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作物はなぜ糖尿病にならないか
カリウムとマグネシウム不足ラットの雄は雌より先に死亡

ショ糖とグルコースの違い
カリウムとマグネシウムが、植物のエネルギー源である光合成産物・ショ糖（スクロー
ス）を根や果実へ転流するのに重要な役割を果たしていることはすでに紹介した１）（参考
図参照）。大部分の作物はショ糖の形態で、光合成産物を根や果実に転流する。このこと
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ている。このグルコ

植物におけるショ糖の転流に関しては、上の伴細胞の所に注目。ショ糖が低濃度
のアポプラストから高濃度の師管への搬入にはエネルギーが必要であるが、細胞
膜型のプロトンポンプがATPのエネルギーを利用して、プロトン（H+)を細胞膜外に
能動輸送し、膜電位をｰ120mV～ｰ160mVに保ち、このエネルギーでショ糖やカリ
ウムは師菅内に搬入される。伴細胞にあるカリウムチャンネル(AKT2/3）が欠失す
ると、師管中のショ糖濃度は1/2になることも明らかにされている。すなわち師管内
のショ糖輸送には、プロトンポンプとカリウムチャンネルが関与している。プロトンポ
ンプはATPで働くがATPにはマグネシウムが必ず必要。したがって、植物のショ糖
転流にはカリウムとマグネシウム栄養条件が関与する。（詳しくは文献１参照）

ースの細胞内への取
り込みがうまくいか
ないのが糖尿病であ
る。しかも糖尿病は
網膜症、腎症、神経
障害の三大合併症を
生じるだけでなく、

動脈硬化の危険因子にもなる。合併症発生の主因が、グルコースはアルデヒド基（-CHO）
を持った還元糖であり、タンパク質と容易に結合するためである。
グルコースがタンパク質と結合するのは食品加工で知られているメイラード反応と同じ
である。上白糖を用いホットケーキを作ると、加熱により褐色化する。褐色は加熱によっ
て生じるが、常温でも同様の反応が時間をかけて血管内で生じている。なお、ホットケー
キの場合、メイラード反応をしているのは上白糖にはショ糖が分解した転化糖（グルコー
スと果糖）が含まれているためである。ショ糖の結晶だけのグラニュー糖ではホットケー
キは白色になる。グラニュー糖のさっぱりした味に比べ転化糖は甘みが強く感じられる。
上白糖は糖液を結晶化させたあと、わざわざ転化糖を加えている。
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グルコースの細胞内への取り込み
ヒトの細胞へのグルコース取り込みには、グルコーストランスポーター（GLUT)が関
与する。ヒトの GLUT には 10 種類以上の型があり、細胞によって型が違っている。GLUT1
は胎盤に、GLUT2 は肝臓に、GLUT3 は脳に、GLUT4 は筋肉と脂肪に、GLUT5 は小腸に
と、それぞれの臓器に
特に多い。GLUT2 は腎
臓や小腸にもあるが、
GLUT4 は筋肉と脂肪に
しかなく、これが血糖
調節のキーになる ２）。筋
肉も脂肪も何十キログ
ラムもの大きさがあり、
体の中での最大の臓器
である２）。
３）

林 達也 ら (2002)

