
高血圧性疾患の代表である脳卒中は 1970年代まで日本人の死因の第 1位であっ
た．遺伝的に脳卒中を例外なく発症する脳卒中易発症ラットを開発したところ，たと
え脳卒中の遺伝子をもっていても栄養で脳卒中が予防できることが分かった．
そこで，このモデル動物での研究成果が，脳卒中などヒトの血管の病的老化を左右

する高血圧性疾患の予防にも応用できるのかどうかを確かめるため，1983年さまざ
まな食生活をしている世界各国の人々の栄養に関する生物学的マーカーと高血圧や高
血圧性疾患との関係を分析する国際共同研究（WHO CARDIAC Study）を提案した．

1985年以来世界 25ヵ国，60地域で各地域の男女 100人（年齢の平均が 52になる
よう 47～57歳の間で抽出），合計約 12,000人以上を調査した結果，高血圧にはカロ
リーのとりすぎや運動不足による肥満と食塩のとりすぎ，それにマクグネシウムや蛋
白質の摂取不足などが関係することがわかった．この高血圧は脳卒中の最大のリスク
となるので，脳卒中の年齢調整死亡率は，食塩の摂取が多く，カリウム摂取が少なく，
さらに血液中のコレステロールが低すぎる地域で多かった．
一方，虚血性心疾患は，血中コレステロールが高い地域ほど多いが，逆に魚介類に

多く含まれるアミノ酸が 24時間尿中に多く，魚油に豊富に含まれるドコサヘキサエ
ン酸（DHA）などの n-3多価不飽和脂肪酸が血中に多い地域ほど，また大豆の摂取の
指標ともなるイソフラボンが 24時間尿中に多いほど，虚血性心疾患は少ない．これら
は日本人の尿や血液には格段に多く，日本人が日常食べ慣れている魚介類や大豆製品
こそが動脈硬化を防ぎ，虚血性心疾患を少なくする大切な栄養であることがはっきり
してきた．
沖縄からブラジルに移住した日系人では血中の n-3系脂肪酸は半減し，心電図異常

や血糖値の高い者が増加していた．そこで，高血圧，高脂血症，肥満，糖尿病傾向を
示す日系人に DHA（1日 3 g），わかめの粉末（5 g），大豆のイソフラボン（50 mg）を
10週間にわたって摂取してもらったところ，血圧や血清コレステロールが有意に低下
し，イソフラボン群では骨からのカルシウムの喪失が抑制された．日本人の「寝たき
り」の主要な原因は脳卒中と骨粗鬆症による骨折であり，痴呆の第 1の原因は脳血管
性痴呆であることから，これらの日本食に多い栄養素で「寝たきり」や痴呆も予防し
うると期待できる．
したがって，日本の日常食のメリットを最大限に生かし，運動の不足，食塩の摂取

過剰などデメリットを改めれば高血圧性疾患を予防でき，単なる‘長命’ではない，‘長
寿’を享受しうる．生活の質（QOL）の高い，豊かな高齢社会の実現も夢ではない．

＊やもり・ゆきお：京都大学大学
院人間・環境学研究科教授．昭和
42年京都大学大学院医学系研究
科終了．昭和50年同医学部助教
授．昭和52年島根医科大学教授．
昭和58年WHO国際共同研究セ
ンター長．平成4年現職．主研究領
域／脳卒中ラット，予防栄養学．

●高血圧の診断と治療��［ I］高血圧の発症要因

2．高血圧性疾患の生活環境因子
―世界調査からみた食環境の重要性―
家森 幸男＊

Lifestyle and environmental factors of hypentensive diseases―importance of diets revealed by a world-wide study

