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日本は諸外国と比べ胃がん発症率が高く、秋田県は全国１位である。原因として、秋田県民が濃い味付け

を好み、塩分・糖分の多い食事を摂っていることが挙げられる。本研究では、食事改善という視点から、

身近な食品として発酵食品を利用した胃がん予防について考える。はじめに、胃がん発症率の低いヨーロ

ッパの発酵食品の中で、抗がん作用をもつブルーチーズに着目したが、２つの問題点からブルーチーズを

食べることでの胃がん予防は難しいと分かった。そこで、ブルーチーズの成分を調べた結果、オレイン酸

が胃がん予防に効果があり、ブルーチーズの他にも油類やナッツ類などに多く含まれることが分かった。

私たちは、より手軽に効率よくオレイン酸を摂取できるという観点から、オリーブオイルが胃がん予防に

最適であると考え、オリーブオイルを毎日の食事に取り入れることを提案する。 
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Ⅰ 主題設定の理由 

現在、日本では徐々に胃がん発症率が高まってき

ている。中でも秋田県は胃がん患者数が日本一であ

る。胃がんの原因として、食事や就寝時間の乱れな

どの生活習慣も考えられるが、塩分の摂り過ぎなど

の食習慣の乱れが一番にあげられる。私たちは、胃

がん発症率の低い国を調べ、それらがイタリアやフ

ランス等のヨーロッパの国々であることがわかっ

た（図１）。 

 

図１ 胃がんによる死亡者数 

 

私たちは、欧米化した現在の日本と、ヨーロッパ

の食生活の違いは、伝統的な食品であると考え、発

酵食品に注目した。ヨーロッパの有名な発酵食品に

ブルーチーズがあると知り、さらに消費量を比べて

みると、ヨーロッパの国々の消費量が圧倒的に多い

ことがわかった（図２）。 

 

図２ １人あたりの年間チーズ消費量 

 

Ⅱ 調査内容 

１ フィールドワーク 

私たちはブルーチーズの特徴について深く知る

ために、秋田県雄勝郡羽後町の「明通りチーズ工房」

を訪ねた。この工房では、原料の生乳を地元の雄勝
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酪農家から提供され、日本人好みのチーズを製造し

ている。ここでは、工場長の佐藤円さんにお話をう

かがい、チーズの発酵過程や製造に関する詳しい内

容を知ることができた。 

（1）ブルーチーズの欠点 

ブルーチーズを胃がん予防に利用する点でいく

つかの問題点があることがわかった。チーズは発酵

期間の長さによっても味や種類が異なるそうで、発

酵を止める段階で多量の塩を使用するため塩分が

高い。特にブルーチーズは発酵後に長期間熟成させ

る際、カビの発生を防ぐ目的でさらに多量の塩を入

れる。そのために、ブルーチーズの塩分はかなり高

く、食べ過ぎると血管系の病気にかかるリスクが増

大する恐れがある。また、ブルーチーズのうま味は

日本食のうま味とは異なり、日本人の口には合わな

いため、日本ではあまり売れないという問題もある。 

（2）調査結果 

上記の２つの問題点から、ブルーチーズを食べる

ことでの胃がん予防は難しいということがわかっ

た。 

しかし、佐藤さんからブルーチーズの成分に着目

したらどうかとアドバイスをいただき、私たちは視

点を変え、そもそもブルーチーズに含まれる何が抗

がん作用をもっているのかと考え、調べた。その結

果、ブルーチーズの抗がん作用には発酵過程ででき

るオレイン酸という成分が関係しているとわかっ

た。そこで、オレイン酸について調べることで課題

解決の糸口をつかむことができると考え、研究を進

めた。 

２ オレイン酸 

（1）オレイン酸について 

オレイン酸とは、食品などに含まれる不飽和脂肪

酸の一種で、多くの栄養価を兼ね備えている。また、

酸化されにくい性質をもつため、長期保存や加熱に

も適している。 

（2）オレイン酸の効果について 

オレイン酸には主に２つの効果がある。１つは、

悪玉コレステロールを減らし、過酸化脂質の発生を

少なくする効果である。過酸化脂質とはコレステロ

ールなどの脂質が活性酸素によって過剰に酸化さ

れたもので、この物質が原因となって癌や動脈硬化

を引き起こすことがある。オレイン酸はこの活性酸

素と結びついて、過酸化脂質の形成を防ぐ効果をも

つ。もう１つは、胃酸の分泌を少なくする効果であ

る。胃がんの原因の１つとして、塩分の摂り過ぎに

よる胃酸の過剰分泌がある。先にも述べたように、

これは秋田県の胃がん患者数が国内ワーストの理

由でもある。また、胃酸の過剰分泌は胃もたれや胸

やけを起こし、胃がんだけでなく胃潰瘍、十二指腸

潰瘍などを招く可能性もある。オレイン酸は胃の中

での滞在時間が短いため、余計な胃酸を分泌するこ

とがなく、消化にも良い。これらの効果に着目する

と、オレイン酸を摂取することで胃がん予防が期待

できると言える。 

そこで私たちは、オレイン酸を食品から摂取する

ことで、毎日の食事から胃がん予防につなげたいと

考えた。 

（3）食事改善による胃がん予防とその効果 

近年の胃がん研究によると果物や野菜を摂取す

ることで胃がん発症率を抑えられることが分かっ

ている（図３：国立がん研究センター，2002）。な

お、グラフはそれぞれ左から「野菜（緑色）」「野菜

（黄色）」「野菜（黄緑色以外）」「果物」の順である。 

果物や野菜をほとんど食べない人を基準とする

と、週１日以上摂取する人は発症率の減少がみられ

た。しかし、それ以上の摂取をしても大幅な減少は

見られなかった。つまり、低頻度の食事改善によっ

て胃がんの発症率を減少させることができるとわ

かる。 

 

