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要　旨
Osteoporosis is a disease associated with aging.  Because the disease increases a risk of bone 

fractures which bring other serious problems on highly aged people during their slow recovery, 

a convenient way under a daily lifestyle for the aged people is necessary to save from the 

disease.  Bone density is maintained with a balance of activities between a generation by 

osteoblast and a resorption by osteoclast.  Antioxidants like polyphenol in green tea are also 

expected to prevent to the disease because osteoclast produces free radicals and they activate 

the bone resorption.  We report here the daily intake of green tea polyphenols assists a lifestyle 

with moderate intensity exercises to maintain human bone quality in healthy.

1．はじめに

　高齢社会を迎えた日本国は，介護が必要と
なる高齢者が増加している。骨粗鬆症の高齢
者の転倒による骨折は，介護が必要となる主
な原因である1）。骨粗鬆症の予防には，成長
期に最大骨量を増やし，骨密度を維持するこ
とが必要になる。骨密度の維持には，カルシ
ウムやビタミンD等の栄養摂取と適切な運動
により，骨代謝のバランスを正常に保つこと
が効果的である。骨代謝は，骨芽細胞による

骨形成と破骨細胞による骨吸収の活動バラン
スで成り立っている。骨に負荷を与える運動
は，骨芽細胞による骨形成を促進させる。破
骨細胞が活性酸素発生源になり，活性酸素に
よって破骨細胞の活性は上昇することが報告
されている。活性酸素の軽減に効果がある抗
酸化物質は，破骨細胞の活性化を減弱化する
と考えられる2）。ラットを用いた研究は，緑
茶ポリフェノールが骨減少を緩和させる可能
性を示唆している3）。お茶は，エピカテキン
類や，抗酸化作用を有するビタミン類，アミ
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ノ酸類，無機類を豊富に含んでいる。本研究
では，運動に伴った緑茶ポリフェノール摂取
が高齢者の骨吸収を抑制することを報告す
る。そして，誰もが実行可能な骨粗鬆症の予
防方法として，緑茶摂取と散歩や家事などの
身体活動を増やすことを提案する。

2．方法

　愛知県清州市在住で，週に1回，健康教室
に通っている60～80代の男性3名と女性11

名の健常者を対象として，3ヶ月間，サプリ
メントを毎日摂取することを依頼した。摂取
開始前と摂取期間中に，骨量と体組成の測定
調査を行った。そして，対面式の面接調査に
よって，食事調査と生活活動の調査を行った。
調査内容と目的の説明は，口頭及び文書に
よって行い，被験者より調査協力の意志表示
を確認した。健康教室では，筋肉トレーニン
グを含めた体操を30分間程度行っている。
サプリメントは，2種類用意した。カテキン
（360mg）とビタミンD（5.85μg）を含むア
クティブ・サプリメントと，ビタミンD（5.85

μg）を含むプラセボ・サプリメントである。
被験者には，サプリメントがアクティブであ
るのかプラセボであるのかは，事前に告知し
ていない。骨量の測定は，超音波骨量評価装
置（SENSA，骨年齢計MARK8800）を用いて，
サプリメント摂取開始前，28日後，56日後，
84日後（84日後に測定できなかった一部の
人については，91日後）に，行った。同時に，

家庭用体組成計（株式会社カインズ，体重体
組成計，ボディスケールGT-31301V）を用い
て，体組成を測定した。測定項目は，体重，
体脂肪，体水分，筋肉量，基礎代謝量である。
　食事調査は，建帛社の食物摂取頻度調査票
（FFQg）を用いた。1週間の生活活動量は，
厚生労働省が公表している表に従って換算し
たメッツ値で評価した4, 5）。

3．結果

　被験者14名において，プラセボ・サプリ
メント摂取群の中の6名と，アクティブ・サ
プリメント摂取群の中の5名が，100％の摂
取率であった。全体の摂取率は，97％であっ
た。今回，各被験者の全ての調査数値は，正
常範囲内であった。
　被験者の特徴として，被験者の年齢，身長，
体重，BMIの「平均値±標準偏差」を表1に
示す。アクティブ群に男性が3名含まれるた
め，身長と体重の値が大きくなっている。し
かし，BMIは，ほぼ同じと見なせる値である。
本研究の被験者は，疾病にかかる率が最も少
ない標準体重の集団であると考えられる。
　表2は，食事調査より得られた被験者全員
の平均値を示す。エネルギー摂取量の平均値
1892kcalは，必要量の90％以上に当たり，適
切な摂取量であると判断される。アクティブ
群の平均摂取量は，1894kcalであり，プラセ
ボ群の平均摂取量は，1889kcalであった。カ
ルシウムの平均摂取量は，推奨量を上回る値

