が
脳卒中ナース
知っておくべき

第45回日本脳神経看護研究学会
ランチョンセミナー
共催：株式会社大塚製薬工場

サルコペニア・フレイルと
リハビリテーション栄養
2018 年 10 月 13 日（土），仙台国際センターにて第 45 回日本脳神経看護研究学会が行われた．
株式会社大塚製薬工場共催のランチョンセミナーでは，
サルコペニア・フレイルに対するリハビリテー
ション栄養の重要性について講演された．

座長

演者

吉村芳弘 氏

大内潤子 氏
北海道科学大学保健医療学部
看護学科 准教授

患者さんの大切な臨床情報として年齢，
性別，疾患名，ADLなどがあげられます

熊本リハビリテーション病院
副部長

2017 年 12 月に
『サルコペニア診療ガイド

ていることになります．体重は変化して

ライン』
が発刊されました ．

いなくても体組成のバランスが変化して

3）

が，“見た目の弱々しさ” も重要な情報と

このようにサルコペニアが注目されて

なります．この “弱々しさ” を可視化す

いるのは，高齢者に多い疾患や症候がサ

るものがフレイルといえるのではないで

ルコペニアと密接に関連しているからで

しょうか．フレイルには身体的フレイル，

す．たとえば，認知症，糖尿病，骨粗鬆症，

筋肉量の減少が加速してしまいます．低

精神心理的フレイル，社会的フレイル，

心不全，転倒・骨折，排尿障害，脱水・熱

活動を最も経験することができるのは重

オーラルフレイルなどさまざまな要因が

中症，摂食嚥下障害などにサルコペニア

力ゼロの状態で，宇宙に行くと 1 日 1％

指摘されています．身体的フレイルは加

が関与しています．

筋肉が減少し，2 週間後に地球に戻ると

いるので筋肉量が減少していることもわ
かっています．
そして，加齢に低活動が加わることで

齢による骨格筋量の減少や食欲不振によ

サルコペニアの原因には，①加齢，②

歩くことも立つこともできなくなります．

る慢性的な低栄養などが相互に影響して

低活動，③低栄養，④病気があげられ，

したがって，宇宙飛行士は週 6 回，2 時

いますが，多くの要因のなかでもサルコ

これらの原因を探ることが重要だといわ

間の筋肉トレーニングを行い，高タンパ

ペニアと低栄養が身体的フレイルの中核

れています．

クな宇宙食を食べています．現代では人

因子となります．
世界のサルコペニアに関する論文の数
は 2010 年から急上昇していますが，こ
れは欧州の研究グループがサルコペニア

類は宇宙に 6 か月滞在できますが，これ

加齢と低活動による
サルコペニア

は筋肉の衰えを予防するという宇宙リハ
ビリ医学の功績であるといえるでしょう．
ここでポイントとなるのは
「いかに重力に

の定義・診断をはじめて提言したことが

私たちは加齢とともに筋肉量が低下し

抗う筋肉を保つか」
という抗重力という視

．このガイドラインは

ます．具体的には，
「 1 歳年をとると筋肉

点であり，私たちがかかわっている高齢

2018年10月12日，ベルリンの学会でアッ

量減少率は 1％」
といわれており，80 歳の

患者さんにも同様のことが起きていると

プデート版が発表され 2 ），わが国では

高齢者は 30 歳のときよりも 50％減少し

いうことです．

きっかけです

1）
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図 1 サルコペニアの診断方法

図 2 サルコペニアの新しい診断方法

握力，歩行速度の低下
握力

男性＜26kg
女性＜18kg

No

歩行

Yes

サルコペニア
なし

2
女性 ＜5.7kg/m（BIA）
2
＜5.4kg/m（DXA）

筋肉量減少

No

サルコペニア
なし

＜0.8m/秒

筋量（BIA or DXA）
男性 ＜7.0kg/m2

Yes

サルコペニア
文献 3）
より

高齢者がベッド上安静を保つと 1 日約
0.5％筋肉量が減少するといわれていま
す．イタリアの報告では，急性期病院に
入院すると 14.7％の患者にサルコペニア
が発症し，その発症リスクは，長い臥床
時間，入院時の低BMI，入院時の低骨格

文献 2）
より

「長期療養病
筋量でした 4 ）．わが国では，
棟の高齢者全員がサルコペニアだった」
と
いう報告もあります 5 ）．
このように医療機関において発症する
サルコペニアを
「医原性サルコペニア」と
いい，たとえば誤嚥性肺炎で入院した高

