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第25回 糖尿病医療連携体制講習会
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症例 73歳 女性 T2DM

５年前にT2DMと指摘され、経口薬開始。数年後
から週１回のGPL1RA開始（+Metformin1500ｍｇ）。
その後別のクリニックへ変わり、そこでメトホルミ
ン1000ｍｇ、SGLT2iも併用するようになっている

合併症：眼底NDR、腎症stage2、eGFR61.8
軽度末梢神経障害（+）

HbA1c6.9%、FBS120mg/dl、OHBA 0.4mM 
BMI19.2（151cm,43.6Kg)、体重減少-4kg/2M

本人：食事摂取は、そこそこ食べてますが食欲低下
家族：間食（菓子類）が多いようです

重要な2つの質問は？

①ペットボトルの蓋を開けるの
に困りませんか？

②横断歩道は、赤になる前に渡
り切れますか？



１）サルコペニアを防ぐための食事と運動のアドバイス

①症例 サルコペニアの基礎知識

診断のポイント

②運動のアドバイス

③食事のアドバイス

高齢者糖尿病患者へのアドバイス



認知機能低下、うつ状態

フレイル

身体機能障害

健康寿命

生物学的寿命

男72.1 男 8.8年
女74.8 女 12.4年

男81.3歳
女87.3歳

2018年

筋肉量・筋力低下・サルコペニア



高齢者ではメタボよりもフレイルが自立喪失に関与

● 65歳以上の高齢者1453人を平均7年（最大12.4年）追跡

● 自立喪失発生者数は494人(要介護発生376人,要介護発生前死亡118人)

● 多変量調整自立喪失HRはプレフレイル群で1.5倍、フレイル群で2.1倍

● 前期高齢者の方が後期高齢者に比し、プレフレイル群、フレイル群の自立喪失HR

は高値を示した。

北村, 東京都健康長寿医療センタープレスリリースより, 2016



筋肉の減少

筋力低下

＊筋肉は糖を処理する主臓器
➡食後高血糖に大きく関与

食後高血糖

フレイル
単純な転倒

77.7％

高齢者糖尿病の特徴

転倒による骨折糖尿病があると、
下肢筋力が低下
（-14~21％）（Andersonら
Diabetes, 1996, 2004）

加齢

要介護の大きな原因
生命予後に影響

サルコペニア

筋力が減ると何が起こるか？

Defronzo RA、
Diabetes、1987

死亡率に影響
する独立変数

Hapino H et al., J Ortho Sci, 15,2010

2001~2008年累計

Leong DP et al., Lancet, 2015
Studenskie,S JAMA,2011



➢ 横断歩道は1mを1秒で歩けた
ら渡りきるようにつくられてある

TanakaT et al. Geriat Gerrontol Int 18, 2018

AWGS2019 による
サルコペニアの
診断アルゴリズム

or

(Asian working group of sarcopenia)

ペットボトルの蓋を
開けられますか？

信号が赤になる前に
渡り切れますか？
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歩行スピード

歩行スピード
男性

年齢 年齢

Studenskie,S JAMA,2011

女性

平
均
余
命
（年

）

歩行スピードが速いほど長生きできる

1.6m/sec

平均余命30年

0.8m/sec

平均余命
16年0.2m/sec

1.6m/sec

0.8m/sec

0.2m/sec

平
均
余
命
（年

）



握力は下肢の筋力やその他多くの部位の筋力と相関
関係が高いため、全身の筋力の程度を知るための指
標として用いられる

男性＜28ｋｇ 女性＜18ｋｇ→左右交互に2回測定、
平均値を取る

握力強さの違いによる各疾患での死亡率(PURE study)

Leong DP et al., Lancet, 2015

握力強さの違いによるCovid-19での
入院日数

低・中度群
強度群

J Cahexia, Sarcop & Muscle, 2021

入
院
中
の
患
者
（
％
）

139,691名(35-70歳）6年間
→3,379名が死亡



症例 73歳 女性 T2DM BMI19.2（151cm,43.6Kg)、体重減少-4kg/2M

①ペットボトルの蓋を開けるのに困りませんか？

②横断歩道は、赤になる前に渡り切れますか？

“はい、最近困っています”

“はい、やっとかっとです”

