 2種 類があり、不飽和脂肪酸はさらに 3種 類に分類されます。

ル 飽和月旨肪酸

常温では半固体もしくは固体で、酸化されにくい脂質。主に動物の脂肪に多く含まれている。

バターは油脂の約 7害」が飽和月旨月方酸。

ラー ド (豚脂)や 牛脂は、飽和脂肪酸とオレイン酸が共に4～ 5害」という構成になっている。

植物では、熱帯地方原産の椰子 [やし]油 (ココナッツオイル)、 パーム油に多い。

ル 不飽和脂肪酸

常温では液体で酸化されやすい。魚介類や植物に多く含まれている。

① 単価不飽和脂肪酸 (オメガ 9脂 肪酸)

代表格は 「オレイン酸」で、動植物問わず様々な生物に含まれている。

オリーブオイルや菜種油は、オレイン酸が主成分。

オレイン酸の含有率を高めた植物から取れる紅花油 (サフラワーオイル)、 ひまわり油
(サンフラワーオイル)な どが商品化されている。

蛋白質を食べても糖質を食べても、余分なカロリーは飽和脂肪酸に変えられ、次に

オレイン酸に変えられて皮下脂肪に蓄えられる。

② 多価不飽和脂肪酸 (オメガ 6脂 肪酸)

人を含め哺7L類の体内で合成できないため、食物から摂取する必要がある。そのため

必須脂肪酸と呼ばれている。

オメガ 6脂 肪酸の大半はリノール酸。

大豆油、とうもろこし油 (コーン油)な どは、リノール酸が主成分。

オメガ 6脂 肪酸は様々な植物中に存在 しており、食事によって自然と摂取されるから、

極端な偏食をしない限り、この必須脂肪酸が不足する心配は無い。

オメガ 6脂 肪酸はオメガ 3脂 肪酸の良い働きを妨げるので、過剰摂取 しないことが大切。
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③ 多価不飽和脂肪酸 (オメガ 3脂 肪酸)

これも必須脂肪酸。

アルファリノレン酸、エイコサベンタエン酸 (EPA)、  ドコサヘキサエン酸 (DH

A)な どがある。

鯖 [さば]、 鰯 [いわし]、 秋刀魚 [さんま]な どの青魚に豊富に含まれている。又、

亜麻仁 [あまに]油 、荏胡麻 [えごま]油 、紫蘇 [しそ]油 などからも摂取すること

ができる。

必要摂取量は他の脂肪酸に比べて少ない。

オメガ 3脂肪酸は、心臓病のリスク低減、知能向上、精神障害の緩和など、人体にとっ

て様々な利点がある。

t脂 質と疾病

摂りすぎると肥満を招いたり、生活習慣病の原因となる。逆に不足すると血管や細胞膜が弱く

なったり、 肌荒れの原因となります。

最近の研究では、特定の脂質が特定の疾病の原因になることも明らかになってきました。

/ リノール酸 (ォメガ6脂肪酸)

