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症例提示 30歳男性(医師)

【主訴】体重増加

【現病歴】生来健康な30歳男性

幼少時よりたびたび健診にて肥満を指摘されていた。

元々運動量が少ないことを自覚していたが、

医師国家試験浪人時に運動量がさらに減少し、

体重が1年で5kg程度増加した。

また、初期研修医として働き始めてからも

改善はみられなかった。

【既往歴】肥満指摘、その他特記事項なし



【現症・検査所見】

体重：約92kg、BMI：約32

健診採血：特記事項なし

【治療方針】

2年目初期研修医として働く傍ら、

炭水化物制限食 (<30g/日・カロリー制限なし)

およびスポーツジム通いでの筋肉トレーニング、

有酸素運動(2回/週)を併用して開始した。



【経過】

・30歳2か月～30歳8か月までの6か月

間で体重約18kg減(92→75kg)を達成

した。

・服のサイズはXL→Sに変化した。



症例の疑問点

炭水化物制限食は体重減少に

どの程度寄与したのか？



EBMの5STEP

STEP1 疑問の定式化(PICO)

STEP2 論文の検索

STEP3 論文の批判的吟味

STEP4 症例への適応

STEP5 STEP1-4の見直し
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臨床的疑問

PICO

P：成人の肥満患者

I：炭水化物制限食（カロリー制限なし)

C：カロリー制限食

O：同程度の体重減少が見られるか？
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Pubmed

『Low-carbohydrate』 『Weight loss』

『Randomized controlled trial』 で検索。

→249件がヒット・・・・

その中で

今回は炭水化物制限食のみの効果を知りたいため、

炭水化物制限にカロリー制限を併用している

デザインの研究を除外 → 本論文を採用した。
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論文

N Engl J Med 2008; 359:2169-2172

成人における

炭水化物制限食 vs 地中海食 vs 脂質制限食
の３群比較試験



論文の背景

・論文が出版された当時、311名の肥満女性を対象

にした1年間の研究にて炭水化物制限食はカロリー

制限食と同等の体重減少をもたらすことが示唆され

ていたが、それ以上の長期にわたる研究はなかった。

・地中海食が心血管イベント抑制に効果的であるこ

とはすでに証明されていた。



論文のPICO

P：40-65歳の肥満あるいは糖尿病患者

I：炭水化物制限食

（カロリー制限なし)

C：地中海食、脂質制限食

（両群ともにカロリー制限あり）

O：体重



Patient

IsraelのDinamoにあるクリニック

のresearch centerにて募集し、施行

<Inclusion criteria>

・40-65歳かつBMI>27 の患者

・年齢・BMIにかかわらず

2型糖尿病・冠動脈疾患既往のある患者



Patient

<Exclusion criteria>

・妊娠中

・授乳中

・血中Cr>2mg/dl

・肝障害・胃腸疾患の合併

・癌の合併

・他の食生活研究に参加中



Intervention/Comparison

<Method>
・2005年7月-2007年6月まで施行。
・介入中は17-19人の小グループを形成し、

第1,3,5,7週およびそれ以降6週間隔で
食事指導に関して90分間のセッションを行った。

・参加者同士による
10-15分の電話での啓発も計６回行った。



Intervention/Comparison

<Intervention>
炭水化物制限食（Low-carbohydrate）
・導入期にCarbohydrate 20g/日に制限し、
宗教休暇以降体重を維持しつつ120g/日まで許容する。

・カロリー・タンパク質・脂質に関しては制限しない。



Intervention/Comparison

<Comparison>
地中海食（Mediterranean）
・男性<1800kcal・女性<1500kcal/日
・野菜を多くとり、赤い肉の代わりに鶏肉・魚をとる。
・脂質をカロリーの35%までおさえる。

脂質制限食（Low-fat）
・男性<1800kcal・女性<1500kcal/日
・脂質をカロリーの30%に制限し、
コレステロールは300mg/日へ制限する。



Outcome

<Primary outcome>
・体重、 BMI

<Secondary outcome>
・腹囲
・血圧、空腹時血糖、HbA1c
・肝機能
・T-cho、HDL、LDL、TG
・空腹時血中Insulin、HOMA-IR



