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小麦とグルテンと健康について
／解説と海外記事の翻訳

Gao X, Liu SW, Sun Q, Xia GM. (2010) High frequency

農研機構 西日本農業研究センター 麦類育種グループ 上級研究員 池田達哉
近年、海外のグルテンフリーの流行が日本にも持ち

ゼインでもできると書いてあるのですが、この本ではそ

込まれ、グルテンを様々な体調不良の原因とみなしグ

のことは全く言及せず、小麦のグルテンだけで麻薬のよ

ルテンフリーを勧める情報がインターネットなどのメ

うな物質ができて中毒症状が出ると誇張されています。

ディアで広まりつつあります。確かに、小麦は 4 大アレ

また、この本では書かれていませんが、吉川らによる論

ルゲンの 1 つであり、小麦に含まれるグルテンは主なア

文（Yoshikawa ら , 2003）では、グルテンの分解物は

レルギーの原因物質となって小麦アレルギーを引き起こ

人の体内で麻薬とは別の受容体と結合するため中毒作

し、より重篤な運動誘発性アナフィラキシーを起こす場

用はなく、マウスを用いた試験では、この分解物はむし

合もあります。また、国内では問題にはなっていません

ろ学習能力を高め、不安感を抑える効果があることが

が、自己免疫疾患であるセリアック病は生涯グルテンフ

示されています。

リーの食生活をする必要があるため海外では大きな問
題になっています。

このように、海外でベストセラーになり高評価を受け
ている本が信頼できない内容であることは信じられない

グルテンフリーの流行の元になった米国の心臓専門医

かもしれません。穀物科学の専門家であるブラウン博

の本である「小麦は食べるな！」が高い評価を受け、そ

士は、このような事態を憂慮し、正しい知識を伝えるた

れを引用した情報がネット上で広まっていますが、明ら

めに “ 小麦で健康？ ” プロジェクトでより正確な情報を

かな（恣意的な？）誤解が多々あります。まず、この本

伝えようとしています。今回ご紹介する記事は、ブラウ

の表紙にある、“ 遺伝子組み換えの恐怖！” についてで

ン博士がオランダのテレビ放送で講義を行った内容を

すが、これまで商業生産されてきた小麦は遺伝子組み

記事にしたもので、既にフランス語、ドイツ語、英語、

換えで作出されたものは流通しておらず、大豆やトウモ

ス ペ イン 語 に 翻 訳 さ れ て い ま す（http://www.um-

ロコシで遺伝子組み換えが普及している米国でさえ、試

eatwell.nl/wow/consumer-information.htm）
。 博 士 は、

験的に作られた小麦が１つでも畑で見つかると徹底的な

国際的小麦研究プラットフォームで、私が議長をしてい

調査が行われ再発防止策が取られています。タイトル

る小麦イニシアチブの品質と安全性に関する専門家作

からして誤った情報で小麦に対する誤解を読者に引き

業グループ（http://www.wheatinitiative.org/activities/

起こしています。ちなみに、遺伝子組み換えは手法でし

expert-working-groups/improving-wheat-quality-

かなく、この手法をどのように使うかによって毒にも薬

processing-and-health）の一員であり、そのメンバーに

にもなりうるものです。

対してこの記事を広く伝えてほしいと要請があったた

また、この本では、品種改良によってできた現代の品
種はそれまでの小麦と大きく異なっていて安全ではない

め、博士の許可をもらって今回日本語訳をさせてもらう
ことになりました。

と書かれていますが、カナダの Hucl ら（2015）による

ブラウン博士の記事でも様々なデータが示されてい

と 1860 年代の小麦と比べて現代のカナダの春小麦の成

ますが、科学的なデータは必ずしも普遍的な真実を示

分に大きな変化が起きていないことが示されています。

しているわけではなく、ある仮説の元で一定条件で再

また、現代の品種は、グルテンの構造変化が起きてい

現性があることを示しているだけで、実験条件や分析

て危険であるかのように書かれています。その例として

技術が変われば結果も変わる可能性があることを留意

あげられている交配実験で 14 種もの新しいグルテンが

してください。例えば、マウスにバイタルグルテンを食

できていたという話は、小麦の品種改良では使わない