YUKIO YAMORI Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University

Stroke
IschemicHeartDis-
eases

Salt
SerumCholesterol
Isoflavones

Key words

20 第 118回日本医学会シンポジウム



1．高血圧の発症に関与する

環境反応性遺伝子

我々は，本態性高血圧のモデルとして考え

られている高血圧自然発症ラット（SHR）を

使った研究を続けてきた．

SHRは遺伝的に 100％高血圧を発症する．

アンジオテンシン変換酵素（ACE）の遺伝子は

ラットでは 10番目の染色体にあり，この領

域に脳卒中ラット（SHRSP）でも高血圧に関

与する遺伝子のあることが最初に発見され

た．その後 10年足らずの間に，多くの染色体

上に血圧に関係する遺伝子が検出されてき

た．

心肥大と関係している遺伝子，脳浮腫を起

こしやすくする遺伝子など，合併症に関わる

遺伝子も発見されつつある．まさに高血圧に

は多くの因子が関係しているが，その寄与度

については，今までに判明しているものを合

計すると，血圧のばらつきの 30％程度，遺伝

的要因の約半分を説明できるまでになった．

さて，高血圧ラットでは 1番目の染色体が

最も注目されている．さまざまな高血圧ラッ

トで共通して 1番目の染色体に高血圧の遺

伝子があるためである．それでわれわれは，

1番目の染色体の高血圧関連領域のみを，脳

卒中ラットから正常血圧ラットに何度も戻し

交配して装入し，congenic ratを作製した．

このラットの血圧をテールカフ法で測定す

ると，血圧は確かに高くなっている．これを

さらに詳しく見るために，ラジオテレメト

リー法で，まったくストレスなしにチップを

埋め込んで血圧を測定した．並河らわれわれ

の研究によると，種々の高血圧ラットにおい

て共通して血圧を上げている第 1染色体上

の遺伝子は，まさにストレス反応性の遺伝子

であることが証明されてきた．

われわれは，この SHRがヒトの本態性高血

圧のように，明らかな原因もなく血圧が上が

る前に何が一番変化しているかを調べたとこ

ろ，寒冷ストレス下でノルエピネフリンやエ

ピネフリン（アドレナリン）の分泌が，SHRSP

や SHRでは，正常血圧ラット（WKY）に比べ

て有意に上昇しやすく，これが高血圧発症予

知をしうる特性と考えた．そこで医学部の学

生に協力してもらい，高血圧の遺伝素因を有

する者と有しない者を人間についても調べ

た．寒冷ストレスを与えたとき，素因を有す

る者ではエピネフリンが尿中に多く排泄され

ており，まさに SHR，SHRSPと同じであるこ

とが判明した．食塩摂取量も関係し，高食塩

の条件下では，遺伝素因のある人はさらにエ

ピネフリンの分泌量が多くなる．これらの事

実から，高血圧は生活環境病の代表であり，

環境によって反応して初めて遺伝子の本領が

発揮されてくる疾患であるということがわか

る．

われわれの作製した SHRSPが，年齢とと

もにどの遺伝子が血圧を上げているかを分析

すると，1番目染色体上の血圧を上げる遺伝

子は，まず若い時に，最初の血圧の立ち上が

りに大きく貢献しており，まさに神経性の高

血圧発症因子に相当する．また，最初に見つ

かった 10番目の遺伝子は，雄の高血圧発症

に関係しているということが判明している．

これは加齢に伴う血圧上昇と関係し，とくに

食塩を負荷した際の血圧上昇，すなわち食塩

感受性と関係してくる．さらに，同じ食塩感

受性にしても，1番目染色体上の遺伝子で早

期に反応してくるものと，加齢とともに慢性

の食塩負荷で反応してくる 10番目染色体上

の遺伝子とは，その役割は異なると思われる．

2．脳卒中ラットとヒトでわかった

食生活の重要性

SHRSPはナトリウムに対して感受性をも

高血圧の診断と治療 21



つが，ナトリウムを吸着する食物繊維などの