図１ 骨格筋における糖取り込みとｸﾞﾙｺｰｽ輸送体GLUT4の細胞膜への移行

通常 GLUT4 は、図１
の左側に示すようにイ
ンスリンが作用するこ

とにより細胞膜に移行しグルコースを吸収する。歩行などの軽い運動を 20 ～ 30 分すると
血糖値が下がるが、インスリンによらなくてもグルコースが取り込まれるしくみもある（図
１の右）。軽い運動によってできる ATP （アデノシン三リン酸）の分解産物が AMP キナ
ーゼを活性化し、それが糖を取り込む仲立ちをしている。糖尿病対策に軽い運動が勧めら
れるのも図１の右側の働きによって血糖値が低下するためである２、３）。
グルコースはタンパク質と結合しやすい
グルコースはショ糖と異なりアルデヒド基をもつため濃度が高くなるとタンパク質と結
合する。血中糖度の指標になる HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）で知られているよ
うにヘモグロビンとも結合するが、LDL コレステロール（悪玉）と結合してできる糖化 LDL
は血管壁に沈着しやすい。生体内で生じた活性酸素は、抗酸化酵素である SOD（スーパ
ーオキシドディスムターゼ）やカタラーゼの働きによって除去されるが、血中の高糖度は
SOD やカタラーゼも非酵素的に糖化する。糖と結合したタンパク質は変性し本来の活性
はない。これらが変性すると、活性酸素消去系の働きが弱り、LDL も酸化される機会が
増える。糖化 LDL や酸化 LDL は、動脈硬化の主因となる。血管壁内にあるマクロファー
ジは、変性 LDL を異物と認識し、これを呑食したマクロファージは泡沫細胞となり、動
脈硬化の原因である動脈の内側に粥状（アテローム性）の隆起(プラーク）を構成し、血
管の内膜を押し上げ血管を狭くする４）。
ヒトの老化や万病の原因は活性酸素であるが、糖尿病での酸化ストレス亢進機序は、前
述の活性酸素消去系低下と高グルコースによる活性酸素産生亢進の両面が関与する。グル
コースは、自動酸化やタンパク質との非酵素的糖化反応によりＯ２・－を発生する４）。
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メイラード反応が酸化ストレスを亢進し細胞が老化
高血糖に伴う糖尿病合併症の発症因子の 1 つとして、タンパク質の非酵素的糖化付加反
応がある。本反応は、一般にグリケーション（glycation）もしくは発見者の名に由来してメ
イラード反応と呼ばれており、大略すると、アマドリ転位産物を生成する前期反応と、そ
の後 AGE（Advanced glycation endproducts)へと変化する後期反応に分けられる。アマドリ転
位産物の代表例は HbA1c である。AGE とは、前期反応生成物が、酸化、脱水、縮合反応に
よって生成される蛍光・褐色・分子架橋形成などの特徴を有する物質の総称である。
AGE 化タンパク質の特徴の 1 つである蛍光性物質（excitation:370nm, emission:440nm)が脳
硬膜のコラーゲンに加齢に伴って蓄積すること、また糖尿病患者は健常人よりも有意に高
いことが 1980 年代に明らかになった。1990 年代に入り、AGE を特異的に認識する抗体を
用いた免疫学的解析により糖尿病性神経症、白内障、腎臓の機能低下、アテローム性動脈
硬化にも AGE が関与していること、2000 年代には AGE を認識する細胞表面受容体が見つ
かり、受容体からの細胞内シグナリングの結果、細胞内酸化ストレスが亢進し細胞障害が
惹起されることが明らかになっている５、６）。

マグネシウム摂取は２型糖尿病の発症率を低下する
糖尿病や慢性合併症の患者の血中マグネシウム濃度は低い７、８）。尿中にグルコースと共
にカルシウムが排泄されるときに、マグネシウムも共に排泄されマグネシウム低下が生じ
ると考えられている。また、マグネシウムは、天然のカルシウム拮抗剤として、血管周辺
の平滑筋細胞へのカルシウムの取り込みを抑制し、血管のれん縮（けいれんで収縮するこ
と）を防ぐ作用があり、マグネシ
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図２ マグネシウム摂取量別血中インスリン濃度
Song et al. (2004) ９）
注：BMI（Body Mass Index)、肥満度判定の1つで体重/身長２、22が標準、25以上が肥満

スリン濃度について調査したもの
であり、Mg 摂取量が増加するにつ

れ、インスリン抵抗性の指標となる血清中インスリン濃度は低下している９）。また、85,060
名の女性と 42,872 名の男性について 12 ～ 18 年間観察されたところ、マグネシウム摂取
の高い食事と糖尿病発症とは、逆相関が見いだされた。さらに 1 日に 100mg のマグネシ
ウムサプリメントの効果が調べられ、マグネシウム摂取は、2 型糖尿病の発症率は低下す
ることが明らかになっている１０）。
図３にインスリン感受性細胞におけるマグネシウムの作用部位を示す７）。細胞外マグネ
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シウムは、インスリン受容体の親和性を高める。インスリンがその作用を発現するには、
インスリンと特異的受容体が結合し、受容体のβサブユニットが自己リン酸化される必要
があるが、この反応は細胞内マグネシウムによって促進される。正常状態では、インスリ
ンが受容体と結合した後に、
シグナルが細胞内に伝わり、
GULT4 が細胞膜面に移動し、
グルコースの細胞内取り込み
が促進される。また、インス
リン作用には、インスリン感
受性細胞内へのマグネシウム
流入を促進させる作用もある。
また細胞内マグネシウムは糖
代謝の種々酵素の活性化に関
図３ インスリン感受性細胞におけるマグネシウム（Mg２＋）の作用点
横田邦信 (2006)