べさせたデータを小麦をパンなどに加工して食べる人

紫外線照射した細胞を試験管内で融合させるという特

間にそのまま適応できるとは限りませんし、もし適応で

殊な方法を用いて遠縁の野生種と小麦の交配を行った

きたとしても、民族や地域によって食生活や遺伝的な

2010 年の論文（Gao ら , 2010）の引用で、現代の小麦

背景が異なり、その影響が違ってくる場合があります。

とは全く関係のないこじつけです。さらに、グルテンの

このようなことから、科学的な知見に対する無批判な信

分解物が麻薬と同じ作用があるという驚くべき話も元に

頼や思い込みから来る不信感を持たないことが大切で

なった論文（Zioudrou ら , 1979）を見ると、このような

す。この記事が小麦やグルテンに対する的確な理解の

分解物はグルテンだけでなく牛乳のタンパク質であるカ

お役に立てれば幸いです。
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「穀物とパン食に対する健康上の
不安について」の翻訳
オランダ、マーストリヒト大 フレッド・ブラウンス博士
小麦で健康？コンソーシアム代表

古代穀物と現代の穀物の違いとは何なのでしょうか、
グルテンと小麦は肥満と病気の原因となるのでしょう
か。小麦について何が本当のことなのか、中身のない
噂話から区別することができるでしょうか。言い換えれ
ば、何が科学的な根拠のあることで、何が思い込みと
憶測によるものなのでしょうか。
この問題について、国際健康穀物フォーラムの食品
と健康の作業グループでの議論の後、オランダのマー
ストリヒト大、ワーゲニンゲン大とオランダベーカリー
センター、イギリスのリーズ大とロザムステッド研究所
との共同研究により、小麦で健康？（Well on Wheat ？
(WoW ？）
）と名付けられた大規模な研究プロジェクト
が始まっています（図 1 ）
。このプロジェクトは穀物加
工関連業界からの寄付に加えて、オランダ政府の農業
食品トップセクターイニシアチブの予算を受けていま
す。表題につけられた？マークには理由があります。
WoW 研究は、一部の人の健康問題の原因となる小麦
の成分に主に注目しています。これについて、誰に、い
つ、どのように、なぜそのようなことが起きるのかとい
う点が重要な問題となっています。どの成分が健康問
題に関連しているのか正確に理解することができれば、
将来新しい技術や特殊な加工技術を用いてその成分を
取り除くことができるようになるかもしれません（この
プロジェクトについてはこのサイトを参照してください。
http://www.wellonwheat.org）
。

何を信じればいい？
メディアとウイリアム・デイビスの「小麦は食べるな」
やデイビッド・パールマターの「いつものパンがあなた
を殺す」など人気のある本では、穀物、穀物加工品と
パン、特に小麦が多くの人を病気にすると言っています。
彼らは小麦が肥満や糖尿病の原因となり、脳に悪い影
響があり、グルテンを含む穀物を食べることで多動性
障害、てんかん、自閉症、アルツハイマー病の原因にさ
えなると主張しています。これらはすべて憂慮すべきも
のです！しかし、それは本当でしょうか？
また、彼らは人類が穀物を食べ始めてから 1 万年しか
経っておらず､ 遺伝的に穀物に適応するには短すぎると
指摘し、今日のパン小麦は遺伝子操作の結果であり、健
康に有害な多くの成分を含んでいると書いています。こ
のようにこの分野の科学的知見に対する誤解が広くはび
こっています。これに対して、上述の本の数多くの不正
確な点について検討した学術発表がなされ、事の真偽
について大きな混乱を引き起こしています。それでも、
容易に手に取ることができ人気のあるこれらの本は、一
層多くの人々に穀物加工品、特に小麦を含むものは健康
に悪いと信じこませるような流行を生み出しています。
このような小麦とグルテンに対するネガティブな主張
に 対して、世 界 保 健 機 関 WHO、欧 州 食 品 監 視 会
EFSA、英国の栄養に関する科学諮問委員会（SACN）
、
北欧健康評議会、オランダ健康評議会、オランダ健康
食ハブや、他の多くの国際的な食品分野の権威は、例
外なく、日々の食事で多くの新鮮な果物と野菜とともに、
全粒食品を摂ることを推奨しています。多くの全粒食品
が小麦、ライ麦、大麦またはスペルト小麦を含み、これ
らすべてがグルテンを含んでいることから、もし全粒穀
物食品で病気になるなら、なぜこれらの機関がそんな
推奨をするのか？という疑問が生じます。