投与で，食塩による血圧上昇は抑えられる．

われわれは海藻などさまざまな食物繊維を

SHRSPに投与したところ，サイリウムは非常

に効率よくナトリウムを吸着することがわ

かった．すなわち，食塩感受性高血圧は食物

繊維でもコントロールが可能である．

SHRSPに 1％食塩水を投与すると重症の

高血圧を発症し，食塩感受性があるので 100

日以内に脳卒中で全滅する．しかし大豆タン

パク，カルシウム，マグネシウムはそれぞれ

食塩の害を打ち消すメカニズムがあり，それ

らを与えることによって重症高血圧や脳卒中

の発症が抑制され，寿命がそれぞれ倍に伸び

ることが明らかとなった．この実験成果を基

にして，われわれは国際共同研究をWHOに

提案した．この共同研究によって，世界 60

地域の種々の食環境を有する人の高血圧と食

事の関係を調べることが可能となった．

たとえばマサイ族は，1986～87年に調査し

た時には高血圧患者はほとんどいなかった．

その当時マサイ族は主にミルクで生活してお

り，食塩はまったく使用していなかった．彼

らはミルクの中のナトリウム（食塩換算で 1

日 2.5 g）で健康に暮らすことが可能である．

ところが 1998年の再調査時には，大都市ダ

レスサラームでは男女とも肥満の割合が増加

し，女性では半分以上が肥満であった．

高血圧（140�90 mmHg以上）についても，

1998年の再調査時には男性，女性とも 50％

以上が高血圧を有していた．このアフリカの

例からも，肥満は確実に血圧を上昇させ，生

活環境因子の中で肥満を起こすような食習

慣，あるいは運動不足が，まさに高血圧を起

こす一番大きな生活環境因子だということを

明らかにした．

また食塩摂取量について，世界中で約

15,000検体の 24時間尿を採取して分析し

た．先ほどのマサイ族の場合，1998年の再調

査時にはすでに貨幣経済が普及していて，塩

の摂取が始まっていた．マーケットのない村

では塩が入手できないため，高血圧の頻度は

3％と前回調査時とほぼ同じであったが，

マーケットのある村では高血圧の頻度は 12

％まで増加していた．マサイ族は食塩感受性

が明らかに高く，わずかな食塩摂取でも高血

圧患者が増加することがわかった．

本研究で，食塩過剰摂取が世界中で血圧を

上昇させていることが明らかになった．男性

では非常に明確であるが，女性の場合はとく

に更年期を過ぎると食塩摂取により有意の血

圧上昇が起こる．

肥満と血圧上昇の関係であるが，肥満度〔体

重 Kg�（身長 m）2〕の one pointの増加，体重で

は 2～3 Kg増加で，集団の平均で 1.5 mmHg

血圧が上昇する計算となる．食塩摂取量も 1

g増えると血圧は 0.8 mmHg上昇する．現在

の日本人は平均 12～13 gの食塩を摂取して

いるため，これをWHOの目標値 6 gまで減

少させると平均 4.8 mmHg血圧が下降する．

これにより医療費が少なくとも年間約 4,000

億円程度は節約できると考えられる．

また，マグネシウムも血圧を下降させる効

果がある．100 mlのミルクを摂取するごとに

血圧が 0.3 mmHg下降する．マサイ族は 1998

年の調査時でも平均 3 l のミルクを飲んでい

た．したがって，食塩をとらずにマグネシウ

ムを十分摂取していたかつてのマサイ族の食

生活では，まさに高血圧が起こらないという

ことができる．またタンパク質にも血圧を下

げる作用のあることが，この研究で初めて世

界的規模で示された．

食塩の摂取量を下げていくと，ほぼ 1日

6.3 gで脳卒中発症がゼロとなる．このことか

らもWHOのいう 1日 6 gがやはり食塩摂取

の目標として正しいと考えられる．6 gまで

食塩の摂取を減らすことによって，脳卒中以

外に，脳卒中と関連した寝たきりや脳血管性
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痴呆が大いに減るのではないかと期待され