5回立ち座りテスト

≧12秒はサルコペニア
(男性・女性とも）

握力：右17.3kg/左：15.3kg
（女性＜18ｋｇはサルコペニア）

5回立ち座りテスト：12秒

BIA所見

ASMI:4.50ｋg/m2

(<5.7：サルコペニア）
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②運動のアドバイス
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運動するか否かで、
高齢では大きな差が
出てくる

運動する人

運動しない人

筋
肉
量
お
よ
び
筋
力

幼少期 成人期 高齢期

機能障害になる閾値
環境の違いで機能障
害になる閾値は変化
する

40歳 年齢

糖尿病になる宇宙飛行士

無重力では、1％/日減少

Modified 
WHO/HPS, 
Geneva,2000

高齢者では、筋肉は1.4％/年減少する 筋肉の
加齢変化

・筋繊維の減少（数、サイズ）
・脂肪が増えてくる（霜降り）
・ミトコンドリア機能低下サルコペニア

＊寝たきりになると、1週間で10～15％の筋力低下

3～5週で50％の筋力低下が起こる



高齢者糖尿病治療ガイド2021

高齢者では、筋力維持のために、レジスタンス運動の指導が重要

• 下肢筋や腰回りを中心に
• 立位保持が困難な場合は、膝伸ばしやゴムチューブを用いた運
動など座ってできるものがおすすめです。

• 可能であれば数種類行うことが推奨されます。

重要なのは、歩く、立つ、
ための下肢やコアの筋肉

高齢者におけるレジスタンス運動の具体例



ロコトレはたった2つの運動です。毎日続けましょう！

①バランス能力をつけるロコトレ片脚立ち ②下肢筋力をつけるロコトレスクワット

スクワットができない場合
イスに腰かけ、机に手をついて
立ち座りの動作を繰り返します。
机に手をつかずにできる場合は
かざして行います

転倒しないように
必ずつかまる物が
ある場所で行う

床に着かない程度に片足
を上げ、１分間保持

姿勢を
まっすぐにする

左右各1分間ずつを1日3セット行う

片足立ちは両足立ちの、2.75倍の負荷がかかる

1分間片足立ちは、約53分間の歩行に相当

厚生労働省２００６．８．２９記事. 阪本桂三、整形外科学会

日本整形外科学会 ロコモティブ予防啓発公式サイトより

膝がつま先より
前に出ないように

5〜6回を１セット、1日3セット行う



ここが
鍛えられる

膝の角度は
変えない

かかとは床
につけない

2〜3秒かけて
左右各10回
1日 3セット

5秒→10秒かけて
左右各10回
1日 3セット

ここが
鍛えられる 監修：荒井秀典、

山田実、
菊谷武、
石橋秀明

椅子に座ったままでできる下肢筋トレの指導

レベルアップ

椅子スクワット

立ち上がる
途中で止める



かかとは床
につけない

10~20回
3セット/日

左右各10→20回
3セット/日

かかとは床
につけない

ここが
鍛えられる

両足でつま先立ち 片足でつま先立ち

椅子を利用して行う下肢筋トレの指導

レベルアップ

片足立ちは両足立ちの、
2.75倍の負荷



10〜20回を１日2〜3セット

ストン

かかと落とし

骨体操 骨に刺激を与える
→骨密度の維持

Kemmler ｗ, Calcified Tissue Int, 107,2020

監修：荒井秀典、
山田実、
菊谷武、
石橋秀明

ストン

Type of exercise WB+RT

Type of exercise WB

Type of exercise RT

-2         -1          0          1           2
Favours control group     Favours exercise group

Weight bearing exerciseが骨塩量に与える影響
（meta-analysis)



骨から放出される
オステオカルシンはIL-6

の分泌を高め、脂肪細
胞や肝臓の代謝を改善
する

運動時に、筋肉や骨から分泌さ
れる物質(myokines, exerkines)は、
全身の臓器に良い影響を与える

Febbraio, MA, Nature Reviews, 2017

骨格筋より放出される物質

Myostatin(GDF8)

