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まぶしい陽差し、澄んだ空、
流れる雲、心地よい風

壱岐島のオリーブ



日本は世界に先駆けて超高齢化社会を迎えています。

その中にあって、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心臓病や脳梗塞

に代表される脳血管障害が日本人の死因のほぼ1/4を占めており、

これらの命にかかわる病気のほとんどは動脈硬化を基盤として発

症します。言い換えますと、動脈硬化を起因とする病気（動脈硬

化性疾患）は悪性腫瘍（がん）と並んでわが国を含め先進工業国

における死亡の主要な原因であり、しかもその多くが50歳以降の

働き盛りの人やこれから人生を楽しもうとする世代に発症します。

幸い治療により回復しても、その後の健康寿命が大きな影響を受

けることになります。

動脈硬化の発生や進行には多くの因子（しばしば危険因子と呼

ばれています）が関係しています。

なかでも高（LDL）コレステロール血症に代表される脂質異常症、

高血圧、糖尿病、肥満などが重要で、これらはどれもが生活習慣

病として位置づけられています。わが国において今や生活習慣病

は国民病となっていますが、問題はそれぞれの生活習慣病にある

のでなく、子供の時に始まり、気づかれることなくその人の生涯

をかけて進行する動脈硬化が、国民病としての生活習慣病の怖さ

の元凶であることをしっかりと理解する必要があります(図1).

脂質異常症やメタボリック症候群などの生活習慣病は
動脈硬化を進行させ、怖い虚血性心臓病や脳血管障害
の原因になります



図1．生活習慣病は今や国民病となっていますが、その怖さの元
凶は動脈硬化です。生活習慣病は動脈硬化を進行・悪化させ、
心筋梗塞や脳梗塞、大動脈瘤や下肢の動脈閉塞などの全身の動脈
を場にした重篤な動脈硬化性疾患（心血管病）を引き起こします。