わっている８）。

７）

日本国内でも横田邦信は、軽症の２型糖尿病患者 9 名にマグネシウムを主として含む天
然ニガリを用いて、インスリン抵抗性、高血圧、脂肪代謝の異常が改善されることを明ら
かにしている １１）。この成果は、マグネシウム補充に天然ニガリが使われ、その臨床効果
が示された研究として、Life Extension １２）にも引用紹介されている。
タイ東北部の出稼ぎ労働者の突然死の原因はマグネシウム・カリウム不足？
千葉百子らは、タイ東北部の風土病であるライタイ（Sudden Unexplained Death Syndrome
：SUDS)の現地調査を行ったが、犠牲者は若い男性が圧倒的に多かった。その地域はマ
グネシウムのほとんど含まれていない岩塩を使用していること、また餅米を主食とするが
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図５にその結果の一部を示す。
マグネシウム欠乏飼料を雌雄

図４ MgあるいはMg・K欠乏食によるマウスの生存数
１３）

千葉百子 (2004)

注：通常実験室で使用する飼育用固形食は、Mg約2500mg/kg、K約8000mg/kg
含有（日本クレア製）。注文して得たMg・K欠乏飼料は、Mg約25mg/kg、K約
40mg/kg。Mgのみ欠乏飼料は、Mg約50mg/kg、 K約5200 mg/kg。欠乏飼料
と組成を同じにした基礎飼料は、Mg約840mg/kg、K約5200mg/kg。

のマウスに与えた群では開始
１週間後から死亡する個体が
出始め、3 ～ 4 週間の間にす
べて死亡する。マグネシウム

・カリウム欠乏飼料を雌雄マウスに与えた群では雄の死亡率が高い。性差に関してはカリ
ウム不足が何らかの役割を演じていると千葉百子は考察している。
雌雄のマウスにマグネシウム・カリウム欠乏飼料を与えた群のマウスを１週間後に屠殺
し、各臓器中マグネシウム濃度を測定した結果を図５に示す。マグネシウムは血漿中濃度
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が最も低く、雄では対照群の 1/3、雌で 1/2 であった。次いで血球中、骨中濃度が低く、
対照群に対して雌雄共に有意に低値であった。脳、肝、筋肉中マグネシウム濃度は雄のみ
対照群に対して有意に低値であった。心筋、腎臓では正常値を維持していた。
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図５ 7日間Mg･K不足飼料を供与したマウス肝臓の元素濃度（左）
と各器官のMg濃度（右）

常 性維 持 機 能 は 雄 より 雌 が耐
１３）

千葉百子 (2004)

用力大である。

おわりに
植物が糖尿病を患わないのは非還元糖であるショ糖を転流糖として利用しているためで
あった。ヒトが患う糖尿病は合併症が恐ろしい。その合併症発症の一因がグルコースがタ
ンパク質と結合することである。こうした糖尿病対策にマグネシウム摂取が有効であるこ
とが 2004 年相次いで明らかにされた。関連して 2006 年にはマグネシウムはメタボリック
シンドロームの予防に有効であるとの報告もなされている １５）。樹齢数百年の植物がある
ように植物の寿命は長い。健康なヒトでも HbA1c が 4.3 ～ 5.8 ％とヒトの体内ではメイラ
ード反応が進行している。ヒトの寿命に限りがあり、老化するのはグルコースが関係して
いるようだ。一方、ラットの実験ではあるが、１、２週間マグネシウム摂取不足にすると
死に至るとの報告はマグネシウムの重要性をより明確に示してくれている。マグネシウム
やカリウムは野菜や穀物、豆類に豊富に含まれている。これらも積極的に摂取し、皆様と
共に元気で、長生きしたい。
なお、土壌肥料専門誌にミネラルとヒトの健康に関してまで記述するのは、私たちが使
用している肥料・ミネラルがヒトの健康維持に重要な役割をしていることをお互い知って
おきたいためである。肥料・ミネラルは作物だけでなく、ヒトの健康維持にも重要な働き
をしている。
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