る．

3．移民研究による日本食の効果の証明

コレステロールは，慢性的には動脈硬化と

関係して血圧を上げる作用があるが，脳卒中

に関係しては，むしろ発症抑制するように働

く．しかしコレステロールレベルが高すぎる

と心筋梗塞が増加する．沖縄の食生活を調べ

ると，食塩摂取量が 1日 8 gと日本の中では

最も少なく，かつ高すぎでも低すぎでもない

最適のコレステロールレベル（180～200 mg

�dl）を保っている．そのため沖縄県人は，脳

卒中も心筋梗塞も少なく，とりわけ女性は世

界一の平均寿命を享受している．

われわれは沖縄からの移民の研究で，高血

圧の環境因子を調査している．ハワイ島とブ

ラジルへ移民した名護出身者を追跡したとこ

ろ，ハワイもブラジルも高血圧の頻度は男女

とも増加していることがわかった．血圧の上

昇が最も関係しているものを調べたところ，

肥満が一番関係していた．

そこで食事内容を調査したところ，食事の

中で最も変化があったものは魚の摂取であっ

た．沖縄では週に 4回，ハワイ，サンパウロ

では週に 2回魚を食べている．しかしブラジ

ルのカンポグランデでは 2週間に 1回の摂

取にとどまっていた（2000年の調査では，3

週間に 1回まで減少していた）．細胞膜の脂

肪酸構成に近い血漿中のリン脂質中 n-3系多

価不飽和脂肪酸（EPA，DHA）は日本人の場

合 6％以上含まれているが，カンポグランデ

の移民の場合 3％以下である．このように細

胞膜の脂肪酸の構成が変わるということは，

遺伝子が変化しなくとも人間の体質，ホルモ

ンに対する反応が変わるということを意味す

る．

われわれは，沖縄からのカンポグランデ移

民に，1日に DHAを 3 g摂取してもらったと

ころ，3週間で血圧が下降した．対照群につい

ても日本食を摂取してもらったところ，10

週間で血圧が下降した．血漿中の脂肪酸含有

量を調べたところ，n-3系の脂肪酸が血漿中

に 6％以上入っていたのは日本人で，n-3系

の脂肪酸含有量が少ない，すなわち魚を食べ

ていないスコットランド，アイルランド，フィ

ンランドでは，心筋梗塞の死亡率が非常に高

く，したがって心筋梗塞を防ぐためには魚を

食べる必要があると考えられる．

4．実証された大豆タンパク・

イソフラボンの機能性

血圧を下げる食事因子としては，その他に

大豆があげられる．閉経期に女性は血圧が上

昇するが，アジアの日本や中国など大豆を食

べているグループと，アメリカ，ヨーロッパ

などの大豆を食べていないグループに分けて

血圧の上昇を検討すると，大豆を食べていな

い群では閉経期の血圧の上昇がみられ，コレ

ステロールも上昇する．大豆にはイソフラボ

ンという，女性ホルモンと構造が非常に似た

物質が含まれることが血圧の上昇と関連する

と思われる．日本人は豆腐，納豆，味噌，油

揚などで合わせて 1日約 20 mgのイソフラ

ボンを摂取している．

ハワイへの日系移民の一世の方々は，70

歳代では日本人の食生活をしていて大豆を十

分に摂取しているが，二，三世の 50歳代では

大豆や豆腐はわずかしか食べていない．ブラ

ジルへの日系移民も同様である．そこで移民

研究で，血圧のやや高い更年期の女性を対象

にして，イソフラボン 50 mg（豆腐 100 gに含

まれる量）を毎日ふりかけにして摂取しても

らったところ，日本人並みに尿中のイソフラ

ボンが上昇し，コレステロールが下降した．

女性ホルモンがコレステロールを下げるの
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は，肝臓での LDLのレセプターを増やすため