表1 被験者の特徴

特　　徴
被験者全員
（n＝14）

アクティブ群
（n＝7）

プラセボ群
（n＝7）

年齢（歳） 73.9±4.4 74.7±4.6 73.1±3.7

身長（cm） 151.6±6.8 153.3±8.4 149.9±3.2

体重（kg） 50.2±7.1 52.4±7.6 47.9±5.1

BMI（kg/m2） 21.8±2.7 22.3±2.9 21.3±2.2

表2　食事調査の結果

緑茶摂取（杯） 5.4±2.8

エネルギー摂取量（kcal） 189.2±397.1

カルシウム（mg） 720.9±157.1

ビタミンD（μg） 8.7±3.6



― 95 ―

運動と緑茶ポリフェノール摂取による骨量減少の緩和効果
 

（高井一美，岸上明生，長谷川昇）

であり，カルシウム不足の問題がない良好な
状態であった。アクティブ群の平均カルシウ
ム摂取量は，推奨量の110％であり，プラセ
ボ群の平均カルシウム摂取量は，推奨量の
121％であった。ビタミンDの平均摂取量は，
目安量以上であった。サプリメントには，ビ
タミンDが5.85μg含まれており，今回の調
査期間内において，全員のビタミンD摂取量
は，目安量を上回っていた。一方，ビタミン
Dの耐容上限量は，50μgであるが，サプリ
メントのビタミンD量を食事摂取量に加えて
も耐容上限量の1/3量にも満たない。した
がって，摂取不足や過剰摂取による問題のな
い良好な状態であったと考えられる。
　厚生労働省策定の「健康づくりのための運
動基準」では，身体活動・運動量の基準単位
にMETSを用いる。1METSの運動を1時間続
けたときの身体活動量を1エクササイズ（Ex）
とし，身体活動量の単位として用いている。
「健康づくりのための運動基準」は，「1週間
に23METS・時＝23 Exである。このうち4 

METS・時（Ex）は活発な運動（3METS以上）
を含むことが望ましい」としている。アクティ
ブ群とプラセボ群も身体活動量は23 Exを上
回っており，被験者は，日常的に積極的に体
を動かして生活していた。表1，2の結果は，
本研究では，標準体重で良好な栄養状態も良
く推奨量以上の身体活動量の被験者に対し
て，サプリメント効果を検討したことを示す。
　体重，体脂肪，体水分，筋肉量，基礎代謝
と言った身体組成について，値の変動は，3ヶ
月間でほとんど認められなかった。また，ア
クティブ群とプラセボ群の間を比較すると，
次のような変動幅であった。体重の変動は，
アクティブ群はおよそ0.7kg以内であり，プ
ラセボ群はおよそ1kg以内であった。体脂肪
は，アクティブ群で2％以内であり，プラセ
ボ群でおよそ1％以内であった。体水分は両

群ともおよそ1％以内であった。筋肉量は，
アクティブ群で0.7kg以内であり，プラセボ
群で0.6kg以内であった。基礎代謝量は，ア
クティブ群は15kcal以内であり，プラセボ群
でおよそ20kcal以内であった。変化率の平均
値で比べると，体重は，アクティブ群で1.22％
であり，プラセボ群で0.94％であった。体脂
肪率は，アクティブ群で3.78％であり，プラ
セボ群で2.13％であった。全般的に，アクティ
ブ群とプラセボ群の間で大きな違いはなかっ
たと判断される。サプリメント摂取が，被験
者の身体全般にわたって大きな影響を与えな
かったと考えられる。
　骨密度に対する効果は，踵骨の超音波伝播
速度測定の結果で評価した。結果を表3に示
す。超音波伝播速度は，調査期間中に変化が
認められる。3ヶ月間の超音波伝播速度の変
動幅は，アクティブ群で60～320m/sであり，
プラセボ群で40～ 420m/sであった。84日後
の超音波伝播速度の平均値は，アクティブ群
が1787m/s，プラセボ群が1811m/sであった。
サプリメント摂取開始前と84日後の差を比
較するとアクティブ群が69.5m/sであり，プ
ラセボ群が68.6m/sであった。アクティブ群
の方が大きい数値を示したが，有意差はな
かった。超音波伝播速度の測定値の差は，骨
年代に換算することで，数値の差を骨年齢の
変化として理解しやすくなる。超音波伝播速
度より換算した骨年代の値を表4に示す。骨
年代の3ヶ月間の値の変動幅は，アクティブ
群は10～40歳であり，プラセボ群で10～60

