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「メタボリックシンドロームと栄養」 
                       深谷赤十字病院 栄養課長 永 井 恭 子 

放射線技師会第５０号記念誌発刊おめでとうご

ざいます。 

今回、当院の清水技師長から「メタボリックシン

ドロームと栄養」についてのお題をいただきました

が、その本題に入る前に放射線治療と栄養について

感じるところがあったので、少し語らせていただき

たいと思います。 

放射線治療による食事摂取への影響をリアルに

感じたのは平成１８年初頭のこと（遅過ぎですみま

せんって感じですが）、リニアック治療後の患者様

からの一通のご意見がきっかけでした。「リニアッ

ク治療の副作用の中に食道炎が有りますが、この症

状が出ると痛みやしみたりして食事が喉をとおら

なくなります。自分の経験だと食事を冷蔵庫で冷し

て食べると比較的楽に食べられるようです。熱々の

物より冷たい物の方が良いようです。今後のために

も検討してください。」との内容でした。この患者

様に直接お会いしたところ、副作用は治療後２週間

位して発現し１ヵ月位症状が続いたこと、パサつい

た食品（バナナ等）・酸味・刺激物はひっかかり感

があったりしみたりすること、甘くてヒンヤリした

物が食べやすいことなど仰っていましたので、ご意

見を参考に、冷したレトルト粥・冷たいレトルトス

ープ・冷し茶碗蒸し・プリンやゼリーなどのデザー

ト類等を組み合わせた食事で対応してみました。

「早く良くなるためにはしっかり栄養を摂りたい」

という患者様の気持ちに少しでも応えるためには、

栄養状態の低下を防ぐような工夫が必要です。 

放射線治療の副作用は照射方法、照射部位、照射

線量などによっても違いがあるため、個人差が大き

いようなので、患者様のご意見を伺いながら、これ

からも個別に対応したいと考えています。そんな時、

現実には放射線についての専門的知識がどうして

も（いや、全くですね）不足していますので、これ

からもＮＳＴ活動などをとおし放射線科と連携を

とりお世話になっていきたいと思います。 

 

 
※当院ＮＳＴ病棟回診中の１コマ 

 