図３ 野菜・果物摂取と胃がん発症率の関係 
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（4）オレイン酸を手軽に取り入れる方法 

オレイン酸は、油脂類やナッツ類に多く含まれる。

中でも、ヒマワリ油とオリーブオイルは全ての食品

の中で最も多い。共に、100ｇあたり約 73g 含まれ

ている。しかし、ヒマワリ油は動脈硬化を誘発する

恐れのあるリノール酸も多く含んでいるため、胃が

ん予防に利用することは難しい。一方でオリーブオ

イルはオリーブの果肉からそのままできるため、リ

ノール酸をヒマワリ油よりも多く含まず、酸化もさ

れにくい。したがって食品から効率よくオレイン酸

を摂取するには、オリーブオイルが最適といえる。 

（5）家庭の食用油の使用状況 

家庭で主として使われている食用油について私た

ちの学校で約 300人を対象にアンケートを実施した

（図４）。その結果、私たちの予想通り、キャノーラ

油等のサラダ油の使用率が 72％と圧倒的に高かっ

た。理由としては、安価であること、癖がないため

多様な料理に応用できるという声が多かった一方、

ヘルシーであるという点も多く見られた。これは最

近、「低カロリー」や「糖質ゼロ」を売りにしたサラ

ダ油が増加していることが影響していると考えられ

る。 

 このことから私たちは、人々にサラダ油のメリッ

ト・デメリットとオリーブオイルの栄養価について

知ってもらうことで使用する食用油をサラダ油か

らオリーブオイルに変える家庭が増えると考えた。

また、オリーブオイルを風味付けだけでなく、様々

な料理に使用する家庭が増えれば、日本や秋田の胃

がん発症率が下がるのではないかと考える。 

 

図４ 家庭の食用油 

Ⅲ 結論 

１ 提案 

 オリーブオイルを主として使用する家庭を増や

すために、私たちは主婦を対象とした食用油に対す

る意識改革が有効であると考える。毎日家族の３食

分の食事を作る主婦たちが、サラダ油の代わりにオ

リーブオイルを使用して食事を作るようになれば、

家族全員の胃がん予防、健康増進につながるだろう。

そこで、食用油に対する主婦の意識を変え、オリー

ブオイルを広めるための方法として、私たちは次の

２つを提案する。 

① 食用油のメリット・デメリットの提示 

まず、サラダ油とオリーブオイル双方の使用によ

るメリット・デメリットを分かりやすく提示する。

酸化しやすいが癖がなく使いやすいサラダ油、少し

高価だが酸化されにくくオレイン酸含有量が高い

オリーブオイルの両者の特色を伝える手段として、

説明会の実施や、ＳＮＳ(主に Facebook 、Twitter)

での発信が、より多数に伝えることができる点で有

効だと考える。 

② 家庭料理の提案 

オリーブオイルを使用した家庭料理をレシピに

して提案する。作成したレシピは、スーパーなどの

店頭で商品の横に置いてもらい、主婦の目に付きや

すくすると良い。こうしたレシピの提案は、オリー

ブオイルがサラダ油と同じようにあらゆる料理に

使用できる万能性をもつことを知ってもらう機会

となる。つまり、「オリーブオイルはサラダ油の代

わりになれる」ことを主婦に印象づけられるのでは

ないか。 

これらの取り組みにより、主婦に食用油に対して

より健康に良いものを選ぼうという意識をもたせ

ることが可能だと考える。 

２ 問題点 

実際に家庭で使用する全ての食用油をサラダ油

からオリーブオイルに変えることは難しい。大きな

問題点として、オリーブオイルの価格がサラダ油と

比較して割高である点が挙げられる。食用油は毎日

使用するものであり、消費者はより安価なものを選

ぶ傾向がある。特に、揚げ物を作る際は一度に多量

の油を使用するため、オリーブオイルを使用すると

いうのは厳しいところがある。 

 しかし、先に述べたように主婦の意識を変えるこ
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とができれば、炒め物など簡単な料理はオリーブオ

イルを使用するといった家庭が増えるのではない

だろうか。 

３ 考察 

胃がん予防に効果が期待できるオレイン酸を多

く含むオリーブオイルを摂取することで、胃がん予

防につながる可能性がある。私たちが提案する「オ

リーブオイルを、サラダ油の代わりとして毎日の食

事に取り入れることでの胃がん予防」というのは、

多くの家庭で健康面を気にしてサラダ油の代わり

にオリーブオイルを使用する機会を増やすことで、

毎日の食事から胃がん予防を、というものだ。また、

オリーブオイルがもつ多くの効用は胃がんのみな

らず、他の病気などの予防・改善にも効果が期待で

き、健康増進に大いに役立つ食品であると考えられ

る。したがってこの提案が実現することで、秋田県

そして日本の胃がん発症率を少しでも下げ、健康増

進につながるのではないだろうか。 

 ヒトのからだは日々口にする食品でできており、

毎日の食事をより良いものに変えていくことが健

康増進への近道であると私たちは考える。 
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