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【背景】 
 現在、日本においても生活習慣病の患者数が増加し

続けている。生活習慣病の発症には、食生活が大きく

関わっており、日本では、食事の欧米化により脂質の

摂取量が増加している。食事内容を改善することは、

生活習慣病を予防する上で重要である。 
 本研究室の過去の研究において、脂肪と果糖を同時

に摂取すると、食後脂質代謝が著明に遅延・増悪する

ことを明らかにした。また、健常若年女性においても

食後高血糖が認められるなど、若年期から食後の代謝

異常が起こり得ることが明らかとなった。さらに、糖

尿病を発症していなくとも、食後の高血糖または高脂

血は心血管疾患の危険因子であると報告されている。

したがって、食後代謝を管理することは、生活習慣病

の予防のために重要である。 
 糖質と脂肪の同時摂取による食後代謝に対する影響

は研究が進められているが、通常それらとともに摂取

されるたんぱく質の与える影響については、解明され

ていない部分が多い。 
 
【目的】 
 本研究では、たんぱく質の構成成分であるアミノ酸

を用い、脂肪との同時摂取による食後の糖・脂質代謝

に対する影響を検討することを目的とした。 
 
【方法】 
＜対象＞ 
 本学管理栄養学科に在籍し、インフォームド・コン

セントを得た健常若年女性9名（平均年齢22.1±0.1歳）

を対象とした。 
＜試験方法＞ 
 試験は、①脂肪 (F) 、②アミノ酸 (A) 、③脂肪＋ア

ミノ酸 (FA) の 3 回とした。前日から 12 時間以上の絶

食後、試験飲料摂取前 (0) 、摂取後 0.5、1、2、3 (A 試

験のみ) 、4・6 (F、FA 試験) 時間の計 5 回または 6 回、

肘静脈より採血を行った。アミノ酸飲料はアミゼット

B 輸液 (テルモ) を用い、摂取量は 600 mg/kg BW (アミ

ノ酸として 60 mg/kg BW) とした。脂肪飲料はオフト・

クリーム (上毛食品) を用い、摂取量は 1.0 g/kg BW (脂
肪として 0.35 g/kg BW) とした。アミノ酸が含まれる

飲料には、味を改善するためにスクラロースを 20 mg
溶解し、全ての飲料に 170 g の水を加えた。1 名につき

3 回の試験を無作為交差法で行い、各試験は性周期を

考慮して約 4 週間空けた。 
＜測定項目；血液生化学検査＞ 
 Glu (glucose) 、Ins (insulin) 、Glg (glucagon) 、GIP 
(glucose-dependent insulinotropic polypeptide) 、 GLP-1 
(glucagon-like peptide-1) 、TG (triglyceride)、FFA (free fatty 
acid) 、RLP-C (remnant lipoprotein-cholesterol ) 、Apo 
(apolipoprotein) B48、血中ケトン体分画を経時的に測定

した。経時変化は、各時点の値から負荷前値を減じた

値 (∆) で比較した。 
＜統計解析＞ 
 統計解析は、SPSS ver.26 を用い、結果は平均±標準

誤差で示した。試験飲料摂取前および摂取後の経時変

化の比較では、反復測定一元配置分散分析の後、

Dunnett 検定を行い、p<0.05 を有意とした。各試験間の

比較では、反復測定一元配置分散分析の後、Bonferroni
検定を行い、p<0.05 を有意とした。 
 
【結果・考察】 
 脂肪またはアミノ酸の単独摂取および、脂肪とアミ

ノ酸の同時摂取では、Glu は有意に上昇しなかった。A
試験における上昇傾向 (有意ではない) は、アミノ酸

飲料に含まれる糖原性アミノ酸から、糖新生により

Glu がわずかに生成された可能性が考えられる。しか

し、変動範囲は A 試験が最も小さいことから、アミノ

酸の摂取による Glu の変動は殆どないと示唆された。 
 Ins は、Glu の変動が見られないにもかかわらず、A
試験と FA 試験で有意な上昇を示した。脂肪の摂取で

は Ins 分泌が促進されると報告されているが、本研究

の F試験では Insは有意に上昇しなかった。そのため、

A 試験と FA 試験における Ins 上昇は、アミノ酸による

影響が大きいと推測された。∆AUC (area under the curve) 
-Ins0-2h は、同時摂取により相乗的に大きくなった。し

たがって、脂肪とアミノ酸の同時摂取は、Ins の分泌を
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さらに促進することが示唆された。 
 Glg は、Ins と同様に A 試験と FA 試験で有意な上昇