さて、「メタボリックシンドロームと栄養」につ

いてですが、そもそもメタボリックシンドロームと

は「内臓脂肪症候群」とも呼ばれ、内臓のまわりに

体脂肪が蓄積する内臓脂肪型肥満に加え、高血圧、

糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を重複して発

症する状態のことです。死の四重奏と呼ばれる高血

圧、糖尿病、脂質異常症は、お互いが密接な関係を

もっていて、それぞれの数値がそれほど悪くなくて

も動脈硬化の進行を加速させ、心筋梗塞や脳梗塞を

起こす危険性を高めてしまいます。 

メタボリックシンドロームの診断基準について

は、皆さん様々な場面で目にする事も多いと思いま

すのでここに細かく載せませんが、その基本となる

のはウエスト周囲径です。平成２０年４月から特定

健診・特定保健指導が開始され、身長や体重に関わ

らずウエスト周囲径の基準を一律に男性８５ｃｍ

以上、女性９０ｃｍ以上としていることで違和感を

もつ人が多いようです。この数値は今後修正される

可能性もありそうですが、個人的には男性でなくて

良かった（８５ｃｍはちょっと厳しいよ）と思った

り思わなかったり。 

ぽっこりお腹の人、お腹が出ているのに指でお腹

をつまんでもたいして厚みがない人、揚げ物など高

脂肪食を好んで食す人、アルコール大好きな人、こ

んなあなたはメタボ要注意人物です。 

平成１８年国民健康・栄養調査結果の概要を見る

と、４０～７４歳の男性２人に１人・女性５人に１

人がメタボリックシンドロームを強く疑われる者

（推計約９６０万人）または予備軍（推計約９８０

万人）、両方併せると約１，９４０万人にも上るそ

うで、予防・改善のためには生活習慣を見直して内

臓脂肪をためないことが重要です。 

内臓脂肪を減らすためのポイントとしては、 

・ １日３度の食事リズムを作ること 

・ 朝食抜き、夜遅くの食事、間食の摂り過ぎなど

勧められない食習慣は改めること 

・ アルコールは飲み過ぎ注意 

・ 自分の必要エネルギーを知り摂取し過ぎない

ようにする 

・ 脂肪、炭水化物は摂り過ぎ注意 

・ 野菜を十分に摂取すること 

・ 良質のたんぱく質（魚、脂身の少ない肉、大豆

製品など）を適量摂取すること 

・ 禁煙すること 

・ 定期的に運動すること 

・ 悪いと思った日常生活は変えてみること 

などがあります。 

 日常、様々な人と会話すると各々食生活は千差万

別で、当たり前ですがそれまで生きてきた生活が背
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景にあるため、行動変容することは「容易じゃない」

と思います。そうかと思うと「朝バナナダイエット」

が話題になり、健康マニアが増殖している現実も確

かに有るわけで、テレビ番組やインターネットで情

報が氾濫する中、「炭水化物・たんぱく質・脂質の

バランスのとれた食事」という基本を押さえた内容

に着目して欲しいものです。その人にとって何をチ

ョイスすることが正解かの判断は難しいところで

すが、自分の生活習慣を見直してみることも自分自

身の健康のためには必要かなと感じます。 

 さて、ここまでお付き合いくださいましてありが

とうございます。文字ばかりで飽きてきたところで

しょうから、ここからは深谷赤十字病院一押しのお

魚料理レシピを紹介させていただきます。 

「栄養課！勝手にランキング」と題して、当院で患

者様に食べていただいている料理の中で特に評判

の良い料理をランキング形式でお届けします。 

『魚料理編・第３位』は 

「鮭のホワイトソースかけ」です。 

鮭といえば家庭でも良く出てくる魚ですよね。 

この料理のポイントはホワイトソース作りかな？

彩りとしてソースの中にチンゲン菜を入れていま

す。鮭は蒸しているのでホワイトソースでもあっさ

り味・カロリーオフに仕上がっています！ 

 

「鮭のホワイトソースかけ」 

材料（２人前） 

生鮭   ２切 

バター  10ｇ 

小麦粉  10ｇ 

牛乳   60ｃｃ 

チンゲン菜 40ｇ 

コンソメの素 1ｇ 

塩・コショウ 少々 

 

作り方 

① チンゲン菜は１ｃｍ幅に切り下茹でしておく。 

② 鮭は塩・コショウで下味を付け、蒸し器で１５

分程度加熱する。 

③ 鍋にバターを入れ弱火にかける。バターが完全

に溶けて細かい泡が立ったら小麦粉を入れ、焦

がさないように混ぜながら炒める。 

④ 粉とバターがなじんでトロッとした状態にな

ったら、人肌に温めた牛乳を加えて鍋底からし

っかり混ぜ、とろみがつくまで加熱する。 

⑤ ④にコンソメの素を加え、塩・コショウで味を

調えたら、①のチンゲン菜を加えてひと煮立ち

させればソースの完成！ 

⑥ 皿に②の鮭を盛り、ソースをかければ出来上が

り。（付け合せは好みのもので） 

 
 

『第２位』は「かじきと白菜の炒め煮」です。 

この料理は野菜がしっかりとれて見た目もボリュ

ームがあり、とても患者様に好評です。にんじんと

絹さやで彩り良く仕上げましょう！ 

 

「かじきと白菜の炒め煮」 

材料（２人前） 

めかじき ２切れ 

しょうゆ 小さじ 1   だしの素  １ｇ 

みりん  小さじ１   しょうゆ 小さじ２ 

白菜   140ｇ     みりん 小さじ２弱 

にんじん   20ｇ   水    100ｃｃ 

絹さや   適宜     

緑豆春雨（乾燥）10ｇ  

サラダ油  適量 

 

