都の受動喫煙防止条例でも、加熱式タ
バコ専用の喫煙室の中では、加熱式タ
バコを飲食店でも吸ってオーケーとい
う法律なのです。これは海外とはかな
り違っています。WHOとIOCは健康
的な生活習慣を推奨する同意書という
のを交わしていて、オリンピックを開
催するほどに発展した都市では、タバ
コの有害性をきちんと把握し、受動喫
煙を防止する法律をつくっていくこと
で合意をしているのです。
この中で取り決められたものには、
通常の煙を吸うタイプのタバコだけで
はなくて、他のタバコ製品の使用も禁
じますと書かれているのです。ですか
ら、本来タバコフリーオリンピック、
タバコのないオリンピック大会という
WHOとIOCの合意からすると、これ
は本当はいけないということになって
いるのです。
池脇 過渡期なのだろうと思うので
すが、１年後に世界の方が来るという
中で、東京だけちょっとおかしいなと
思われるのはまずいですね。
村松 おっしゃるとおりです。どう
しても日本では、タバコを吸う方に
「どうぞ吸ってください」となってし
まうのですが、海外ではタバコを吸わ
ない方のほうが圧倒的に多いですし、
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日本でも８割の方が吸わないのです。
日本人の喫煙率も18％になっています
ので、むしろ吸わない方たちのことを
考えて、煙のない、きれいな空気でお
もてなしをするという考えに変えてい
くべきです。
そして、タバコを吸える環境が減る
ということで、吸っている方が考え直
して、やめようかと思っていただくい

肥満の種類と成因

筑波大学内分泌代謝・糖尿病内科准教授

矢

作

（聞き手

直

也

池脇克則）

いチャンスにもなる。ですから、受動
喫煙対策というのは喫煙対策の一環で
もあって、タバコを吸う方が「やめよ
うかな」と思っていただくように、背
中を押せるチャンスかと思っています。
池脇 呼吸器専門医という立場で先
生がきちんとした情報を与えてくださ
るのはありがたい、重要なことだと思
うのですが、オピニオンリーダーとい
うか、日本呼吸器学会や禁煙学会です
が、ここからも声明は出されているの
でしょうか。
村松 日本呼吸器学会も禁煙学会も、
加熱式タバコをはじめとして、こうい
った新型タバコの危険性から、推奨す
べきではないと声明を出していますし、
多くの先生方がそういった認識をされ
ていると考えています。
池脇 どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン63巻４月号（3 . 2019）

肥満には、内臓脂肪型（リンゴ型）と皮下脂肪型（洋ナシ型）があり、メタ
ボリック症候群は内臓肥満に関係が深いといわれています。そこで、
１．内臓脂肪型と皮下脂肪型で、沈着する脂肪の質が異なるのか
２．通常の皮下ではなく、内臓に沈着しやすくなるメカニズム
以上についてご教示ください。
＜奈良県開業医＞

池脇 内臓脂肪と皮下脂肪はどこが
違うかという疑問はずっとあったので
すが、いかがでしょうか。

池脇 脂肪組織は中性脂肪をため込
んでいる。中性脂肪はグリセロールに
脂肪酸がついている。内臓脂肪も皮下

矢作 ここはとても大事な部分です。
いろいろ最近の文献なども調べて、改
めて考えてみたのですが、内臓脂肪と

脂肪も、そういった脂肪酸の組成その
ものは変わらないということですね。
矢作 そういうことです。そもそも

皮下脂肪は細胞として、あるいは組織
としての違いはいろいろあるものの、
そこにたまっている脂肪、トリグリセ
ライド、あるいは脂肪酸そのものにな
ってくると、どうも組成の大きな違い

肥満というのは非常に不思議な状態で、
トリグリセライドは「水と油」という
ように水に溶けていないのです。我々
の細胞の細胞質にある大事なものは、
基本的に水に溶けているのです。なの

はなさそうです。ですからたまってい
る脂肪そのものは一緒なのですが、組
織や細胞のあり方としてはどうもいろ
いろ違うらしい。非常に奥が深いとい
いますか、面白いところです。