いかに有名人が世界の人々に影響を与えてきたか
穀物で病気になり、パンを食べないことが最善という思
い込みは芸能界やスポーツの世界のセレブの主張によっ
てさらに強められています。多くの人にとって、彼らは手
本となっており、彼らが穀物食品を止めたら健康になれ
たという主張は社会に非常に大きな影響を与えています。
プロテニス選手のジョコビッチがコーチの勧めによっ
てグルテンフリー食にしたことが報道されています。彼
はグルテン感受性だったようで、彼が US オープンに勝
利したときに、彼は「グルテンフリー食にしたおかげで
かってないほどの力を出せた」と言っていました。世界
ナンバーワンの話はいつも正しく聞こえるわけで、彼が
アメリカのトークショウで話した彼のグルテンフリーダ
イエットのニュースは世界中に広まりました。多くの人
はこの風評と思い込みによって彼の真似をしました。
「も
し彼がそんなに健康になるなら、私自身も試してみよう」
と数え切れないほど多くのスポーツ界の人が試したそう

図１
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です。例えば、アンディー・マリーはグルテンフリーを
始めたところ、２、３ヶ月後にはへとへとになってしまい、

より最近の品種は、より古い品種に比べてグルテンが少

小麦の歴史

なく、多くの澱粉を含んでいることを示しました（図 5）
。

小麦という種は何百万年もの間存在してきたと考えら

実際にボールを打てなくなってしまったそうですが、この

れています。最も古いものは２倍体（現代の一粒小麦

このことは、私たちが今日食べている穀物が古い穀物

ニュースはメディアでは全く取り上げられませんでした。

など）と４倍体（現代のエンマー小麦とデュラム小麦な

より多くのグルテンを含んでいるという思い込みを明確

マリーが普通の食事に戻したところ、ジョコビッチを

ど）ですが、現代の６倍体のパン小麦は約 1 万年前に

に否定するものです。しかし、タンパク質断片（ペプ

1 位の座から追い落としました。通常の食事のスコアー

生まれたものです。これらは遺伝的に近縁のイネ科の

チド）のタイプと組成は穀物のゲノムによって異なるこ

が 1 に対してグルテンフリーは０でした。グランドスラ

種を起源としており（A、B、D ゲノムを持っています。

とは明らかで、それが健康問題の発生と重篤さに対す

ムタイトル 20 回の勝者であるロジャー・フェデラーは、

図３参照）
、４倍体と６倍体は種間雑種によって生じた

る影響については多くの国際的な研究の目標になって
います。

36 歳で再び世界一になった時には毎日パンを食べてい

ものです。これら祖先種とともに、現在栽培されている

たとのことです。世界チャンピオンのオランダの陸上競

穀物のゲノムは非常に古いものであり、これらすべての

技選手、ダフネ・シパーズはトレーナーの指導でパン食

種はグルテンタンパク質を含んでいます。グルテンの

をやめていますが、多くのプロのサイクリストは最高の

組成と製パン品質は A、B、D ゲノムの遺伝的特性とそ

コンディションの維持と回復のために毎日大量の穀物食

れらの組み合わせによって決定されています。

品を食べています。ツールドフランスの間に行われた研

のタイプのパンは食物が不足する時のために乾燥させ

かったそうです。このように何が起きているかきちんと

やすく、保存しやすいものでした。即ち、古代食ダイエッ

理解することは不可欠です。特に健康に良いからグル

トの信奉者が主張する私たちの大昔の祖先が穀物を食

テンを避けると言っている多くの人はグルテンとは何な

べてはいなかったという主張は全く間違っています。

のか、どこに含まれているのかちゃんと分かっていませ

ひょっとすると、もっと昔に人々は古代の小麦をよく食

ん。例えば、お米やオリーブ油、ワインでさえグルテン

べていたかもしれません。単にそれを証明する証拠をま

を含む食品として間違って分類されています。また、古

関する証拠がないことは、何を食べていなかったという

物とは何なのか、“ 古代 ” とは何なのでしょうか？
図３

これまで農民は継続的な選抜により、入手可能なも

ライ麦、大麦、オーツ麦、スペルト小麦に加えて稲、ト

のの中で収量と労働量において最も魅力的な一握りの

ウモロコシや他のあまり知られていない穀物、ヒエ（イ

小麦種を選んできました。最終的には約 1 万 1 千年前、

ンド、アフリカ、中国で主に食べられている）
、ソルガ

現在も生産されている人気のあるパン小麦がもっとも

ム（アフリカ、米国）
、テフ（アフリカ）が含まれおり、