低栄養による
サルコペニア

サルコペニアの診断は図 1 のとおり
「握
力，歩行速度の低下」から始めることに
なっていましたが，2018 年 10 月 12 日に

齢患者を絶食にする，ベッド上安静にす

ベッド上安静に栄養必要量の欠乏が 2

るといったことに対して注意喚起してい

割加わると，1 日の筋肉減少率は約 3 倍

「筋力
（握力，椅子立ち上がりテスト）
と筋

ます．わが国の急性期病院のビッグデー

（ 1.5％）になるといわれていますから，

量
（BIA or DXA or CT）
の減少をもって

タの解析では，
「肺炎入院後 3 日以内の理

誤嚥性肺炎で 2 週間，輸液のみで栄養管

サルコペニアとする」
となり．身体機能
（歩行

学療法開始で死亡率が低下した」 と報告

理されるとサルコペニアはどんどん進行

速度，SPPB，Timed Up & Go，400m

されていることから，高齢者が入院した

してしまいます．これらのことは
「医原性

歩行）
は後付けになっています
（図 2 ）
．な

時点でリハビリの必要性を評価し，必要

栄養障害」
といわれ注意喚起しています．

お，地域高齢者
（ 65 歳以上）
のサルコペニ

ならその日から開始すべきだといえるで

低栄養の診断で重要なのは
「アルブミン

アの有症率は 6 ～ 12％，脳卒中患者のサ

しょう．また，
「誤嚥性肺炎で入院した高

は栄養指標ではない」という視点であり，

ルコペニアの有症率は 53％であり嚥下機

齢者に “とりあえず絶食” という指示が

①摂食量低下，②低体重，③体重減少，

能や口腔機能などのADLが低下していま

出ると，入院期間が延び嚥下障害も悪化

④浮腫，⑤握力低下のうち 2 つ以上があ

す．

する」7 ）ことから，リスクマネジメントと

れば低栄養と診断できる指標といえます．

口腔ケアをしっかりしたうえで，少なく

これは採血も必要なく，介護施設や在宅

り，
「栄養単独では筋量は増えない」
「運動

ともゼリーなどを食べさせ続けること，

でも可能な指標なのでぜひ用いていただ

（リハビリ）
と栄養を同時に行うこと」
とい

咀嚼・嚥下を継続することが大切です．

ければと思います．

6）
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アップデートされたガイドライン 2 ）では，

サルコペニアの治療は栄養と運動であ

う視点が重要です．ベッド上安静の高齢

図 3 筋タンパク合成に対する栄養研究の進歩

タンパク質

必須
アミノ酸

アミノ酸

BCAA

表 1 栄養素の増加量とサルコペニアの減少率

ロイシン
2010 年～

HMB

栄養素

1 日の増加量

サルコペニアの減少率

エネルギー

100kcaL

3.90%

タンパク質

10g

6.80%

バリン

1g

11.80%

ロイシン

1g

8.20%

イソロイシン

1g

13.10%
文献 9）
より引用

者を早期に離床させるなど，いろいろな

図 4 BCAA介入と筋肉量，ADLの転帰

方法で筋肉を収縮させる工夫が重要とな
ります．

MCTとBCAAを用いた
栄養療法
❶MCT（中鎖脂肪酸）
当院では，MCTとタンパク質を軟飯
に混ぜたパワーライス ® を使用していま
す．①エネルギーを糖質に頼らない，②