で、水に溶けていない部分に何がどう
あるのかに関しては、ある意味蚊帳の
外でもあるのです。しかも、トリグリ
セライド自体は別に毒物でも何でもな
いので、いくらあってもいい。ある意
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に違いがあるのだと思うのです。それ
は解剖学的なもの、あるいは神経の支
配とか、そういった組織のあり方も含

ます。本来おさまるべき皮下脂肪のキ
ャパシティの少ない方は、どうしても
すぐそこが満車になってしまって、内

めてですが。ただ、具体的にきちんと
解明できた人は、まだ残念ながらいな
いように思います。

臓脂肪のほうに回りやすくなる。逆に
皮下脂肪のキャパシティが非常に余裕
のある方は、見た目ぽっちゃりしてい

池脇 メタボリック症候群で同時に
脚光を浴びたアディポネクチンですが、
いいものという印象です。逆に炎症を
助長するようなサイトカインも、実は
脂肪細胞というのは単なる貯蔵組織で

るように見えていても、実は代謝的に
は健康である。Metabolically healthy
な方であるように、かなり個人差が大
きいと思っています。
池脇 皮下ではなくて、選択的に内

はなく、内分泌の組織だとおっしゃる
先生方も多い。そういったところは皮

臓に沈着しやすくなるメカニズムがあ
るのか、という質問にとらえると、そ
ういうものはなく、皮下脂肪のほうで
それを規定しているような感じでしょ
うか。
矢作 そうだと思います。皮下脂肪
のほうがいっぱいになると、あぶれた

味関係ないとも言えるのです。にもか
かわらず、それが過剰であることが体
に何らかの悪影響を与えるのは、そも

メージしています。
池脇 ということは、男性は内臓脂
肪中心で、皮下脂肪は案外少ないとい

下脂肪と内臓脂肪で違うということで
すね。
矢作 そうですね。アディポカイン
の出方は皮下脂肪と内臓脂肪で違いが
見られるという報告が多いと思います。

そもなぜなのか、非常に奥が深いわけ
です。
池脇 先生の解説を聞きながら思っ

うよりも、むしろきちんとした駐車場
を利用する、すなわち皮下にたまって、
たまり切れなくてこっちに来ていると

池脇 最初の質問に対してアディポ
カインの出方が違うけれども、実はた
まっている脂肪の脂肪酸は基本同じだ

ものが内臓脂肪へ回っていくというこ
とだと思います。
池脇 今先生が言われたことは、先

たのは、よく皮下脂肪の場合は女性に
たまりやすく、飢餓に備えるという長
期的な目的で脂肪をためる。内臓脂肪
の場合は比較的短期的なニーズに使わ

いうことですか。
矢作 そういうことです。オーバー
フローした部分が内臓脂肪へ回ってく
る。そういう状況になると代謝が渋滞

という答えですね。
矢作 はい、その通りです。
池脇 内臓脂肪は皮下脂肪でオーバ
ーフローしたものとおっしゃいました

生が一般の方向けに出された糖尿病・
肥満の本に書かれているのですか。
矢作 はい。しばらく前に、
『糖尿病
診断アクセス革命（株式会社サイカス

れる。タイミングが違うにもかかわら
ず、たまっている脂肪酸そのものは同
じなのですね。
矢作 そのとおりだと思います。先
生がおっしゃったように、内臓脂肪は
あくまで臨時、駐車場でいうと通常の
駐車場がいっぱいになってきたときに
使われる臨時駐車場というように、イ

しやすくなるというか、血中にいろい
ろ脂質が出てくるなど、いろいろなこ
とが副次的に起きてくると考えていま
す。
池脇 内臓脂肪と皮下脂肪では、同
じ点もありますが、当然違っていると
ころもあるのですね。
矢作 細胞としての機能という部分

が、２番目の質問は、なぜ内臓に沈着
しやすくなるのか。これはどう考えた
らいいでしょうか。
矢作 非常に重要な質問ですが、皮
下脂肪のためやすさ、あるいはキャパ
シティ、先ほどの駐車場の例えで言う
と、何台分ぐらいの収容力があるのか
は、かなり個人差が大きいと思ってい