良いものでした。現代のパン小麦は単に収量が優れた

すべての穀物は降水量が少ない地域でよく生育します。

自然に生じた変異型です（即ち、遺伝子組み換え穀物

これらのうち、いくつかはグルテンを含んでおり、他の

ではありません）
。パン小麦は他の一粒小麦、エンマー

ものは含んでいません。キノア（南アメリカ）とチアシー

小麦やスペルト小麦より収量が２〜４倍で製パン性が

ド（南アメリカ、メキシコ）は実際穀物ではないのにグ

圧倒的に優れています。多くの人が人類は穀物をたっ

ルテンフリー代替食としてよく薦められています。これ

た 1 万年間しか食べてこなかったと軽々しく吹聴する

らのうち、グルテンを含む最もよく栽培されている穀物

のは間違っています。イスラエルのガリラヤ湖の近く

は小麦です。

のオハローで見つかった石臼の穴やベルギーに住んで
いたネアンデルタール人の歯のエナメル質などに残っ
ていた顕微鏡レベルの遺物の考古学的発見から、５万
年前から当時の人々が既に野菜、芋類、果物とともに、
小麦、ライ麦、大麦を食べていたことが確認されてい
ます（図４）
。

ことの証明ではありません。

グルテンとは？
グルテンとはプロラミンというグループに属するタン
パク質で小麦、ライ麦、大麦、スペルト小麦に含まれ
ています。グルテンはグリアジンとグルテニンという２
つの成分からなり、水と食塩を加え捏ねることで弾性の
ある構造になります。それは風船の弾力のある膜の部
分にちょっと似ていて、その中に空気を吹き込むとその
表面が伸び空気は出ることができないので風船は膨ら
みます。膜を破ると風船は潰れます。これは捏ねた生
地中で酵母とバクテリアが発酵と呼ばれる過程でガス
を発生し、それが弾力のあるグルテンから逃げられなく
なることに似ていて、その結果として生地が膨らみます。
もし膨らんだ生地をナイフやフォークで刺すと、生地は

ています。従ってグルテンを含まない穀物ではパンはか
なり小さく堅くしまったものになります。

小麦種に比べてより多くのグルテンを含んでいるのだ
ろうかというものです。先導する欧州健康穀物研究コ
ンソーシアムは小麦の組成について詳細な研究を行い
ました。この研究では種子銀行から入手した 150 品種
を全く同じ条件下で播種、栽培、収穫し解析した結果、
12

昆虫などの有害な捕食者による澱粉とタンパク質の分
解を阻害し、彼らを無害にします。ATI は加熱（煮沸、
製パン）
、胃酸、腸内の消化酵素の分解を受けないと考
えられており、その結果、いったん穀物食品を摂取する
と ATI はほとんど分解せず、ATI に感受性の人の腸内
で免疫反応を引き起こします。それに加えて、ATI は
強いアレルギー効果があり、小麦粉のダストを吸い込
んだ結果として起きるパン職人のぜんそく症状の原因
の 1 つになっています。小麦は様々な ATI のタイプ（約
20 種の機能が同じで構造が異なるタイプ）があり、そ
れら全ては生物学的活性が異なっているため、小麦と
グルテン関連の健康問題に関する ATI の潜在的役割に
ついて、近年多くの研究が行われています。

萎みガスは抜けます。実際、グルテンは、弾性のある
空気を含んだ構造を持ち、優れた製パン性の元になっ

よくある質問の１つは、
本当にパン小麦は他の（古い）

Source - Cereals-Shutterstock.com

また、植物が元々持っている防御タンパク質であるア
ミラーゼ・トリプシン阻害因子（ATI）など、他のタン
パク質成分の量も穀物によって異なっています。ATI は、

パン小麦はより多くのグルテンを含んでいる？

図２

図５

だ見つけていないのです！ 彼らが何を食べていたかに

代の穀物と新しい穀物に関してはかなり不明確です。穀

穀物はイネ科に属しています
（図２）
。
この科には小麦、

最も古いパンは、ピタパンの一種で石器時代の末期
に生活していた狩猟民族によって作られていました。こ

究によれば、彼らは穀物食品抜きには走ることができな

穀物とグルテン？

図４

古代穀物の方がより栄養価が高い？
古代小麦品種は、
食物繊維、
抗酸化物質（ポリフェノー
ル）
、ビタミン類、ミネラルについてより栄養価が高い
という主張について、健康穀物プロジェクトで調査が行
われました。その結果、若干の違いはあるものの、栄養
価や健康に対して有意な効果はないというものでした。
またこの研究では、穀物種自体より天候や栽培条件の
年次間差異の方が穀物成分に大きな影響があることを
明らかにしました。以上のことから、古代穀物に戻すこ
とに有益性はないと言えます。また、持続可能性という
点では、むしろ後退するステップとなりそうです。これ
13