作り方 

① めかじきを食べやすい大きさに切りＡの調味

料に１５分ほどつけておく。 

② 緑豆春雨は５ｃｍくらいに切り熱湯に5分ほど

浸し戻しておく。 

③ 白菜・にんじんは短冊切りにする。絹さやは茹

でて斜め２等分にしておく。 

④ フライパンに油をひき①のめかじきを中火で

両面を焼き、１度取り出す。 

⑤ フライパンの汚れを軽くぬぐい、白菜と人参を

軽く炒めたら②の春雨とＢの調味料を入れる。 

⑥ 全体が沸いて野菜に火が通ったら取り出して

おいためかじきを戻し入れ、ひと煮立ちしたら

器に盛り、絹さやを飾る。 

 

ちょっと一言 

Ｂの調味料は市販のめんつゆでも代用できます。青

みで絹さやを添えましたがお好みの野菜でもＯ

Ｋ！ 

 

Ａ 

Ｂ 
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北風が強くなってくると、どこからかフッと匂っ

てくる煮物の香りが何だか妙に心にしみません

か？鍋におでんにシチューなど、寒い季節になると

食べたくなるメニューには大勢で囲んで食べるも

のが多いような気がします。人のぬくもりで温まり

たくなる人間の本能なのでしょうか？ 

『魚料理第 1位』は大根の美味しくなる寒い季節

にお薦めの「ムニエルおろし煮」です。 

大根おろしには消化を助ける働きもありますので、

煮込み過ぎずにサッと仕上げましょう。 

  

「ムニエルおろし煮」 

材料（２人前） 

鱈（白身魚） ２切れ 

大根おろし  100ｇ  

塩・こしょう 少々   だしの素   1ｇ 

小麦粉 適宜      砂糖   小さじ２ 

油   大さじ１    みりん   ４ｃｃ 

            醤油   小さじ２ 

            水     50ｃｃ 

            万能ねぎ  適量 

作り方 

① 鱈（白身魚）はペーパータオルなどで水気をと

り、塩・こしょうで軽く下味をつけておく。 

② 大根おろしとＡの調味料を小鍋に入れひと煮

立ちさせる。 

③ ①の鱈に小麦粉を薄くまぶし余分な粉をはた

き落としたら、フライパンに油を熱して中火で

両面に焼き色をつけ、中まで火を通す。（何度

もひっくり返さないのがきれいに仕上げるコ

ツです。） 

④ 焼けた鱈を器に盛り、②のおろしだれをかけ、

小口切りにした万能ねぎを散らせば出来上が

り！ 

 

 
 

 

 以上、当院「はなみずき」に好評連載中の勝手に

ランキングから、魚シリーズを紹介してみました。 

すべて、家庭でも簡単にできるレシピなので、是非

みなさんも得意料理のレパートリーに加えてくだ

さいね！ 

  

 

 

さあ、あなたの行動変容のポイントは何でしょう。

不慣れな栄養価計算をしゃかりきにやったり、ガシ

ガシ運動始めちゃったりしたら長続きしないこと

が多いですよね。「忙しくて運動は無理」という人

は家でもできる筋力トレーニングを試してみる、

「今まで食べ過ぎてた」という心当たりがある人は、

腹八分目を心がけたり、お酒やおやつなどの嗜好品

をちょっとでも減らすといった、自分にもできそう

なことを見付けて取り組んでいただけると良いの

ではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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３Ｄ－ＳＳＰによる脳機能統計画像解析について 
日本メジフィジックス株式会社 製品企画第一部 渡邊 清貴 

