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糖質制限食ダイエットを
まだ続けますか

病や病的な肥満解消 のために︑短期療法
として血糖値を下げる︑または体重を落
とすと い った内容だ った のです︒

糖尿病患者 のため
は︑本 のタイト ルも ﹁
の糖質制限﹂と い ったも のでした︒糖尿

ト﹂﹁
世 にも美 し いダ イ エット﹂など が
ありました︒今も続け ている人はほとん
ど いな いでしょう︒
糖質制限食ダイ エットは︑もともとは
糖尿病 の患者さん のために提唱されたも
のでした︒ ですから︑ブームの最初 の頃
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栄養学科卒︒ 日本列島を歩 いての横断 ・
ＦＯＯＤは風土﹄ を
縦断を重 ねた末 に ﹁
粗食 のすす め 世 に
提 唱 す る︒著 書 に﹃
糖質制限食ダ イ エ ットＬ 等︒
も恐ろし い﹁

人骨 の発掘場
ーゲ ンを分析する ことで ︵

質 はあまり取らなか ったよう に思 い込み
がち です︒と ころが︑最近 は人骨 の コラ

人は︑縄文人は肉をたくさん食 べて︑糖

日本 の縄文時代 です︒考古学を知らな い

糖質﹂が含まれるも の︒ こうした食
て﹁
品は︑糖質以外 にも︑タ ンパク質 や脂質 ︑
ビ
ン︑
など︑ まざまな栄
ラ
ル
さ
ミ
ネ
ミ
タ
複
養素も含まれ ています︒ 一般的 には ﹁

穀類やイ モ類 のよう に︑食品 の成分とし

糖質 には二種類あります︒ひと つは︑

現れるよう になりました︒ これは大変な
ことにな ってきたと思 った のです︒

も糖質制限食をすすめるような書籍ま で

てきま した︒ ついには万人向け のダイ エ
ットとなり︑健常人 の健康維持 のために

当然︑糖尿病患者 の中 には減量 が必要
ありません︒細 か いところ の主義主張は
︑
︒
違うも のの︑過去 にも類似 のも のとして︑ な人も いるわけ です そ の延長線上 で
﹁
和田式食事法﹂﹁アトキ ンス ｏダイ エッ どんどん 一般的なダイ エットの話 にな っ

︒
精 質 制 限 ﹂信 仰 は︑人 類 史 の理 解が根 本 的 に間違 っている︱ ︱
最 近 の極 端 な ﹁
︒
美 食 で太 った 中 年 男性 のた め のダ イ エット法が︑女 性 や 子供 に広がるのは危 険 だ
糖 質 は 人 体 に適 応 し な いのか
糖質制限食ダイ エットがブ ームにな っ
ていますが︑どれだけ の関連書籍が出 て
いることでしょうか︒二匹目 のドジ ョウ
ど ころか︑十何匹目 のドジ ョウま で狙 っ
ているような状況 です︒
このダイ エット法 は︑ごはんやバ ン︑
糖質﹂を減
イ モ類など に多く含まれる ﹁
らす ことで痩 せようと いうも のです︒糖
質は分かりやすく いうと︑炭水化物とほ
ぼ同じと考え ていいでしょう︒欧米 では
低炭水化物ダイ エット﹂と呼ば
一般 に ﹁
れていて︑何も新 し いダイ エット法 では

い穀類 ・イ モ類を食 べるよう にな ったた
合炭水化物﹂と呼ばれ ています︒もう ひ
と つが工業的 に精製された︑ 一〇〇 パー
めに︑糖尿や肥満 が増えたと いう のです ︒
狩猟採集時代に糖丞 病や肥満 はほとん
セ ント糖質で出来 ている食品︒たとえば ︑
白砂糖は九九 ・ニパーセ ントが糖質 です ︒ どなか ったと言 いますが︑ち ょ っと考え
てみれば当たり前 の話 です︒気候変動 の

︑体 の重
所 によ って異な るよう です が︶
影響を受けやす い狩猟採集 では食糧 が安
量比にして六〜七割が植物性 の食品︑肉
定 していません︒北朝鮮 のような世界 で
は︑糖尿や肥満 になるわけがありません ︒ や魚などは 一〜 二割 しか食 べていなか っ
た ことが分 か ってきました︒

清涼飲料水 に含まれる異性化糖は糖質 が
七〇パーセント︑三〇パーセントが水分
工業的 に精製された砂糖や異性化糖を
制限 しようと いう のであれば分 かります