については、ドイツのホッヘンハイム大学の研究者が、

します。ちなみに、この診断方法は血液中の特異的な

発生は病気やアレルギー、炎症の原因ではありません。

• これらの効果は以前から知られている果物や野菜の効

現在入手可能な “ 古代穀物 ” で、同じ土壌での実験的

抗体を検出する確実な方法です。メディアによってしば

実際、炭水化物の大腸における発酵は通常健康に寄与

区で環境条件を同一にしたものの収量について研究を

しば言われているのとは異なり、セリアック病はアレル

するものです。

行いました。窒素肥料の量は倒伏（倒伏は穀物作物で

ギー疾患ではありません。これは病状に関与する免疫

茎が地面近くまで折れ曲がってしまい、収穫が困難に

反応で何ヶ月もかけて発症するものです。アレルギーで

なり収量が劇的に下がります）のリスクを避けるために

は、ぜんそく状態（一般的に運動を伴う）や皮膚の炎

では、この話の始めに戻りましょう。国際的な勧告

個々の小麦種に合わせて行いました。この結果、この

症のように、その症状は数時間以内に発症します。人口

によれば、私たちはもっと全粒穀物食品を食べていく

研究グループは、古代小麦の収量はパン小麦に比べて

の約 0.2~0.5％が小麦タンパク質にアレルギーで、これ

べきとされ、その大半は小麦とグルテンを含んでいま

• 穀物は世界一の食物原料である。

かなり低いという動かぬ証拠を示しました。スペルト小

は血液中に見いだされる IgE 抗体の形成によって証明

す。全粒穀物とは種子全体、例えば、小麦、ライ麦、

• 古代小麦はパン小麦より健康的であるとか、持続可能

麦、エンマー小麦、一粒小麦の収量は 40 〜 70% も低

されます（図８）
。

大麦、玄米、トウモロコシの穀粒です。

下したのです（図６）
。

には、多くの野菜と果物とともに全粒穀物食品を摂取

全粒穀物のすすめ

全粒粉とは種子中に含まれる全ての成分を粉中に含
んでいるものです（図９）
。大昔には穀物は手と石臼で

図６

不耐性と過敏性
小麦は不耐性と過敏感性を引き起こすのでしょうか。
この疑問に対する答えは間違いなくイエスです。例え

図８

果より大きいようである。
• これらの理由から、もっとも効果的に食生活を変える
することであると専門家は推奨する。

要旨

であるという科学的な裏付けはない。
• パン小麦は遺伝子組換えではなく、野生での自然交雑
によるものである。

挽かれ、最終的に全粒粉になりました。穀物にある全

• 一部の人には小麦や他の小麦を含む穀物を食べること

ての成分はこの粉の中に入っていました。しかし、現

で健康被害が起きる。グルテンと常に一緒に存在する

代の製粉技術は全く違っています。今日では製粉過程

ATI についてはさらなる研究が必要である。

で様々な成分に分離することができます。胚にある不

• 人口の数パーセントは小麦感受性過敏感性腸症候群

飽和脂肪酸は酸化（臭さの原因）されるため全粒粉は

であると推定される。まだこの主な原因物質について

保存期間が比較的短いのに対して、精製した粉、即ち

は明らかになっておらず、その有効な検査・診断法は

胚やフスマを含まない粉（白い小麦粉）はかなり長い

まだない。

間保存することができるという利点があります。精製し

• 発酵により消化されにくく発酵しやすい炭水化物

た小麦粉に後で新鮮な胚やフスマを加えることで全粒

（FODMaPs）はガス発生を引き起こし、過敏感性腸症

粉の成分にすることも可能です。もう一つの製粉工程

候群の人には苦痛なものである。

近年、非セリアック病グルテン感受性または小麦感

での分離の利点は、遙かに多くの種類の加工品を作る

• 小麦またはグルテン不耐性と診断された人は小麦とグ

受性過敏感性腸症候群としても知られる、もう 1 つの

ことができることです。1 つの欠点は、主に澱粉とタン

ルテンを完全に除去しなければならない。そのような人

タイプの不耐性が報告されています。これは特異的な

パク質からなっている白い小麦粉から作られるパンや

はグルテンフリーで食物繊維の多い玄米、野生米、オー

