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糖質制限食による減量効果と脳内摂食中枢への作用に関する研究
A strict carbohydrate restriction diet for body weight loss
and its influence on feeding center
Carbohydrate restriction diet has been receiving attention for weight loss and prevention of
obesity. It has been reported that carbohydrate restriction diet has beneficial effects on glycemic
control and serum lipid profiles compared to energy restricted diet with high carbohydrate low fat
diets. Although, influence of carbohydrate restriction on central nervous system controlling feeding
behavior is unknown. We investigated the effect of strict carbohydrate restrict diet for weight loss
and its influence on feeding center “mediobasal hypothalamus” by using obese mouse model.
For this study, we prepared three types of diets, strict carbohydrate restrict diet (carbohydrate
0%, fat 90%, protein 10% kcal), moderate carbohydrate restrict diet (carbohydrate 20%, fat 70%,
protein 10% kcal) and control diet (CE-2, carbohydrate 58%, fat 13%, protein 29%). Long term
feeding of these diets revealed that only the strict carbohydrate restrict diet could be effective
for the prevention of obesity, weight loss and normalize lipid profiles in base mouse model (a
moderate carbohydrate restrict diet had no effect on weight loss). Furthermore, we compared the
gene expression pattern in mediobasal hypothalamic area from mice group with control diets vs
mice group with strict carbohydrate restrict diet. A microarray analysis found that the expression
of several genes associated in central regulation of appetite and satiety were different among
the groups. These results suggest that carbohydrate restriction could be affects neural function
controlling food intake by changes the related gene expression.
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1 . はじめに
近年、生活習慣病防止の観点から摂食やエネルギー代謝調節機構に関する研究への関心が高まっ
ている。とりわけ成人病の危険因子である「肥満」を防止あるいは解消するための「食のありかた」の
見直しが迫られている。食欲や全身の基礎代謝量の調整の多くは脳の摂食中枢を中心とした神経ネッ
トワークによって制御されている。従って適切な食事バランスを求める為には、各種栄養素の特性と中
枢への作用を考慮することが肝要である。
近年の諸外国の肥満研究により、糖質制限食がヒトの肥満防止・改善に有効であると示され、且つ
その効果と安全性は従来のカロリー制限食を凌駕することが認められた（カロリー制限食では実際に
［ 1－7 ］
。そして血糖値を上げずインスリンの分泌を起こさせない糖質
十分な減量効果が得られていない）

制限食は 2 型糖尿病の血糖コントロールにおいても有効性が認められている［ 8－11 ］。しかしながら、カロ
リー制限に代わる糖質制限食の有効性について、日本国内に於いては未だ認知されておらず、脳の
摂食中枢への効果についても全く明らかになっていない。従来のカロリー制限食による減量とは異なり、
糖質制限食は脂質代謝系を亢進させ、食欲を抑制する作用と、エネルギー代謝を亢進させる作用の
2 つ中枢性の作用を発揮すると考えられる。全身のエネルギー代謝や摂食量の基本的調節は脳の視
床下部を中心に行われていることから（図 1 ）
、糖質制限食による減量時にはこの神経ネットワークが関
与している可能性が高い。本実験では、肥満モデルマウス（ C57BL / 6J Ham Slc-A y /＋）に一定期
間糖質制限食（糖質ゼロ食または緩やかな糖質制限食）を与えて飼育し、体重推移および脳内摂食
中枢系への影響を調べる。

図 1 . 摂食の中枢制御
摂 食 量 および 代 謝 の 基 本 的 調 節
は 脳 の 視 床 下 部（ m e d i o b a s a l
hypothalamus ）で行われている。こ
こでは全身の栄養状態や心理状態等の
情報が統合され、摂食行動を決定して
いる。本実験ではこの視床下部領域の
脳組織を採取し検証に用いた。

2 . 実験方法
実験動物
肥満モデルマウス（C57BL / 6J Ham Slc-A y /＋、4週齢）を購入し、離乳直後から特殊飼料あるい
は対照飼料にて 29 週齢まで飼育し、飼育期間中の体重変化を測定するとともに試験終了時に血液検
査と脳組織の解析を行った。飼料は特殊飼料として糖質ゼロ食（糖質0％, 脂質90％, タンパク質10％、
いずれも飼料 100g 中のカロリー比）と緩やかな糖質制限食（糖質 20 ％ , 脂質 70 ％ , タンパク質 10 ％）
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の 2 種、さらに対照食として普通食 CE-2（糖質 58％, 脂質 13％, タンパク質 29％）を使用した。飼料
および水は自由摂取とした。29 週齢時点で麻酔の過剰投与によって安楽死させた後、心臓から全血を
採取するとともに、脳組織を取出し検証に用いた。
マイクロアレイ解析
前述の方法で取り出したマウスの脳組織から、関心領域である Mediobasal Hypothalamus 領域
をマイクロビブラトーム（ D.S.K. Microslicer DTK-300W；Dosaka EM , Kyoto , Japan ）を用いて選
（TRIzol Reagent, nitrogen ）にホモジェナイズしRNA の単離を行った。
択的に剖出し［ 12］、ライセート
SV Total RNA Isolation System（Promega）による処理の後、マイクロアレイ解析（ SurePrint G3
Mouse Gene Expression Microarray 8×60K）を用いて、遺伝子発現量の変動を調べた。