 
【緒言】 

FDG-PET や脳血流 SPECT などの代謝・機能画像

は形態学的変化を来たす以前の異常を早期に検出

することが可能である。認知症においては 1980 年

代からⅩ線 CT や MRI で形態的な異常が出る前に

異常が検出される例があることは報告されてきた

が、治療薬もまだなく主に研究目的で行われてきた。

一方、視覚的読影においては、経験による正診度の

違い、微細変化検出の不確定さ、正常範囲との比較

や、３次元的な病変の広がりの把握が困難であるこ

となどにより、異常判定には熟練を要していた。従

来、脳糖代謝 PET/脳血流 SPECT では、頭頂・側頭

連合野の代謝/血流低下がアルツハイマー病の特徴

的所見とされていた。PET/SPECT の画像評価には

下記のような要件などが求められる。 
① 読影者による bias がない 
② 再現性が担保される 
③ 視覚的に評価しやすい 
④ 被験者の解剖学的な多様性による bias がない 
⑤ 解剖学的な情報の保持 
⑥ 効果的なデータ量の削減 

Michigan 大学（現シアトル Washington 大学）の

蓑島先生は 90 年代初頭より統計学的画像解析法を

開発し、世界で始めて Lancet にアルツハイマー病

で後部帯状回の代謝低下がみられることを報告し、

3D-SSP(3D-Stereotactic Surface Projections)解析が確

立した（図１）。その後、代謝と血流は通常はパラ

レルに変動するため、3D-SSP 解析は脳血流 SPECT
にも応用されるようになり、脳血流 SPECT 画像で

も FDG による代謝画像と同様の所見が得られ、多

くの施設で認知症の早期診断や鑑別診断に補助的

に用いられるようになった。3D-SSP 解析のインタ

ーフェースソフトである iSSP は 2000 年から研究・

実験用として無償配布されている。 

 
 
【解説】 
賦活試験などの群間比較のために開発された

SPM と異なり、3D-SSP 解析は認知症などの変性疾

患の診断のために開発された。健常者データベース

と比較するためには、脳の大きさや形を同じにする

必要があるため、まず被験者の脳機能画像の解剖学

的標準化を行い、脳形態の個人差を解消する。その

templateとしてはTalairachの標準アトラスが用いら

れる。3D-SSP の解剖学的標準化は脳の大きさを合

わせる線形変換と白質から大脳皮質に向かって走

行する神経線維に沿って合わせ込みを行う非線形

変換（warping）により行われる。認知症が対象と

なる場合、高齢者が多く大脳萎縮が問題となる。ま

た、解剖学的標準化も完全ではなく標準脳 template
との差異も一部残る場合がある。そのような問題を

解決するために、3D-SSP 解析ではデータベースと

比較する前に皮質の機能情報を三次元表示の標準

脳の脳表へデータ抽出（三次元定位脳表面投射）し、

予め萎縮や解剖学的標準化の誤差を除いてから、健

常者データベースとピクセル毎に統計学的手法を

用いた比較を行う（図２）。これが 3D-SSP 解析の

名前の所以であり、他の統計学的手法と最も異なる

点である。 
データ抽出は、解剖学的標準化が行われた画像に

対して脳表から三次元的に垂線を引き、6 ピクセル

（2.25mm×6＝13.5mm）の深さのうち最大値を脳

表に抽出することにより行われる（図 3）。大脳皮

質は数 mm しかないため、萎縮や解剖学的標準化の

多少の誤差があったとしても、このデータ抽出によ

って影響を最小限にすることができる。この脳表血

流画像をデータベースと比較することにより、ピク

セル毎に Z-score を算出し、血流・代謝の低下もし

くは増加画像として表示する。Z-score はデータベ

ースの平均ピクセル値から被検者ピクセル値を減

じてデータベースの標準偏差で除することで算出

される。したがって、標準偏差の分布と考えるとわ

かりやすい。SPECT の画像は相対的なカウントで

表されるため、データベースと比較する際にはカウ

ントを揃える必要がある（カウントの正規化）。

3D-SSP 解析ではその基準部位として、全脳（GLB）、
視床（THL）、小脳（CBL）、橋（PNS）の 4 部位を

採用している。通常は全脳の正規化を参考にするが、

全脳のびまん的な集積低下や大きな集積低下があ

ると正規化後の全脳平均カウントが持ち上げられ

るため Z-score を過小評価する。そのような場合に

は小脳などの他の基準部位を参考にする。 

図１ 
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3D-SSP 解析の脳表 Z-score は萎縮の影響や標準