腸の障害だけでなく、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛と関

クッキーなど多くの美味しい食品は、胚やフスマに高

ツ麦、ソバ、キノア、テフ、アマランサス、きび、粟、

ば、セリアック病という未消化のグルテン断片（ペプ

節痛を引き起こします。その小麦中の原因となる物質に

濃度に含まれる栄養を含んでいないことです。これら

チド）に対する慢性免疫反応は小腸への損傷を引き起

ついてはまだはっきりとは分かっていない上に、効果的

のことから、健康には精製した白い小麦粉を少なめに

こします。小腸の絨毛がその構造を失い、平らな表面

な検査手法もありません。従って、小麦またはグルテン

し、全粒穀物食品をより多く選択することがいいと言え

法、生地形成技術、タンパク質と FODMaPs の組成と、

になります（図７参照）
。その結果、消化吸収が著しく

の摂取によって特異的な健康障害を感じた場合、まず

ます。

健康被害の発生との潜在的な関連について研究を行っ

減少し、さらに腸の障害、下痢、栄養失調を引き起こ

セリアック病でないか医師の診断を受けることが重要で

します。

す。もし、セリアック病でなければ、3 ヶ月から 6 ヶ月間、

• 全粒穀物の摂取は果物と野菜を摂るより効果が比較

小麦と他のグルテンを含む穀物を完全に排除し、健康

的大きい。従って、果物と野菜と全粒穀物食品の日常

ヒエ、
ソルガム、
トウモロコシを選択しなければならない。
• 小麦で健康？プロジェクトは小麦のタイプ、栽培方

ている。

障害がなくなるかどうか確認します。これを長期間行う

的な摂取は人口の大半にとって良いものである。

理由はノセボ、反偽薬効果（ブラセボ効果の逆）が起

• 人口の大半は小麦やグルテンを問題なく食べることが

きるためで、この効果を消すためには数ヶ月を要します。

できる。従って、
パンは今後ともメニューに残るだろう。

この健康被害が実際に消失した場合、短期間穀物を再

• 穀物に対して不耐性の人は特別な注意が必要。

度食べて再確認し、健康被害が再発した場合は、小麦
とグルテンを生涯避けることが勧められます。しかし、

免責条項：いくつかの画像はネットから入手したもの

もし健康被害が再発しなかった場合は、そのような必
要はありません。

であり、教育目的に用いている。
図９

謝辞：小麦で健康？プロジェクトに参画し貢献してくれ
図７

FODMaPs
タンパク質と同様、穀物に存在するフルクタンのよう

最近の２つの穀物、全粒と炭水化物に関する専門家

た以下の人と研究者に感謝する。
L. Gilissen 博士、

会議（2017 年末にローマで開催された国際炭水化物品

T. America 博士、
P.Shewry 博士、
D.Jonkers 博士、

に消化されにくく発酵しやすい炭水化物（FODMaPs）

質コンソーシアムとウィーンで開催された国際全粒穀物

G.van Rooji 博 士、Z. Proos 氏、F. Longin 博 士

人にのみ発症します。データを取る国によって異なりま

はガス発生を引き起こします。これは特に過敏感性腸

サミット）では２つの重要なプレスリリースが出ました。

および校正を手伝ってくれた E. Brouns 氏。

すが、
この素質は人口の約 20 〜 40％の人が持っており、

症候群の人には苦痛なものです。そのような人にとって

その声明は以下のようなものです。

http://www.wellonwheat.org

その内の２〜３％がこの病気を発症します。全ての患者

は、FODMaPs を避けることは症状の緩和とそれに伴う

• 全粒穀物食品の摂取は肥満、２型糖尿病、循環器疾

が診断を受けているわけではないのでこの値は若干高

幸福感に良い効果があります。しかし、これは誰に対し

患のリスクを有意に下げると共に、大腸ガンのリスク

まると思われますが、人口全体ではこれは約１％に相当

ても適用できるものではありません。発酵によるガスの

も下げる可能性がある。

セリアック病は特異的な遺伝的な素質を持っている
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