批判的吟味

①結果は妥当か

②結果は何か
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①結果は妥当か

・患者はランダム割り付けされていたか

・ランダム化割り付けは隠蔽化されていたか

・Base lineは同等か

・研究はどの程度盲検化されていたか

・追跡率・脱落率はどうか

・患者はIntention to treat解析されたか

・試験は早期中止されたか

・サンプルサイズはどうか



患者はランダム割り付けされていたか

・ランダム化されている

・ランダム化の方法は詳細不明、シミュレーショ

ンとあるのでコンピュータベースか

・性別・年齢・BMI・糖尿病の既往・冠動脈疾患

の既往・スタチンの使用で層別化されている



Base lineは同等か

・Insulin治療中の人数

地中海食で少ない

・ホルモン補充療法中の人数

脂質制限食で少ない

他、三群で大きな違いはない



研究はどの程度盲検化されていたか

・Study designの問題から

患者・現場担当者はblind不可能

・解析者に関しては記述なし



追跡率・脱落率はどうか

・追跡率は100%
・脱落率は

炭水化物制限食で約22%
地中海食で約14%
脂質制限食で約9%



患者はIntention to treat解析されたか

三群とも
Intention-to-treatとして
脱落者を組み入れている



試験は早期中止されているか

・なし



サンプルサイズはどうか

・2±10kgの変化量に関して、各群100人ずつそろえれば

検出力90%・Type 1 errorの確率が5%としている。

・実際に三群とも100人以上は確保できている。



批判的吟味

①結果は妥当か

②結果は何か



②結果は何か

・結果はどのように示されたか

・副作用の大きさはどれくらいか



結果はどのように示されたか

介入終了時の食事・運動に関して

・当然ながら摂取カロリーに占める
炭水化物の割合は炭水化物制限食群
で有意に低下した。
・食物繊維摂取量・不飽和脂肪酸摂
取量は地中海食で最も上昇した。
・その他2年間介入後の食事内容・
運動量に有意な差はみられなかった。



結果はどのように示されたか

<Primary outcome>
・体重は三群とも5-6か月目まで
減少し続け、その後緩やかに上昇
していった。
・炭水化物制限食群は6か月時に
は約-6～7kgと、最も大きな体重
変化を認めたが、2年間介入終了
時の体重は地中海食と大差ない状
態となっている。
・炭水化物制限食・地中海食は二
年間終了時の体重変化で脂質制限
食に比べ体重減少に有意な差を認
めた。



結果はどのように示されたか

<Secondary outcome>

・腹囲は炭水化物制限食=-3.8±5.2cm、
地中海食=-3.5±5.2cm、
脂質制限食=-32.8±5.2cm
であり、三群で有意差を認めなかった。

・収縮期血圧は炭水化物制限食=-3.9±12.8mmHg、
地中海食=-5.5±12.8mmHg、
脂質制限食=-4.3±11.8mmHg

であり、こちらも有意差を認めなかった。



結果はどのように示されたか

<Secondary outcome>
・LDLコレステロール値は
三群とも小幅な減少に
とどまった。
有意差も見られなかった。



結果はどのように示されたか

<Secondary outcome>

・空腹時血糖は地中海食でのみ改善を認め、
この変化は他の二群に対し有意差を示した。

・HbA1cは炭水化物制限食でのみ有意に改善(-0.9±0.8%)した。
・肝機能に関しては三群とも有意な変化を認めなかった。



副作用の大きさはどれくらいか

• 記述なし
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結果を本患者にどのように適用できるか

✔研究結果は自身の診療における患者に適応可能か

本症例は研究対象よりも若年者。

ただしBMIや既往は満たしているため、

ある程度適応可能と考える。

✔研究結果は患者に利益をもたらすか

体重減少だけを考えれば低炭水化物は推奨できるが、

その他の血圧・空腹時血糖など心血管リスクに関連した

アウトカムを考えると地中海食の方が結果は優秀であり、

指導の際には推奨しやすい。
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STEP5 STEP1-4の見直し

Step1

疑問の定式化は特に問題なかったと考える。

Step2

・炭水化物制限食に関する比較試験は文献数がとても多く、絞

り込みに課題が残る。

・カロリー制限を併用しない炭水化物制限食を調べる研究は意

外と少ない。

Step3

・三群比較の評価はとてもややこしい。

・体重やその他のアウトカムに関して、フォローアップの期間

は2年間で十分かという疑問が残る。



STEP5 STEP1-4の見直し

Step 4

・研究結果の体重変化は本症例の実際の場合と似

たような動きを示しており、納得いくものであっ

た。

・炭水化物制限は体重がいったん減少した後の増

加が他の二群にくらべ激しく、維持が難しい、実

際に患者に指導するならば、そこも重要になる。



本症例のその後

✔6か月間で18kgの減量を達成した後、本患者は

炭水化物制限を緩めたところ、続きの半年で緩や

かな体重増加（5kg増）を認めた。服のサイズは

S→Mとなった。

✔地中海食に一時挑戦したものの、カロリー制限

を守ることができず、挫折した。

✔初期研修終了後に総合診療科の後期研修医とな

り、週末のフィットネスを続けている。



結語

✔カロリー制限を併用しない炭水化物制限食は

脂質制限・地中海食と同等の体重減少をもたらす。

✔体重以外の心血管リスクに関わるアウトカムの

改善に関しては地中海食に劣る。そのため、カロ

リー制限が守れる患者であれば地中海食を推奨し

た方がよい。