脳変換時の誤差を最小にするなどの利点があるが、

脳表解析であるため線条体や側頭葉内側など一部

解析対象とならない部位が存在する。そのため最近

のバージョンでは断層画像での Z-score 解析もでき

るようになり（Tomographic 解析、図 4）、逆変換－

co-registration－fusion によって被検者脳画像（MRI
など）に Z-scoreを表示できるようになった（図 5）。 

 
 

 
 

 
 
PET/SPECT による脳機能画像は特に統計学的画

像解析を行うことにより、認知症の早期診断・鑑別

診断に有用とされている（図 6）。アルツハイマー

型痴呆画像診断ガイドライン（平成 15 年当時はま

だ痴呆と呼称）では PET/SPECT などの脳機能画像

はアルツハイマー型痴呆（AD）の診断精度向上に

有用とされ、視察法は中等度以上の AD 症例で側頭

頭頂葉皮質の血流・代謝低下を確認しやすく、全例

で施行されることが推奨されている（グレード A）。

しかし、軽度から中等度の AD 症例では視察法では

AD に特徴的な血流・代謝低下パターンを検出でき

ないことがあるため、3D-SSP 解析などの統計学的

画像解析は可能な限り行い、後部帯状回の血流・代

謝低下を検出することが推奨されている（グレード

B）。 

 
 
3D-SSP 解析は 2004 年米国核医学会（SNM）に

て image of the year に選ばれた演題に採用され、ま

た 2006年には FDG-PETによる 3D-SSP解析が FDA
の認可を受け一部の PET 装置に搭載され、2008 年

には SNM Brain Imaging Council でも紹介され、国

際的にも認知された解析法である。日本国内では、

種々のマルチセンタートライアル（MCT）に 3D-SSP
解析が採用されている。IMP-SPECT を用いた軽度

認知障害例(MCI)のアルツハイマー病へのコンバー

トを予測するためのスタディである J-COSMIC、同

様内容で FDG-PET を用いたスタディとして

図２ 

図 3 

図 6 

図 4 

図 5 
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SEAD-J、特発性正常圧水頭症へのシャント術の効

果を評価するためのスタディとして SINPHONI な

どである。 
このような統計学的画像解析では、結果画像であ

る Z-score 画像を読影する前に下記の事項を確認す

る必要がある。iSSP では解析画面上で角度変換、

スライス範囲変更、background cut などを行うこと

ができる（図 7）。 
① データベースと比較するため解剖学的標準

化が行われるが、その精度が結果に反映され

るため（特に断層画像では顕著）、解剖学的

標準化が適切に実行されたかを確認する。

iSSP では解剖学的標準化の誤差を極力除く

ため、データベースと比較する前にデータ抽

出している。もし、解剖学的標準化がうまく

行われていない場合は、iSSP 上で画像の傾き

を補正、スライス範囲を変更、background を

cut する、などを実行してみる。 
② 結果画像である Z-score 画像だけでは適切に

画像処理が行われたか確認が困難なため、脳

表画像や断層画像により血流分布画像を確

認する。iSSP では脳表血流画像が結果画像に

必ず表示され、血流分布画像も容易に確認で

きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 結果画像である Z-score 画像は比較するデー

タベースに依存するため、使用するデータベ

ースの特徴を認識し、再構成条件の違いやデ

ータベースの平均画像・標準偏差画像を把握

しておく。 

 
 
【結語】 
このように 3D-SSP 解析は PET/SPECT の脳機能

画像の統計画像解析法として世界的にも認知され、

種々の MCT にも採用され、また特に認知症疾患の

早期診断・鑑別診断のためのツールとして多くの施

設で検討・評価が行われている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 