IL-6

IL-8

IL-15

BDNF

LIF

Irisin

miRNA

IL-6とアドレナリンの分泌はNK細

胞の再分布や動員を介して癌細
胞を減らすのに役立つ

加齢による網膜変性を
回復させる

筋肉から運動時に放出される
カプサイシンBは脳の認知機能
を高める働きがある



独立した因子 OR（95％） p値

インスリン治療なし 1.21(1.0-1.47) 0.011

運動指導の頻度

受診時毎回 1.79（1.28-2.51） 0.001

2～5受診に1回 1.89（1.40-2.56） ＜0.001

6-10受診に1回 1.24（0.95-1.63） 0.118

年に1度 1.23（0.97-1.55） 0.086

運動種類の指導(+) 1.32（1.08-1.61） 0.008

運動頻度の指導(+) 1.60（1.24-2.06） ＜0.001

運動時間の指導(+) 1.63（1.32-2.01） ＜0.001

運動を楽しんでいるか？

楽しんでいる 4.85（2.97-7.93） ＜0.001

やや楽しんでいる 2.81（1.72-4.61） ＜0.001

楽しくも嫌いでもない 2.18（1.33-3.58） 0.002

どちらかというと嫌い 1.77（1.07-2.93） 0.025

仕事、家事で3-5Mets(+)

30min 1.5（1.14-1.96） 0.003

1h 2.31（1.77-3.03） ＜0.001

2h以上 1.7（1.29-2.25） ＜0.001

①指導の頻度
3回以上/年に

②具体的な指導

③楽しんでやっているか

④日常生活の活動量

The factors that affect exercise therapy for patients with T2DM in Japan: a nationwide survey

3,685名（1,926(EX)  vs 1,756（non-EX)
多変量オッズ比（年齢、性、BMI,居住地など補正）

Arakawa S et al. Diabetol Int, 2015

✔

✔

✔

✔

multiple logistic regression analysis



タイプA：記録することが好き

タイプB：一緒に頑張る人がいるとき

タイプC：自分がかっこいい“すてき“と思えるとき

タイプD：効果が実感できたとき

タイプE：褒められたとき

継続のコツは人それぞれ

“できた！“という成功体験は力になる

タイプに合わせた声かけを

①楽しみながらやる

②毎日忘れないように実行する工夫

生活のルーチンワークに
組み入れると忘れない

朝ドラは筋トレと一緒に

出来ていたら褒める
出来ていなくても励ます

筋トレ
タイム



１）サルコペニアを防ぐための食事と運動のアドバイス

①症例 サルコペニアの基礎知識

診断のポイント

②運動のアドバイス

③食事のアドバイス

高齢者糖尿病患者へのアドバイス



①摂取カロリー

②タンパク質を増やす

④食物繊維を多く

③野菜不足を補う

⑤減塩指導について

⑥食を楽しむ
（QOLを重視）

①高齢になると食事摂取量が減り、低栄養になりがち。

②また栄養のバランスも崩れる場合が多い。

③肥満で減量効果のエビデンスはBMI>30の前期高齢者のみ。

④食の楽しみ QOLを重視する

高齢者糖尿病患者の食事を
考える上でのキーポイント

高齢者の食事指導は、状態に応じた個別対応が必要



＜65歳 X 22
65～74歳 X 22～25
≧75歳 X 22～25＊
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ザ
ー
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高齢ではBMI22～25が長生き