3. 結

果

糖質ゼロ食は肥満モデルマウスの肥満を防止する
肥満モデルマウス（ C57BL / 6J Ham Slc-A y /＋、4 週齢）に離乳直後から糖質ゼロ食を給餌し、
29 週齢まで飼育したところ、著しい肥満防止効果が認められた（図 2 ）。糖質を多く含む普通食を与え
て飼育したマウスが著しい肥満を呈したのに対し、糖質ゼロ食で飼育したマウスでは、試験終了時の
体重は普通食群のおよそ半分程度であり、wild type の C57BL / 6Jと同等の体型であった（図 3 ）。

図2 . 糖質ゼロ食の肥満防止効果
肥満モデルマウス（C57BL / 6J Ham Slc-A y / ＋、4 週齢）に離乳直後から糖質ゼロ食を給餌し、29 週齢まで飼育
したところ、著しい肥満防止効果が認められた。4 週齢時点を除く全てのタイムポイントで有意差を検出した。A 、普通
食を与えて飼育した肥満モデルマウス。B 、糖質ゼロ食を与えて飼育した肥満モデルマウス。
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図 3 . 肥満モデルマウス 普通食 VS 糖質ゼロ食
普通食で飼育した肥満モデルマウス（写真左）と
糖質ゼロ食で飼育した肥満モデルマウス（写真
右）は体型が明らかに異なっていた。ともに同腹の
マウスであるが、糖質ゼロ食で飼育した群では、
遺伝的に決定づけられた肥満を回避できた。

糖質ゼロ食の安全性
肥満モデルマウスに対する糖質ゼロ食の給餌が、著しい肥満防止効果を発揮することが明らかに
なったが、この肥満防止効果が健康的なものであるかどうかを含め、糖質ゼロ食の安全性を確かめるべ
く、試験終了時に採取した血液サンプルを用いて血液検査を行った。検査項目は AST 、ALT（図 4）
、
中性脂肪、遊離脂肪酸（図 5）
、総コレステロール、HDL コレステロール、LDL コレステロール（図 6 ）
、
血糖値、レプチン（図 7 ）とした。その結果、すべての検査項目において糖質ゼロ食群のほうが、普通
食群に比べて良好な結果であった。メタボリックシンドロームの指標である脂質代謝系の値では特に普
通食群で中性脂肪および遊離脂肪酸の血中濃度が異常な高値を示したのに対し、糖質ゼロ食群では
異常は見られず理想的な値であった（図 5 ）。普通食群では、AST 、ALT などの肝機能を示唆する
値も高値であり、肝臓への負担が示唆されたのに対し、糖質ゼロ食では正常な値であった（図 4 ）。コ
レステロール値に関しては、普通食群で LDL コレステロールの値が高く、一方糖質ゼロ食では HDL コ
レステロールの値が高いことがわかり、糖質ゼロ食群のほうが良好な結果を得た（図 6 ）。血糖値に関
しても、普通食群では高血糖を示したのに対し糖質ゼロ食では正常な値であった。肥満の指標として
用いられる血中レプチン濃度に関しても、普通食群では異常な高値を示したのに対し、糖質ゼロ食群で
は極めて低い値であった（図 7）
。以上の結果から、糖質ゼロ食給餌による安全性への懸念はないもの
と考えられた。

図 4 . 肝機能への影響
試験終了時に全血採血し、血液検
査を行った結果、普通食群では肝
機能が悪化しているのに対し、糖
質ゼロ食群では正常化していた。
n=6 。＊, P＜0.01

図 5 . 脂質代謝系への影響 1
普通食群では中性脂肪および遊離
脂肪酸の血中濃度が高値であった
のに対し、糖質ゼロ食群ではそれ
らの値が正常化していた。
n=6 。＊, P＜0.01
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図 6 . 脂質代謝系への影響 2
総コレステロールの血中濃度
は普通食群と糖質ゼロ食群で
差は見られなかったが、コレ
ステロールの構成に違いが生
じていた。LDL コレステロー
ルの血中濃度は普通食群で高
かったのに対し、HDL コレステ
ロールの血中濃度は糖質ゼロ
食群で高値であった。
n=6 。＊, P＜0.01

図7 . 糖代謝および血中レプチン濃度への影響
普通食群が高血糖であったのに対し、糖質ゼロ食群では高血糖が改善していた。肥満の指標である血中レプチン濃度
に関しても、普通食群で著しい高値を示したのに対し、糖質ゼロ食群では非常に低い値であった。n=6 。＊, P＜0.01