を示した。近年、混合食の摂取後には Ins のみでなく、

Glg も分泌が促進されることが明らかにされている。

このことから、Ins の上昇に伴って Glg が分泌されたこ

とにより、Glu 値が維持され、変動がなかったと考え

られる。また、アミノ酸は、Glg の分泌を刺激すること

が示唆された。アミノ酸による影響のほか、インクレ

チン (GIP や GLP-1) による影響も考えられたが、イン

クレチンと Glg の関連については様々な結果が報告さ

れており、今後の検討が必要である。 
 GIP と GLP-1 は、全試験において類似した結果とな

った。GIP は全試験で、GLP-1 は F 試験と FA 試験で

有意な上昇を認めた。GIP の分泌は主に炭水化物と脂

肪によるものであり、アミノ酸による分泌はわずかで

あったと報告されていることから、本研究におけるイ

ンクレチン分泌は、主に脂肪によるものであり、アミ

ノ酸摂取による分泌はわずかであったと推察される。

また、インクレチンは Ins 分泌を促進するが、A 試験

と比較してインクレチンがより高く上昇した F 試験で

は、Ins の有意な上昇は認められず、Glg も同様に有意

な上昇を示さなかった。したがって、脂肪の摂取は Ins
や Glg に対して影響しないが、インクレチンの分泌を

促進することが示唆された。FA 試験では、試験飲料摂

取後 0.5 時間で有意に上昇した。また、∆AUC-GIP0-2h

は、同時摂取によって相乗的に大きくなった。∆AUC-
GLP-10-2hは、F 試験と A 試験間で有意差はなく、同時

摂取による相乗効果は見られなかった。これらの結果

から、脂肪とアミノ酸の同時摂取は、インクレチン、

特に GIP を著明に分泌することが示唆された。 
 インクレチンが Ins の分泌を刺激するというこれま

での報告から、Ins の上昇のピークはインクレチンのピ

ークの後に見られると推測した。しかし、本研究にお

いて、A 試験では Ins、GIP、GLP-1 のピークのタイミ

ングが同じだったものの、インクレチンの上昇はわず

かか、または変動がなかった。さらに F 試験と FA 試

験では、Ins の上昇後にインクレチンが上昇した。これ

らの結果から、脂肪とアミノ酸の単独摂取または同時

摂取は、インクレチンの分泌を介することなく、Ins の
分泌を上昇させることが考えられる。したがって、ア

ミノ酸の摂取により Ins 分泌が促進されるが、インク

レチンによる影響ではないと示唆される。アミノ酸摂

取が、インクレチンによる影響なしに Ins 分泌を促進

した理由として、アミノ酸が膵β細胞を直接刺激したこ

とによる影響が考えられる。いくつかのアミノ酸は、

β細胞内の ATP 濃度を上昇させ、細胞膜の脱分極によ

り細胞内の Ca2+濃度が上昇することで、Ins のエキソサ

イトーシスを誘発することが報告されている。このこ

とから、アミノ酸摂取による Ins の上昇は、インクレ

チンを介するものではなく、膵β細胞への直接刺激によ

るものであると考える。 
 TG、RLP-C、ApoB48 は、F 試験と FA 試験で類似し

た結果を示した。A 試験では、TG および RLP-C にお

いて、有意な変動は見られなかった。これまで、たん

ぱく質の摂取による脂質代謝の改善が報告されている

が、本研究ではアミノ酸の摂取による食後脂質代謝の

改善効果はないことが示唆された。脂肪との同時摂取

では、脂肪単独の摂取よりわずかにピーク値が大きい

ことから、アミノ酸を過剰に摂取した場合には、脂質

代謝が増悪する可能性も考えられる。しかし、アミノ

酸と脂質代謝の関連については報告数が少ないことか

ら、今後の検討が必要である。 
 ケトン体は、全ての試験で類似した結果を示した。

F 試験と FA 試験では、摂取後、有意な上昇を示した。

A 試験では、摂取後 1 時間まで減少し (有意ではない) 、
その後上昇した。脂肪と比較して、アミノ酸では胃内

容排出速度が速く、さらに試験飲料に含まれる糖原性

アミノ酸がエネルギーとなり、ケトン体生成が抑制さ

れた可能性が示唆された。 
 
【結論】 
 脂肪とアミノ酸の同時摂取は、血糖値を変動させる

ことなく、脂肪による GIP と GLP-1 の分泌、およびア

ミノ酸によるβ細胞の直接刺激を介した Insの分泌を相

乗的に促進した。また、脂質代謝に対しては、単独摂

取と大きな差異は認められなかった。 
 以上の結果から、脂肪とともにアミノ酸を同時摂取

すると、食後糖代謝を改善する可能性があるが、食後

脂質代謝に対する影響は少ないと結論付けた。 