目標体重＝身長（m）2X 22〜25

＊フレイル、ADL、併発症、体組成、
摂取状況、代謝状況の評価を踏まえ、
適宜判断する

糖尿病ガイドライン
（日本糖尿病学会）2019より

摂取カロリー＝ 目標体重 X エネルギー係数

（標準体重）

年齢層別死亡率とBMI（東アジア61のコホート研究プール解析）

BMI 22

The Global BMI Mortality Collaboration, Lancet 388,2012

BMI

35〜49歳 50〜69歳 70〜89歳

高齢者の目標値を新たに設定



適切な摂取カロリーの設定

摂取カロリー＝ 目標体重 X エネルギー係数

①軽い労作（大部分が座位の静的活動）： 25～30

②普通の労作（座位中心だが、通勤、家事、軽い運動を含む）： 30～35

③重労働（力仕事、活発な運動）： 35～

→ その後の体重変化や遵守状況で補正

＜65歳 身長(m)2 X 22
65～74歳 X 22～25
≧75歳 X 22～25

目標体重 年齢、その人の状況を考慮して

＊肥満・減量では小さい係数
高齢者フレイルでは大きな係数

エネルギー係数

注 ＊小児、思春期、妊娠については別個に考える
＊目標体重と現体重に大きな乖離がある場合、柔軟に係数を設定
＊肥満者ではまず3％の減量を目指す

（身体活動レベル、および病態に基づき設定）

糖尿病ガイドライン2019（日本糖尿病学会）より



高齢者糖尿病治療ガイド2021より
(日本糖尿病学会、日本老年医学会編・著）



症例 73歳 女性 151cm, 43.6kg、BMI 18.2、普通の労作

この方の総エネルギー摂取量は？

①目標体重（1.51）２ｘ25＊＝57.0ｋｇ

＊体重減少、歩行速度低下＝フレイル状態ある事から設定

②エネルギー係数：30

③総エネルギー摂取量＝57.0ｘ30＝1700kcal/日

普通の労作

④蛋白摂取量＝目標体重ｘ1.2〜1.5g/kg目標体重＝70〜85ｇ/日

従来の標準体重 50.8ｋｇ

従来法：1500kcal

従来法： 60-65ｋｇ

総エネルギー摂取量の目安は、食事開始後の体重変動、血糖コントロール
状態、摂取状況や栄養状態をみながら、適時見直す事が望ましい

高齢者糖尿病治療ガイド2021より
同様の患者ケースに沿って作成
(日本糖尿病学会、日本老年医学会編・著）

BMI22

kcal/kg目標体重



高齢者では若い人よりも蛋白摂取を増やす必要がある

＊筋肉の合成能を高めるタンパク質の摂取
量は、高齢者で若齢者の約２倍が必要

(高齢者：0.4g vs 若齢者：0.24g /体重/１食 ）

高齢者では良質な蛋白質
25-30g/食事が必要
＝75g/日以上の蛋白質

摂取が必要

＊高齢者では、タンパク質を先に食べる
ことを勧める

Leigh Breen et al., Nutrition & Metab, 2011

蛋白質摂取量（ｇ）

骨格筋合成が高まるため
の蛋白質摂取量の閾値

若年群(34+4歳）

高齢者群(64+2歳）

骨
格
筋
合
成
（
％
変
化
量
）



Mamerow MM et al., J Nutrition, 2014 Jun;

蛋白を３食に均等摂取 夕食に偏って摂取

筋
肉
へ
の
ア
ミ
ノ
酸
取
り
込
み

(%
/
h
)

タンパク質を３食均等に摂取した場合と夕食に
偏って摂取したときの筋肉でのアミノ酸取り込み

タンパク質は３食均等に摂取した方が、筋肉へ効率よく取り込まれる

Yasuda J et al. J Nutrition, 2020

朝食に高蛋白

夕食に高蛋白

朝食に高蛋白

夕食に高蛋白

特に朝食のタンパク質摂取は重要

四肢筋肉量 全身筋肉量



*1日3回とも蛋白摂取を増やす事が有効

蛋白合成

蛋白異化

インスリン
アミノ酸

運動後に筋肉修復される時、アミノ酸の取り込みが増加

筋肉合成のためのゴールデンタイム
は朝食時と運動後

筋肉合成と異化は食事のサイクルとともに繰り返される

Malafarina V, J Am Med Dir Assoc, 2013

朝食

Yasuda J, et al. Nutrients, 2019

25ｇ
蛋白

25ｇ
蛋白

インスリン
アミノ酸 インスリン

アミノ酸

昼食 夕食

25ｇ
蛋白

or



野菜を食べた方がいいっ
て聞いたから野菜から食
べているの。
もうお腹いっぱいで、ご飯
もおかずも入らないわ。

たんぱく質から先に食べる

↓

温野菜にしてかさをへらす

↓

主食（炭水化物）は後から

蛋白質と食物繊維を
同時に摂れる納豆

これまでの
野菜を先にではなく

蛋白質とカルシウムを
同時に摂れる乳製品

高齢者では食べる順序の変更をアドバイス

・みそ汁にプラス卵・豆腐を
・卵とじ/炒り豆腐/白和え
・和え物/酢の物にプラス
シーチキン



Nishino K et al.,J Nutr Sci Vitaminol 64,2018

健常者における
食べる順序と血糖値・インスリン値変動

野菜を先にだけでは不充分→おかず→炭水化物を最後に

血糖値 インスリン値

*P<0.05

一元配置分散分析



ロ
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ン
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イ
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ン