であるが，更年期女性では，イソフラボンは

女性ホルモンと同様の働きをしていることが

わかる．

血圧を下げるために，女性ホルモンは血管

の内皮細胞で産生される一酸化窒素の産生酵

素（NOS）を活性化させる．イソフラボンもこ

の産生を高める作用がある．すなわち NO産

生が高まることによって血圧が下がり，心筋

梗塞の発症率はイソフラボンの尿中の量と明

らかに逆相関する．日本やアジアの国々での

大豆の摂取は非常に重要であり，この関係式

の寄与率は，コレステロールが心筋梗塞に寄

与する率よりも高いことがわかっている．す

なわち大豆（イソフラボン）の摂取の有無が，

心筋梗塞の発症にも大きく関係しているので

はないかということを示唆している．

われわれは 1999年に，イソフラボンを摂

取していないスコットランド人に，2ヵ月間

イソフラボン 50 mgを摂取してもらった．そ

の結果，収縮期血圧の下降がみられた．さら

に NOの代謝産物を血中で測定したところ，

プラセボ群に対してイソフラボン摂取群は

NO産生が有意に上がっていた．このことか

ら，血圧の下降は NO産生能を高め，実験的に

見ると NOS遺伝子の発現を高めると考えら

れる．

結論として，遺伝子を変えなくても，遺伝

子の発現をコントロールできる食事は，予防

医学上非常に重要であるといえる．

また，日本の高齢者（平均年齢 68歳）約 80

人のボランティアを対象に，大豆タンパク 25

g摂取群とプラセボ群に分けて行った二重盲

検栄養介入試験の結果，25 gの大豆タンパク

を摂取すると，高齢者でも確実に尿中イソフ

ラボン排泄量が上昇し，血圧も確実に低下し

た．LDLコレステロール，総コレステロール

も低下がみられたので，高齢者についても食

事の改善がこのような有益な効果を発揮する

ことがわかる．

5．生活習慣病の遺伝子は

食環境で克服可能

生活習慣病への取り組みは，今までは発症

後に診断して治療するという段階であるが，

21世紀には確実に遺伝子で予知が可能とな

る．生活習慣病は遺伝子だけで起こってくる

疾患ではなく，これに関わる遺伝子の多くは

環境反応性遺伝子であるため，その環境を積

極的に変えれば予防も可能である．たとえば

食塩感受性の遺伝子を持っていることが判明

した場合，子どものときから自然の味覚を楽

しむくせをつけるなど，食習慣の改善を積極

的に進めることによって，健康な長寿はいよ

いよ可能になってきたと考えられる．

質 疑 応 答

座長（三木） 家森先生には遺伝子から始

まって，環境因子，とくに食習慣の重要性に

ついて，世界的に研究を展開されていますが，

本日はマサイ族と移民の研究などでわかりや

すくご説明いただきました．まだ時間があり

ますので，質疑応答に入りたいと思います．

何かご質問はございませんか．

中元藤茂（奈良県医師会） 参考になるお話

を聞かせていただきましてありがとうござい

ました．ちょっと確認したいのですが，大豆

類について，たとえば豆腐や納豆は毎日食べ

るのか，あるいはどのくらいの程度で食べて

いればよいのでしょうか．

家森 イソフラボンはエストロゲンのレセ

プターに入るのですがすぐ出て行きます．そ

して 1～2日で尿に出ますので，やはり毎日

とった方がよいと思います．それから大豆タ
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ンパクの効果も，タンパク自身が大腸の中で