制限食を主張する人たちは︑当時 半均寿

た のでしょうか︒多く の主張は こう い っ
たも のです︒︱︱人類が誕生 し てから三
〇〇万年︑四〇〇万年︑ある いは七〇〇

う要素 が大き いのです︒
また︑狩猟採集時代と いうと︑肉中心

生物質が現れる以前より︑穀類 ・イ モ類
が栽培されることによる食糧 の安定 と い

る感染症 による死者 が減 った原因は︑抗

人 々の体力が弱ま ったとき︒人類 におけ

たちが根拠として挙げ る のが︑イ ヌイ ッ
ト︵エスキ モー︶の食生活 です︒彼らは穀

もう ひと つ︑糖質制限食をすすめる人

り がある のです︒

すすめる人たち の主張は︑そ の根本 に誤

た﹂と いう人が いるほど です︒狩猟採集
時代は肉食中心だ ったと︑糖質制限食を

等 の糖質を含 んでいます︒考古学者 の中
ド ング リ が主食 だ っ
には︑縄 文 人 は ﹁

万年とも言われ ていますが︑そ のほとん
どが狩猟採集 であり︑農耕 が始ま った の

の食生活を思 い浮 かべがち ですが︑決 し

類やイ モ類 は食 べず ︑魚や海獣を主 に食
べています︒糖質制限食 の提唱者たちは

で他 の栄養素はほとんど含まれません︒

が︑穀類 ・イ モ類さえ食 べな いのが健康
維持 のためだと いう主張ま で出 てくるよ

たよう です︒ こうした木 の実 には多く の
命 が短か った のは食 べ物 のせ いではなく
て︑感染症 のせ いだと言 います︒しかし︑ 糖質 が含まれ ていて︑ド ングリは米と同

この時代 の人類 の平均寿命 は二〇歳 か
ら三〇歳と い ったと ころ でし ょう︒糖質

うになりました︒ ここま で来 ると いきす
ぎ です︒警鐘を鳴らさなければ いけな い

感染症 にかか ってしまう のは低栄養だか

なかでも木 の実 の堅果類と呼ばれるド
ングリ︑ク ルミなどが多 く食 べられ てい

と私は考えるよう になりました︒
なぜ︑ このような極端な主張が出 てき

はわずか 一万年前 に過ぎな い︒ つまり︑
﹁
私たち の体 は︑何 百万年 と続 いた狩猟

てそんな ことはありません︒たとえば︑

ら です︒江戸時代を調 べても分かります
が︑感染症 が広 がる のは︑飢饉 にな って

︒
採集時代 の食生活 こそ適応 し ている﹂
人類は農耕時代 に入り︑体 に適応 してな

September 2014 72

73 糖質制限食ダイエットをまだ続けますか

い︑肥満や糖尿病 が少な い︑だから糖質
制限食 が いいのだ﹂と主張する のです︒
しかし︑多く の人類学者が指摘 している

﹁
彼らはがん にならな い︑脳温 血が少な
肥満 の人たちには二 つのパター ンがあ
ります︒ひと つは︑生まれときから ファ

とはどれだけ太 っていた のでし ょうか︒

スト フードばかり食 べていたと いうアメ
リカ型︒もう ひと つが金持ち︑大酒飲 み

実体験﹂ の罠 です︒糖質制限食
ます︒﹁
の提唱者も︑そ の罠 に陥 ってしまう︒し
ま いには︑糖質制限食 でう つが治 る︑高
血圧がよくなるなど︑普通 の常識 のある
医師が読 んだら︑眉唾と思えるような こ
言い出す医師が現れだしました︒
とま で一
医師 だけに信憑性を持たれ てしま います ︒

限食が いい﹂と いう理屈 は成り立たな い︒ 仕事柄食 べざるをえな い西洋料理や中華
料理 の コックのような人たちだけ︒彼ら
むしろ︑穀類やイ モ類など糖質をし っか
が糖質を︑ つまり︑しめ のラーメ ンや寿
りとることが︑食生活 の面から寿命を延
司を減らすだけ でも︑痩 せる のは当たり
ばす要因 にな った いう ことです︒
と
前 です︒実は︑糖 質制限食 の提唱者 の多
危 な いのはま じ め な 女 性
くは︑ こうしたお金持ち の男性医師や コ
ックと い った人たちな のです︒
今回 の糖質制限食 のブームには顕著な
腹 八分目にして運動 して痩 せても︑人
特徴 があります︒提唱者たち には男性 の
医師が多く︑そ の実体験 に基づ いており ︑ 生観が変わるも のではありません︒と こ
似た食生活を送 る のは︑多くが男性だか

これま でのダイ エットブームは主 に女
性 に支えられ てきましたが︑糖質制限食
ダイ エットを実行 している のは男性 に多
いのも特徴 です︒肉を食 べて酒を飲み︑

と いう美食型 です︒お金 があるから︑肉
や魚を山ほど食 べて︑酒を飲 み︑しめは

よう に︑彼らは世界 でも最も寿命 の短 い
民族としても知られ ています︒現在は生
活環境が変わ った ので違 います が︑か つ

な例 ですが︑オウム真理教 の事件 では︑

ろが︑人はダメだと思 って半ばあきらめ
ていたと ころ︑変わ った方法や独自 の方

ら でしょう︒糖質制限食ダイ エットはお

リ ニックで栄養指導 している頃︑ダイ エ
ットのためにご飯を控え て食 べな いよう
にしたために︑生理が止ま ってしま った
女 の子も山ほど見 てきましたｏ
また︑母親 として︑糖質制限食ダイ エ
ットを徹底的 にや ってしまう ことも怖 い︒
実際 に︑子どもに糖質制限食をすすめ て
いる本ま でありますから︑信じ てしまう
母親 が いな いとも限りません︒子ども に