糖質ゼロ食による減量効果
離乳直後からの糖質ゼロ食による育
成では、肥満マウスモデルの肥満防止
効果が確認できたが、すでに肥満して
しまった肥満モデルマウス（成体）へ糖
質ゼロ食を与えることで、減量効果が得
られるか否かを検証した。すでに肥満
している 25 週齢の肥満モデルマウスを
普通食群と糖質ゼロ食群の2 群に分け、
31 週齢まで飼育し、体重への変化を調
べた。本実験でも飼料は自由摂取とし
た。その結果、糖質ゼロ食を与えた群で
は、給餌直後から速やかに体重が減少
し著しい減量効果が見いだせた（図8）。

図 8 . 糖質ゼロ食による減量効果
すでに肥満している成体の肥満モデルマウスに対しても、糖質ゼロ
食を与えることによって、すみやかに減量することができた。糖質ゼ
ロ食給餌開始一週目で体重は減少しはじめ、その後も糖質ゼロ食給
餌の継続によって体重は維持された。試験開始時を除く全てのタイム
ポイントで有意差を検出した。
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緩やかな糖質制限食の給餌では減量効果が得られない
前述のように、すでに肥満した肥満モデルマウス（成体）であっても、糖質ゼロ食の給餌により、速
やかな減量と肥満解消ができることが分かったが、緩やかな糖質制限食（糖質を少量含む飼料）の
給餌によっても同様の効果が得られるか否か検証した。その結果、緩やかな糖質制限食ではほと
んど減量効果が認められず、31 週齢時点での体重は、普通食を与えた肥満モデルマウスと同等で
あった（図 9）。

図 9 . 緩やかな糖質制限食の検討
普通食および糖質ゼロ食に加え、わずかに
糖質含有量を控えた緩やかな糖質制限食で
も肥満モデルマウスの体重への影響を調べ
た。しかしながら、緩やかな糖質制限食で
はマウスの体重が減少することはなく、減
量効果がなかった。

糖質ゼロ食摂取による減量時の脳内摂食関連遺伝子の発現量の変動
糖質ゼロ食摂取による減量時に、脳内摂食中枢における摂食関連遺伝子の発現にどのような変
化が起きているのかを明らかにするために、糖質ゼロ食給餌飼育後の脳のサンプルを用いて、普通
食給餌飼育群のものと比較した。マイクロアレイ法を用いて、変動のあった遺伝子を網羅的に検索し
た。その結果、普通食群ではプロオピオメラノコルチン（ POMC ）
、コカインアンフェタミン調節転写産物
（ CART ）、ガラニン、ニューロメジン B 、甲状腺放出ホルモン、カルシトニン関連ペプチド等の遺伝子
の発現量が増加していた。一方糖質ゼロ食群では、アグーチ関連ペプチド（ Agrp ）
、神経ペプチド Y
（NPY ）
、プロラクチン放出ホルモン受容体等の遺伝子の発現量が増加していた。

4. 考

察

本実験の遂行により、糖質ゼロ食摂取により肥満モデルマウスC57BL / 6J Ham Slc-A y /＋の肥満
が防止、解消されることが明らかになった。その肥満解消、肥満防止効果は、離乳時期からの糖質ゼ
ロ食摂取により確認できただけでなく、すでに肥満した成体に対しても、糖質ゼロ食摂取の開始によっ
て著しい効果を発揮することがわかった。糖質ゼロ食で飼育した肥満モデルマウスの体重は、普通食
で飼育した場合のおおよそ半分程度に抑制、維持され、wild type の C57BL / 6Jと同等の体型であっ
た。このことは、糖質ゼロ食の摂取が、遺伝的に決定づけられた肥満を回避出来うることを示唆してお
り、非常に興味深い結果であった。また、試験終了時の血液検査により、糖質ゼロ食による減量が、健
康に問題を生ずることなく健康的な減量であることが確認することができた。特に脂質代謝系の数値で
は、普通食群が異常値を示していたのに対し、糖質ゼロ食群ではそれらの値が改善していた。肝機
能に関しても、糖質ゼロ食の摂取が肝機能に負担をかけることがないことも明らかになった。さらに、普
通食群および糖質ゼロ食群の各群マウスの脳からRNA を抽出し、マイクロアレイ法を用いて網羅的に
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遺伝子発現解析を行ったところ、摂食調整に関わる遺伝子の発現量が変化していることが明らかに
なった。特に発現変動が大きかった Agrp 遺伝子とNPY 遺伝子は、摂食亢進作用が知られている遺
伝子であったことから、糖質制限による減量中には、脳内でこれらの遺伝子を中心とした機能的な変化
が生じていることが示唆された。しかしながら、本実験で比較検討に使用した飼料である普通食と糖質
ゼロ食では、飼料を構成しているタンパク質量に違いがあり、タンパク質量の違いが結果に影響を与え
た可能性も否めないため、今後はタンパク質量を厳密に均一した飼料を作成し追試を行う必要性があ
る。また、糖質ゼロ食飼育中の餌の摂餌量を厳密に計測し、摂餌量そのものへの影響についても確認
するとともに、代謝ボックスを用いたエネルギー代謝効率や排泄量のモニタリング等の追加実験も検討し
たい。本実験はマウスモデルを用いた検証であったが、将来的にはヒトへの応用の可能性についても
検証を進めていく。
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