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グリセミックインデクスとグリセミックロード⼼⾎管疾患との関係

Glycemic Index, Glycemic Load, and Cardiovascular Disease and Mortality
 n engl j med 384;14 nejm.org April 8, 2021

 

 グリセミックインデクス（GI）とグリセミックロード（GL）が、⼼⾎管疾患に関連性があるこ
とは、
既に⾊々な⽂献より報告がありましたが、今回は雑誌NEJMより、世界規模での、特にアジアにお
ける
調査を報告しています。

 １） 対象は5か国の35〜70歳の137,851⼈で、平均9.5年間（3.2年から11.9年）経過観察
     しています。

    有効登録者は119575⼈でした。
     お国柄の⾷事を配慮して、炭⽔化物⾷品を7分類しています。GIとGLを測定していま

す。
    クオリティの低い炭⽔化物⾷品とは、⾷物繊維成分が少なく、GIが⾼い⾷品をさしま
す。
    主要転帰は、⼼⾎管疾患（⼼⾎管疾患による死亡、⼼筋梗塞、脳卒中、⼼不全）
    及び、死亡率です。

 ２） 期間中に8,780⼈の死亡（3,229⼈が⼼⾎管疾患による死亡で、5,551⼈がその他の原因
     による死亡）と、8,252⼈の⼼⾎管疾患（3,579⼈が⼼筋梗塞、3,840⼈が脳卒中、

     923⼈が⼼不全）の発⽣です。
     ⾼ GI ⾷品と、主要⼼⾎管イベントまたは、死亡のリスクが⾼いこととの関連が、

     ⼼⾎管疾患を有していた参加者（危険率は 1.51）と、有していなかった参加者
     （危険率は1.21）の両⽅で認められています。主要転帰の項⽬のうち、GI ⾼値は、

     ⼼⾎管死のリスクが⾼いこととも関連していました。
    特に、BMIが⾼い⼈にその傾向が著明です。

     しかし、運動、喫煙、降圧薬服⽤、スタチン服⽤とは独⽴した関連性でした。
    GL に関する結果は、ベースラインで⼼⾎管疾患を有していた参加者では、GI に関する

     結果と同様でしたが、有していなかった参加者では、有意な関連は認められませんでし
た。

 ３） 考察

    GIは、耐糖能に直接的な関連性はありませんが、⾷後⾎糖に影響を及ぼし、
     BMIの増加となります。
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ツイート

    つまり、インスリン抵抗性となり、ひいては⼼⾎管疾患の発症となります。
    ⼀⽅で、低GI⾷は、⾷後⾎糖を抑え、コレステロール値の低下とCRP低下、
    さらに⾎圧低下に繋がります。
    本研究では、地域的差異（国家間）は⼗分には解析できませんでした。

私⾒）
 ⼀般的にGIはもう古く、今はGLの時代とする⾵潮がありますが、⾷後過⾎糖の観点からGIも捨
てた
ものではないようです。むしろGLの⽅が、⾷事の併⽤やバランスが⼤事で、これがいけない、あ
れがいい
とは⼀概に⾔えないかもしれません。

  ネットで調べた⼀覧表を下記に掲載します。

1 gl ブログ.pdf

2 宇部⼩児科.pdf

3 gl.pdf

【糖尿病の最新記事】
フォシーガの⼼不全における費⽤対効果
糖尿病治療薬・フォシーガの⼼不全に対する..
新しい⾎糖降下薬のコストパフォーマンス
Ⅱ型糖尿病の⾎糖降下薬・微⼩⾎管と⼼⾎管..
2型糖尿病における⾎糖降下薬

posted by 斎賀⼀ at 22:45| Comment(1) | 糖尿病

この記事へのコメント

糖質に関しては⽇常⽣活に関わるので定期的に意識しないといけないですね︕
私もコンビニに⼊るとついおにぎりを3つ買ってしまうほど炭⽔化物が好きなので最近はサラダと
ゆで卵を最初に⾷べるようにしています。昨⽇は誘惑に負けてラーメンを⾷べてしまいましたが...

Posted by at 2021年04⽉21⽇ 08:53
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