制限食ダイ エットにはま つたとき ですｏ
一番憂える のは将来的 に不妊症 に つなが
る のではな いかと いう ことですｏ私がク

しまう人が必ず いるも のです︒長年 ︑栄
養指導 し てきた私 の経験から︑女性 にそ
の傾向 が強 いのは確 かです︒
特 に心配な のは思春期 の女 の子が糖質

危な いのは女性 のまじめな人 です︒食
事法や健康法 には︑とことん突き詰め て

安全 でバラ ンスのとれた和食を捨 てて︑
安全性が証明され ていな い糖質制限食ダ
イ エットを選ぶ理由は︑私 にはどうして
も見 つけることができません︒
目

の食事 は少なくとも 一〇〇〇年 の歴史が
ぁります︒縄文時代 でさえ︑糖質中心 の
食事をし ていた ことが分 か ってきましたｏ
っまり︑穀類やイ モ類を主食とし て︑野
菜 や海草︑魚介類を中 心 とした ﹁
和食﹂
と いう食事 は︑ 一〇〇〇年近く時間を経
て︑安全性が証明され ていると言えます ︒

常人から子どもま で糖質制限食ダイ エッ
トがすすめられ ているような風潮は︑壮
大な人体実験をしているようなも のです ︒
それに対 して︑穀物を中心にした日本

かもしれません︒しかし︑糖質制限食を
二〇年 ︑三〇年と長期間 にわた つて続け
ている人はほとんど いません︒現在 の健

す でに糖尿病 があり︑夜型生活 で運動
はせず ︑美食家 でア ル コー ルが好きな人
には︑糖質制限食 は 一時的 に効果がある

かり糖質制限をさせ てあげよう﹂などと
考えたら︑危険 このうえありません︒

けられる人はめ ったにいな いでしようｏ
は食事 は選 べま せん︒﹁この子 にはし つ
途中 でやめたり︑ビー ルだけは飲んだり ︑

しめには炭水化物と い った提唱者たちと

ました︒科学や医学を専門的 に学んでき
た人 々だから こそ︑強烈な実体験がある
と︑非科学なも のにのめり込んでしま い
やす いと言える のではな いでしょうか︒

逮捕 された人 に多く の医師や科学者が い

法 で改善されたりすると︑客観性を失 い

医師 がそんな単純 に実体験 の民 にはま
るだろうかと疑間 に思う人も いるかもし
れません︒しかし︑むしろ医師だから こ
そ︑罠 にはまりやす いと言えます︒極端

ラーメ ンや寿司と い つた炭水化物をとる︒
てのイヌイ ットの半均寿命は三〇歳と推
これで太らな いわけがありません︒
測され ていました︒長寿 でな いのであれ
後者 は糖質 で太 ったわけ ではなく て︑
ば︑生活習慣病 にならな いのも当然 です ︒
夜食 で太 ったわけ です︒ こんな美食を継
少なくとも これだけは言えます︒縄文
種損な男 の医師 と︑
糖質制
続 して出来 る のは︑一
時代やイ ヌイ ットを例 に挙げ て ﹁

量 に成功 していることです︒ これだけ痩
せられる のは︑どんな人 でし ょうか︒も

付着入口いで寿司を食 べていたり︑大人 の
場合は適当 にや っている人も多 いから︑
リバウ ンドはし ても病気 になるま では い
かな いのではな いでし ようか︒

短期間 で二〇キ ロ︑三〇キ ロと い った減

酒も糖質 ゼ ロの蒸留酒なら許され ていま
すから彼ら には願 ったりかな ったり です ︒
また︑穀類からカ ロリーを取らず ︑肉
類︑魚介類 ︑豆類 でお腹を満たそうとし
たら︑経済的 にも手間 の問題 にしても簡
単な ことではありません︒ですから︑糖
質制限食ダイ エットは ﹁
金持ちメタボお
やじ の道楽﹂と私は言 っていますｏ
ダイ エットのやり方 には二種類ありま
す︒ひと つが量的栄養失調 です ︒分かり
やす いのは ﹁
断食﹂ です︒食 べなければ
痩せられます︒もう ひと つが質的栄養失
調 で︑栄養 のバラ ンスが欠け ても痩 せる
ことが出来ます︒この質的栄養失調 こそ
が糖質制限食ダイ エットな のです︒
二〇キ ロ痩 せた︑三〇キ ロ痩 せたと喜
んでいても何 のことはな い︑質的栄養失
調だ ったわけ ですｏしかし︑質的栄養失
調を続け ていれば︑絶対 に体 がやられま
す︒糖質制限食ダイ エットに警鐘を鳴ら
す医師 の多くが︑たんぱく質過剰 ︑脂質
過剰による動脈硬化系 の疾患 が増え るだ
ろうと指摘 しています︒私もそう思 いま
す︒けれども︑そこま で糖質制限食を続
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