動脈硬化性疾患は遺伝的素因に栄養過多や身体活動の不足をは

じめとする環境因子が加わり発症します。

生活習慣病に含まれる病態は動脈硬化の危険因子であり、それぞ

れの程度は軽くても重複して持っていると、つまり、持っている

危険因子の数が増加すればするほど心筋梗塞をはじめとする動脈

硬化性疾患の発症が増加します。

過食と身体活動の不足はメタボリック症候群の主要な原因であり、

内臓脂肪の蓄積による肥満、インスリン抵抗性による糖代謝異常

（高血糖）、血圧上昇、高トリグリセライド血症、低HDLコレス

テロール血症の原因となっています。



動脈硬化性疾患の発症を予防するには動脈硬化を進行させる
リスク（危険因子）についての知識を深め、生活習慣の乱れ
を是正することが大切です。

メタボリック症候群では内臓脂肪の蓄積による肥満が根本にあ

り、そのため毎日の食事の管理や積極的な身体活動を心がけるこ

とが重要です。和食は日本の伝統に根ざした文化として海外でも

高く評価されています。日本食パターンの食事（The Japan 

Diet）は動脈硬化性疾患の予防に有効です。肉の脂身や動物脂（牛

脂、ラード、バター）を控え、大豆、魚、野菜、海藻、きのこ、果

物を取り合わせ、雑穀や未精製穀物を取り入れ、減塩に留意した日

本食パターンの食事が推奨されています。

ヨーロッパを中心とした国々では地中海地域の食事が長寿や、

心臓疾患やがんの罹患率の低さと関連していると考えられていま

す。地中海食パターンの食事の特徴は野菜や果物、赤ワインの摂

取が多く、エクストラバージンオリーブオイルをふんだんに使用

し、魚をよく食べ、乳製品や牛肉はあまり食べないことにありま

す。このうちオリーブオイルは健康に良い効果があることが広く

知られており、この効果はポリフェノール成分によるとされてい

ます。オリーブ製品にはオレウロペインやヒドロキシチロソール

と呼ばれるポリフェノールが豊富に含まれており、抗酸化作用や

抗炎症作用に加え、感染やがんの予防など様々な働きがあること

が立証されています。



オリーブオイルに含まれるポリフェノールの濃度は品種や製

造法、貯蔵の仕方などで違いがあり、精製油では62±12 mg/k

g程度ですが、エキストラバージンオイルではさらに高いとされ

ています。注目すべきことはオリーブの葉に含まれるポリフェノ

ールはエクストラバージンオイルに含まれるポリフェノールより

も量も種類も多いことで、ポリフェノールの量は生葉では1,350

mg/kgであるのに対しエキストラバージンオイルでは232±15

mg/kgとの報告があります。このためオリーブの葉は高い濃度の

ポリフェノールを含む栄養補助食品として注目されています。

壱岐オリーブ園ではオリーブの葉を一枚一枚手摘みし、特殊製法

により粉末化し、「オリーブリーフパウダー」として提供してい

ます。この壱岐オリーブ園が提供しているオリーブリーフパウダ

ーには豊富にポリフェノールが含まれており、2018年2月と20

19年2月に採取したオリーブ葉のパウダーの分析から、それぞれ

6,050 mg/100gと8,270 mg/100gのポリフェノールが含ま

れていることが分かっています。

※参考 赤ワイン200mg/100g、ブルーベリー300mg/100g

オリーブの葉やオリーブオイルに豊富に含まれる
ポリフェノールはメタボリック症候群を改善します

最近、オリーブの葉とそのエキス、並びにエキストラバージン

オリーブオイルなどのオリーブ製品の摂取がメタボリック症候群

にもたらす効果についての科学的エビデンスを検証した結果がス

イスの専門誌であるMolecules誌に掲載されました。それまでに英



文で発表された食事と一緒にオリーブ製品を摂取した介入試験の

結果を解析し、オリーブポリフェノールが、オリーブに含まれる

脂質とは無関係に、メタボリック症候群のリスクを軽減すること

を立証しています。なかでも高血糖や高血圧を改善し、低比重リ

ポたんぱく（LDL）の酸化を抑制することを示す説得力のあるエ

ビデンスが得られています（図2）。

また、これよりエビデンスレベルは低いもののオリーブポリフェ

ノールまたはその関連食品の摂取が体重および内臓脂肪を減少さ

せることも分かっています。同様に血液中の脂質の組成を示す脂

質プロフィルの改善を裏付けるエビデンスも限定的ですが得られ

ています。

図2. オリーブポリフェノールはメタボリック症候群に効果が
あり、特に高血圧や高血糖を改善し、低比重リポたんぱく(LD
L)の酸化を防ぐことが高いエビデンスレベルで示されている。
（Saibandithらによる）
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これまでの多くの実験的並びに臨床的研究と疫学的研究から、

悪玉コレステロールとも言われるコレステロールを豊富に含む低

比重リポたんぱく（LDL）の動脈壁への沈着とその酸化による変

性が動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳血管障害という重篤なイ

ベントの発症に関与していることが明らかとなっています。

しかし、一方ではLDLコレステロール値が正常範囲であっても多

くの人が心血管イベントを発症していることも事実です。今日で

は、動脈硬化の原因は一つではなく、脂質異常症を軸にいくつも

のリスク要因が複合した代謝異常を基盤に発生し、その人の生涯

をかけて進行し悪化する多因子疾患として理解されています。命

を脅かす心血管イベントから身を守るには動脈硬化の進行を抑え

ることが肝要です。そのためには脂質異常症やメタボリック症候

群に代表される生活習慣病を上手に管理することが必要で、まず

は食事についての工夫と適度な運動を心がけることが大切です。

そうは言っても生活習慣を治すのは大変です。

上手に食べて程よく運動し、血管元気ではつらつとした人生を送

るよう心がけましょう！
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オリーブパウダー 年度別成分比較表
厚生労働大臣
登録検査機関

栄養分析・機能分析 (一財)食品分析開発センターSUNATEC調べ

栄養分析
（/100ｇ中）

2018年
2月収穫

2019年
2月収穫

機能分析
（/100ｇ
中）

2018年
2月収穫

2019年
2月収穫

エネルギー
Kcal)

353 356
カルシウム

(mg)
750 1,100

タンパク質
（ｇ）

12.5 13.7
鉄

(mg）
6.1 6.3

脂 質
（ｇ）

9.5 9.4
ビタミンE 

(mg）
35.9 39.2

炭水化物 (g) 72.6 70.2
ビタミンC

(mg)
3 66

糖 質 (g) 35.5 38.3
カルシウム 強調表示基準 204mｇ以上

/100ｇ

食物繊維 (g) 37.1 31.9
鉄 強調表示基準 2.04mｇ以上

/100ｇ

灰 分 (g) 4.4 4.7
ビタミンＥ 強調表示基準 1.89mｇ以上

/100ｇ

ナトリウム
(mg)

72.6 27.7
ビタミンＣ 強調表示基準 30mｇ以上

/100ｇ

食塩相当量
（ｇ）

0.18 0.07
ポリフェ
ノール (mg)

6,050 8,270

水 分
（ｇ）

1.0 2
他食品参考：ポリフェノール量

赤ワイン200㎎
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ300㎎
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