胆汁酸と結びついて胆汁になったコレステ

ロールは便中に排泄しやすくなりますので，

やはり毎食のようにとっておいた方がよいと

思います．ですからアメリカの FDAが認めた

health claimも「大豆タンパク one serving，1

回に 6.25 g入っている食事は，コレステロー

ルを下げて心臓死を予防する食事といってよ

い」ということで，1日量では 25 gと，非常

に細かく規定しています．

中元 ありがとうございました．先生がお

話の中で触れておられた肥満について，これ

はタンパクももちろんあるでしょうが，日常

見ていますと肥満の影響はずいぶんあろうか

と思います．体重が 4～5 kg減るだけで血圧

が大幅に下がったということはありますね．

家森 モナリザ研究で 10年目に追求して

も，体重は世界中どこでも増加しています．

典型的な長寿村といわれているアンデス山中

のビルカバンバでもついこの間 2度目の調

査をしましたが，この 11年で肥満の人が非

常にふえ，高血圧の人もふえていました．

中元 言葉にこだわって申しわけないので

すが，肥満して太っている人もやはり本態性

高血圧の中に入れてよろしいのですか．

家森 肥満による高血圧も本態性高血圧と

いうかどうかは，総合討論でまた議論してい

ただければよいかと思います．とにかく肥満

は高血圧に非常に影響しています．

近藤万里（大塚製薬） 拡張期血圧が高い例

につきまして，生活習慣病としてはどのよう

に理解すればよろしいでしょうか．

家森 データは示さなかったのですが，コ

レステロールが高いと拡張期血圧が高くなる

ということがはっきりしています．やはり動

脈硬化性の変化が加わってきているというこ

とですので，栄養介入などの短期実験をした

時に，収縮期血圧はよく下がりますが，拡張

期の血圧を下げることはむずかしいのです．

ですからより長いスパンで食事などの改善を

行う必要があるのではないかと考えます．

服部健一（患者） 食塩の影響と遺伝子の影

響について，非常に興味深く聞かせていただ

きました．人間についての実験というのはな

いようなことをおっしゃったような気がしま

したが……．

家森 倫理的に人間ではなかなか実験がで

きないですが，食事を改めていただいて，リ

スクに対する影響から予防効果を評価するこ

とはできます．

服部 マサイ族の調査はまさに人間実験で

すが，これは自分で勝手に摂取しているとい

う形でご覧になったのでしょうか．

家森 勝手に摂取している食塩を測らせて

いただきました．そして 10年経ったら，これ

は尿で測っていますが確実に摂取量が増加し

ていました．しかしこれは決して多い増え方

ではないのです．食塩をまったくとっていな

かった時は，ミルクの中に入っているナトリ

ウムだけでも食塩に換算して 2.5 gくらいに

なるのです．ところがあえて塩を肉などにつ

け始めますと，1日の摂取量は 7～8 gになる

のです．この量は日本人にとっては沖縄の摂

取レベルで，健康に生きられるところですが，

マサイ族などアフリカの人にとってはこの 7

～8 gの塩がこたえるのです．

それで実際に実験しました．医学部のボラ

ンティアの学生，黒人の学生，日本人，ブラ

ジルの白人ですが，ブラジルの白人は代々食

塩をとり慣れていますので，高食塩に対して

も平気で，食塩の摂取量も日本人以上です．

それで 1日 3 gの減塩食から 21 gの高塩食

に切りかえたところ，1週間で血圧が上がっ

たのは黒人だけでした．2週間目に減塩食に

すると，もちろん血圧は下がるわけですが，

長い歴史の間で食塩を溜め込むようにして，

砂漠に近いところでも生きてきた人たちです

から，何にでも食塩が入ったものを食べ始め
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ると大変なことになるのです．

服部 私は，たまたま一人の患者として家

森先生が今おっしゃったようなことを実践し

てまいりました．食塩を 1日 7 g以上摂って

いた状態で脳梗塞になって 7年目ですが，食

事療法をやって，先生が先程挙げられたよう

なものをほとんど毎食とって，それでコレス

テロールとか中性脂肪，糖尿病は治りました．

ところが高血圧だけは治らないのです．倒れ

たあと病院から 1日 7 gの指導を受けて実行

していましたが，また突発難聴で入院しまし

た．そして退院後 5.5 gに下げましたがそれ

でもまた倒れるわけです．それでお医者さん

にお願いしたのですが，「これ以上やりようが

ない，君の血管はボロボロで，過去の不摂生

だから諦めなさい」というような感じでいわ

れたわけです．それでまた急に血圧が上がっ

てきて，3.5 gに減らしました．それでやりま

すと半年くらいで血圧が下がって，毎月の平

均値で拡張期血圧が 140 mmHg以下，収縮期

血圧で 80 mmHg以下の状態にすることがで

きましたが，そういうデータはインターネッ

トで引いてみましても，人間ではあまりない

ように思いますので，お役に立つのならと

思って，素人の体験ですがあえて報告申しあ

げました．この良い状態は 1年以上続いてい

ます．

家森 たいへん貴重なご経験をご披露いた

だいてありがとうございました．ただ減塩す

る時にほかの栄養素も少なくなってくるおそ

れがあります．これは気をつけて下さい．タ

ンパク質なども確実に必要だと思います．

服部 タンパク質は 6単位�日とってお
り，とくにカルシウム，カリウムとかレシチ

ン，またビタミン Cなどのビタミン類は，大

体普通の 2倍摂取しているつもりです．

家森 私どもは追跡していますが，在宅の

方でもタンパク質等摂れないような食生活を

されますと，後々痴呆や寝たきりの経過をと

られる方が多いので，ご注意下さい．

服部 それから一つ先生に教えていただき

たいのですが，大豆タンパクの protein score

は卵白等に比べてかなり劣っていますが，い

かがでしょうか．

家森 今は見直されています．大豆タンパ

クには含硫アミノ酸はすくないのですが，今

は昔と考え方が変わって，昔は悪いといわれ

ましたが，今は体内の利用効率もよいと考え

られるようになっています．

座長 まだまだ質疑応答はあると思います

が，午後の総合討論で時間がとってあります

ので，午前のセッションはこれで終わらせて

いただきます．ご協力ありがとうございまし

た．
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