日本では 1960年 頃からリノール酸系統の脂質摂取量が増えました。同時期の癌の死亡

率の推移を見ると、肺癌、大腸 ・直腸癌、肝臓癌が急速に増えています。

また40～79歳の日本人約 9万 7千 人を 5年 2ヶ 月追跡調査 した結果、 リノール酸摂取量を

増や した介入群の心疾患死亡率が 2倍 になっていたことも分かりました。

リノール酸は体内で、 γ―リノレン酸、ジ ・ホモ Oγ―リノレン酸を経てアラキ ドン酸に合

成されます。アラキ ドン酸はビタミンFと も呼ばれ、必須脂肪酸のひとつです。肉、魚、

卵などの動物1生の脂肪に含まれていて、生体調節ホルモンの原料となり、血圧や免疫系の

機能を調節 しています。

胎児や乳児の正常な発育にも不可欠な成分です。

しかし過剰なアラキ ドン酸は、がん (肺癌、大腸癌、乳癌、前立腺癌、皮膚癌などの欧米

型癌)、 動脈硬化、高血圧、慢性の炎症、アレルギー性湿疹、ア トピー性皮膚炎などの症

状を引き起こすとされています。これは、アラキ ドン酸を代謝する際に活性酸素が発生 し

て、炎症が持続的に起こるためと考えられています。

アラキ ドン酸が体内で過剰に作られないような脂質の摂 り方を工夫する必要があります。

/ トランス脂肪酸

米食品医薬品局 (FDA)は 2013年 11月 7日 、食品に含まれる人工の トランス脂肪酸

が一般的に安全とは考えられないとの決定を下 し、 トランス脂肪酸を事実上禁止する計画

を明らかにしました。

これは従来の姿勢を大きく転換するもので、 トランス脂肪酸が今後使用禁止となる可能性

も出て来ました。 FDAに よれば、人工の トランス脂肪酸を全面的に禁止することで、年

間 2万 件の心臓発作と7千 人の心臓疾患による死亡を防く
‖
ことができると指摘 しました。

不飽和脂肪酸のうち、水素の結び付き方が互い違いになっているものを 「トランス型」と

呼び、この型を持っている多種類の脂肪酸を総称して 「トランス脂肪酸」と呼んでいます。

天然 トランス脂肪酸は肉 (牛肉 ・羊肉)や 牛乳、乳製品の中に微量に含まれています。 し

かし消費される大半のものは人工的に作られたもので、部分硬化油など

とも呼ばれ、常温で液体の植物油を半固体または個体の油脂を製造する

ために 「水素」を添加 して生成されます。



マーガリン、ファットスプレッド、シ∃一 卜ニングが代表的なものですが、焼き物や揚げ物の

パリッとした食感を保ち、日持ちを良くする効果があり、バン、ケーキ、 ドーナツなどの洋菓

子、ポテ トフライなどの揚げ物に使われています。

以前はラー ドやバターなど動物性飽和脂肪に比べ健康的であるとして奨励されていましたが、

1970年 代以後、 トランス脂肪酸と心臓病には関連がある疑いが強まり、多くの研究の結果、

工業的に作られた トランス脂肪酸が健康に悪い影響を与えることが明らかになりました。

じレ冠動脈性心疾患にかかるリスクを高める。

じレ冠動脈性心疾患につながるLDL(悪 玉)コ レステロールを増やすだけでなく、HDL
(善玉)コ レステロールを減らす。

じレ冠動脈性心疾患による死亡、突然死、および糖尿病にかかるリスクや、メタボリックシン

ドロームと診断される内臓月旨肪の蓄積 (腹囲)・ 脂質異常 (コレステロール、中性脂肪)、

高血圧、空腹時高血糖の原因となる。

WHOで はトランス脂肪酸の 1日摂取量を、最大でも総エネルギーの 1%未 満にするべきだと

勧告しています。日本ではこれまでの栄養調査など
:か

ら、日本人の米を中心とする食生活では、

トランス脂肪酸の摂取量はそれほど多くはない、と推定されていました。

2010年 に報告された日本人の トランス脂肪酸摂取量の研究によると、 4都 市に在住する30

～69歳の男女 225人 のうち、男性の 5.7%・ 女性の24.4%が WHOの 勧告を上回り、都市

部の30～49歳の女性で特に高いことが分かりました。

近年では大手食品メーカーやレス トランチェーンでは、 トランス脂肪酸を含む焼き物や冷蔵パ

ン生地、冷凍食品などを排除しているそうですが、フライ ドポテ トや菓子バン類の摂取には十

分な注意が必要です。

/つシバイオ ・ノーマライザーの働き

アラキ ドン酸代謝の過程で発生する活性酸素を消去する。

体内ホルモンのア ドレナリンと協調 して脂肪の分解を高める。
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この会報は、会員の皆様にバイオパシー協会の活動目的

である、医療情報の提供を目的として制作しています。

商品の購入は自己責任でご決定くださるよう、お願いい

たします。

この会報の著作権は、パイオパシー協会に帰属していま

す。いかなる目的であれ、無断で使用することを固く禁じ

ます。