歳であった。3ヶ月後の骨年齢の差は，アク
ティブ群で9.3歳相当の減少であり，プラセ
ボ群で7.1歳相当の減少であった。アクティ
ブ群とプラセボ群の測定値を平均化した比較
では，両群の骨量数値の間に有意な差が認め
られなかった。被験者の身体組成や生活習慣
などに個体差が大きいため，被験者群を平均
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値で比較する分析では，サプリメントの影響
による骨量変化が個体差の変異幅に埋もれて
いるために十分な検討ができていないと考え
られる。
　アクティブ群とプラセボ群の比較を各被験
者の骨量変化で検討した。表4より，各被験

者別に骨年代が下がった場合を判定し，3ヶ
月後に骨年代が減少した被験者数を数えた。
結果は，アクティブ群で5人（n＝6）であり，
プラセボ群で2人（n＝7）であった。次に，
それぞれの群内について，骨年代が減少した
被験者の割合を計算した。図1に示すように，

表3　各被験者の超音波伝播速度（m/s）の結果

摂取前 28日後 56日後 84日後

アクティブ群

1740 1540 1760 1800

1800 1600 1920 1920

1820 1860 1880*

1600 1640 1980

1760 1540 1540 1820

1560 1840 1560 1600

1740 1520 1740 1700*

プラセボ群

1700 1740 1740 1700

1600 1960 1780 1980

1900 2000 1620 1920

1740 1720 1760 1680

1860 2040 1620 1920

1680 1840 1740 1700

1720 1740 1740 1780

＊は91日後に計測した。

表4　超音波伝播速度より換算した各被験者の骨年代（歳代）

実年齢（歳） 摂取前 28日後 56日後 84日後

アクティブ群

71 60 90 60 50

69 50 80 40 40

75 50 40 40*

82 80 70 30

77 60 90 90 50

71 90 50 90 80

79 60 90 60 70*

プラセボ群

74 70 60 60 70

70 80 30 50 30

69 40 30 80 40

74 60 60 60 70

70 40 20 80 40

77 70 50 60 70

79 60 60 60 50

＊は91日後に計測した。
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アクティブ群が83％であり，プラセボ群が
29％であった。アクティブ群の骨年代減少者
率は，プラセボ群に比べて2倍になっている。
標準体重の被験者が，栄養状態も良く身体活
動量も推奨量以上ある状態で，97％という高
いサプリメントの摂取率の下，骨密度の状態
に差が出たことは，アクティブ群が摂取した
緑茶ポリフェノールによってもたらされたと
考えられる。

4．考察

　本研究により，70歳代の男女にとって，
緑茶摂取と3 METS以上で23 Ex/週以上の運
動が，骨量減少に抑制効果があると示唆され
た。疾病にかかる割合の低い標準体重で，適
度な運動を行うことは，健康を維持できる日
常条件として一般的に認知されるが，運動習
慣に緑茶ポリフェノールを組み合わせること
は，骨量増加にさらに有効であると考えられ
る。
　緑茶は機能性食品として成分を強化したも
のや健康志向でカロリーの少ない清涼飲料水
として販売されている。食習慣に緑茶を飲む
ことやウォーキングなどの負荷の少ない運動
を日々の生活の中に加えることは，日常の生
活習慣を手軽に無理なく変えて骨粗鬆症の発
症を予防する方法になると考えられる。
　本研究で，両群の骨密度の差が有意な数値

差で現れなかったことは，被験者個人の食生
活習慣の影響が大きいと考えられる。特に，
緑茶の摂取量は，個人習慣の幅が大きい。表
2に示すように，被験者は，サプリメント以
外でも緑茶を摂取している。アクティブ群に
比べ，1名を除いたプラセボ群の被験者の方
が，緑茶を多く飲んでいた。プラセボ群の被
験者の中で，3名は，1日に1L以上緑茶を常
飲していた。アクティブ群のサプリメントに
よる緑茶ポリフェノール摂取量は，緑茶に換
算するとおよそ1140mLになる。プラセボ群
の緑茶摂取量がもっと少ない状態であれば，
アクティブ群と比較して骨密度が減少が激し
いかもしれない。アクティブ群はサプリメン
トにより確実に緑茶ポリフェノールを摂取し
ているが，プラセボ群の被験者が実際に摂取
している緑茶ポリフェノール量は，茶の種類
や抽出濃度等により変化するため，明らかに
できない。緑茶の摂取量だけでなく緑茶の種
類や抽出濃度などを考慮した調査をさらに進
める必要がある。
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