豚肉（ロース） 100 玄米 64

牛肉（ロース） 100 精白米 61

鶏肉（ムネ） 100 じゃがいも 73

あじ（生） 100 くるみ 42

さんま（生） 100 キャベツ 53

いわし（生） 100 ごぼう 37

鮭（生） 100 たまねぎ 51

鶏卵 100 トマト 51

牛乳 100 いちご 64

大豆 100 ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ 63

糸引き納豆 100 りんご 56

豆乳 100 生しいたけ 78

アミノ酸スコア

引用：2010オールガイド五訂増補食品成分表より

どれかが不足していると充分な
蛋白質を生成できない

必須アミノ酸(9種類）体内では合成できないため
毎日食事で補給する必要がある

mTORC1ｼｸﾞﾅﾙ
経路を活性化

筋肉合成を制御

100ｇ当たり タンパク質１ｇ当たり

エネルギー
kcal

タンパク質
ｇ

BCAA      
mg

ロイシン
mg

普通牛乳 67 3.3 680 310 

全卵 451 12.3 2380 1000

和牛サーロイン 456 12.9 2360 1100

豆乳 46 3.6 630 290 

糸引き納豆 200 16.5 2890 1300

食パン 264 9.3 1088 608 

日本食品標準成分表2015より抜粋

どんな食品が効率良いのか？



➡食直後の血糖値には炭水化物の摂取量、質（食物繊維の含量）
が大きく影響

炭水化物

たんぱく質

脂質

ブドウ糖（血糖）

アミノ酸 糖新生

炭水化物の吸収を遅くする➡遅くに血糖上昇

3大栄養素と食後血糖の関係

食物繊維の量が影響

時間

血糖値

0 1 3 4 5 6 7

＊ 50％

＊100％

＜10％ ＊

＊％ ：血糖に変わる割合

Life with Diabetes 糖尿病教室パーフェクトガイド．医歯薬出版,東京,P60,2001,改変

肝臓

食物繊維は腸管から
の糖吸収を遅くする



CKDステージ タンパク質
(g/KgBW/日）

サルコペニアを合併したCKDにおけるタンパク質
の考え方(上限の目安）

G1（GFR≧90）

G2（GFR60-89)

G3a（GFR45-59) 0.8〜1.0

G3b（GFR30-44）

G4（GFR15-29)

G5（GFR<15)

過剰な摂取を避
ける

0.6〜0.8

過剰な摂取を避ける

G3にはタンパク質制限を緩和するCKDと、優先
するCKDが混在する　(緩和するCKD1.3/kgBW/
日：優先するCKD:該当ステージ推奨量の上限）

タンパク質制限を優先するが、病態により緩和
する（緩和する場合：0.8/kgBW/日）

日腎会誌 61（5）525-556,2019より抜粋

サルコペニアを合併した保存期CKDの食事療法の提言



本日のまとめ

１）サルコペ二アは、高齢者にとって生命予後を左右する
重要な病態であり、早期にみつけて、しかるべき指導や
対処が必要である

２）日常良く出合っているが、見落としてしまいがちである。
重要な質問 (ペットボトルの蓋、赤信号）、体重変化

３）運動と食事療法は、サルコペ二アの予防と治療に重要
である。
具体的な方法をアドバイスすること、毎回の診察での声
掛けが大切



困っている症例募集

①日常臨床の中で、この症例どうしたら良いか？
②この症例についてもっと詳しいことを知りたい

詳しい情報ではなくてOK
ごく簡単な症例提示で良いですので
担当者まで連絡下さい(個人情報厳守します）

第27回講習会（３月予定：１コマ）

→困っている症例について
専門医が詳しく解説します

鹿児島市医師会地域医療課：原田宛
Fax:(099)225-6099、email:s-harada@city.kagoshima.med.or.jp

鹿児島市糖尿病治療連携体制講習会

mailto:s-harada@city.kagoshima.med.or.jp


ご清聴有難うございました