発行）
』
（http://a1c.umin.jp/book.html
にて無料公開中）という本に書かせて
いただきました。この本の趣旨は、検
査をもっと活用すべきだ。特に、指先
でHbA1cを測ることをもっと世の中に
広めたほうがいい、一般化したほうが
いいという趣旨の本なのです。そこで
言いたいことは、先ほどのお話で外形
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的なもの、BMI（Body mass index）が
25だから肥満であるとか、22だから大
丈夫ということではなく、BMIが22で

だというのは個人差があるのですね。
矢作 はい、その通りです。
「肥満
余力」、とても大事です。

も皮下脂肪の薄い人にとっては内臓脂
池脇 この個人差は何が規定してい
肪に回るようなケースもあり得ますし、 るのでしょう。
逆にBMIが25、26ぐらいでも全く大丈
矢作 やはり遺伝的背景が大きいの
夫という方も多くいらっしゃる。やは
り検査をしないと、代謝の異常をきた
しているかどうかは結局わからないの
で、自分はやせているから健康である、
メタボではないととらえるのは非常に

と、あとは成長期の過ごし方というの
も、もちろんあると思うのです。皮下
脂肪などが発達していく時期は小児期
ぐらいまでといわれていますが、その
ときにどうすれば皮下脂肪の容量が増

ミスリーディングであるということで
す。

えるのかはちょっとわからないです。
一般的に思われているのと一見逆です

実際、肥満度の高い人のほうが糖尿
病発症が多いことは事実ですが、肥満
度が正常近辺とされる方でも糖尿病を
発症していく方はたくさんいます。や
はり検査をしっかりと活用して、見た

が、皮下脂肪は、厚くなれる人のほう
が健康には有利であるということです。
ただ、それで内臓脂肪に回り出した
り、あるいは血中にいろいろ代謝的な
異常が出てきたという段階に達すれば、

目などで判断しないほうがいい。そう
いったところから、指先検査を含めて
検査をもっときちんとしましょうとい

そこからは下げたほうがいい。お酒も
そうですが、自らの限界を知って、そ
の一歩手前まででやっていくのがいい

うのが、この本で書かせていただいた
内容です。
池脇 BMIが幾つだというだけでは
なくて、その人の「肥満余力」と書い

と思います。
池脇 内臓脂肪と皮下脂肪の新しい
考え方ですね。ありがとうございまし
た。

てありますが、どのぐらいまで大丈夫
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貧血

埼玉医科大学血液内科准教授

脇

本

（聞き手

直

樹

池脇克則）

貧血についてご教示ください。
１．大球性貧血で葉酸値およびビタミンB12が正常の場合、どんな疾患を鑑
別すべきでしょうか。
２．甲状腺疾患で貧血が起きるメカニズムについて。

＜兵庫県開業医＞

池脇 大球性の貧血、あまり頻度が
多くない貧血で、すべてを血液専門医
にお願いする必要はないのかもしれま

貧血のうち、全人口で最も多いのは、
言うまでもなく、小球性を示す鉄欠乏
性貧血で90％以上を占めます。一方、

せんが、きちんと専門医診断、そして
治療をしていただくタイプの貧血と思
っています。まず、大球性の貧血はど

大球性貧血を呈する疾患病態は比較的
少ないですが、ビタミン欠乏や甲状腺
機能障害など一般医家でも対処可能な

ういうものなのか、基本的なところか
ら教えてください。
脇本 一般に貧血患者をみたときに
まず調べるのは、赤血球１個当たりの
大きさ、これを平均赤血球容積（MCV）

ものと、骨髄異形成症候群のような血
液専門医による診療が必要なものがあ
るために、初期の鑑別が重要です。
池脇 血算でMCVは自動的に出ま
すので、ヘモグロビンの値とMCVで

と呼んでいますが、このMCVを基準
にして調べていきます。MCVの基準
値は80〜100fLであって、80fLを下回
るものを小球性、基準値の範囲内であ
るものを正球性、100fLを超えるもの
を大球性と呼んでいます（表）。

小球性、正球性、大球性は分類できる。
大球性の中にも、今先生が言われただ
けでもいろいろな疾患があるようです
が、疫学的にはどういう疾患が大球性
貧血を形成しているのでしょう。
脇本 大球性貧血の中で最も多いの
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