①筋肉量
スコア
80

40

70

35

P＜0.01

50

25

40

20

30

15

をもっているので，糖尿病や嚥下障害の

10

pre

post

ANCOVA（調整因子 pre CC）

P＜0.01

60

30

物性や量・味に影響を与えないという特徴
ある高齢者に効果的で，1 日 3 食をパワー

②ADL

cm

20

栄養介入群
対照群
pre

post

ANCOVA（調整因子 pre BI）
文献 10）
より

ライス ® にすると，エネルギー 411kcal，
タンパク質 9gが上乗せできます．MCT
は燃焼が早いのですぐにエネルギーにな

応用）
といったメリットもあります．私た

ク合成に対する栄養研究ではタンパク質

り，長鎖脂肪酸よりも代謝速度が 4 倍速

ちの研究 では，健常者がMCTを経口

からアミノ酸へと注目度が移行していま

いという特徴があります．つまり，MCT

摂取すると活性化グレリン濃度が上昇す

すが
（図 3 ）
，必須アミノ酸であるBCAA

は身体に脂肪がつきにくいというメリッ

る
（食欲亢進，筋量増加の可能性）ことも

は筋タンパクを構成している最も多いア

トがあり，以前から術後や低出生体重児

わかりました．

ミノ酸であり，筋肉のエネルギー源だと

8）

のエネルギー補給，スポーツ時の持続力

このMCTを混合したパワーライス ® を

向上に応用され，近年は高齢者のリハビ

嚥下障害のある脳卒中患者に食べても

リ，認知症，がん悪液質などに応用され

らったところ，体重増加，FIM効率上昇，

は，栄養素の増加量とサルコペニアの減

るようになりました．

入院期間短縮，完全経口摂取までの日数

少率について報告しています
（表 1 ）
．エ

短縮，最終食事形態の常食割合上昇とい

ネルギー 100kcalでは 3.9％，タンパク質

また，最新のMCTの研究分野にグレ

いえます．
国立長寿医療研究センターの研究 9 ）で

リンというホルモンがあります．
「がん患

う有効性がありました．

10gでは 6.8％ですが，BCAAではそれ

者にグレリンを投与することで食欲を亢

❷BCAA

以上
（バリン 1gで 11.8％，ロイシン 1gで
8.2％，イソロイシン 1gで 13.1％）
，サル

進する」
という研究が進んでおり，①食欲

国際スポーツ栄養学会は 2017 年に，
「高

促進（食欲不振・拒食症への応用）のほか

齢者は運動直後 1 時間以内に 10 ～ 20gの

に，②成長ホルモン分泌促進
（老化防止）
，

タンパク質を摂取すべきである．さらに，

③心血管系保護（心筋梗塞・心不全の治

タンパク質の質に考慮すべきである」
とい

がBCAAを補給すると筋肉量，ADLと

療）
，④エネルギー代謝調整
（悪液質への

う声明を発表しました．近年の筋タンパ

も改善しました
（図 4 ）
．

コペニアが減少しました．
私たちのRCT10 ）でも，リハビリ高齢者

月刊ナーシング

Vol.39 No.1 2019.1

45

図 5 集団起立訓練×高ロイシンEAAの効果

集団起立訓練による
運動療法
当院では，入院中のサルコペニア対策
として集団起立訓練を実施しています．
筋力向上，全身耐久性向上，ADL向上，
精神活性化を目的として，個別リハビリ
のほかに 1 日 2 回
（ 120 回×2 ）行ってい

65

近年，低負荷でも運動回数を増やすと
高負荷と同等のトレーニング効果がある
といわれているので，高負荷のトレーニ
ングが不可能な高齢のサルコペニア患者
さんには低負荷で運動回数の多い集団起
立訓練は有効だと考えます．実際，集団
起立訓練によってADL，移動能力
（歩行，
車椅子）
，認知機能
（コミュニケーション，
社会的認知）
が改善しました．

6
p＜0.05

60

50
45
40

5.4

53

62

ロイシンなし

ロイシンあり

20

5

5.9

ロイシンなし

ロイシンあり

●タンパク摂取量（g/kg/日）
1.5

p＜0.05

18

P＝0.142

1

16

10

5.6

5.2

③握力改善（kg）

12

p＜0.05

5.6

22

14

②筋肉量増加（kg/m2）

5.8

55

ますが，集団で行うことでモチベーショ
ンも上がるので有効です．

①ADL改善（FIM）

0.5

16.3

21.1

ロイシンなし

ロイシンあり

脳卒中回復期高齢者を対象
2015 〜 2017 年
RCT：2 か月間

0

1.3

1.4

ロイシンなし

ロイシンあり

栄養剤：
◦タンパク質 3.0g
◦ロイシン 1.2g

集団起立訓練：
◦120回×2セット
◦両グループ

また，集団起立訓練とBCAAの 1 つで

文献 11）
より

あるロイシンを併用することで，ADL改
善，筋肉量増加，握力改善という効果も
認められました
（図 5 ）11 ）．ただ，ロイシ
ンを併用した患者と併用しなかった患者
のタンパク質摂取量は変わりませんでし
た．つまり，タンパク質の摂取量よりも
BCAAをどれだけ摂取したかが重要だと
いえます．その点，大塚製薬工場の
「リハ
デイズ」はロイシンなどのBCAAが多く

リハビリに必要な栄養を考えたサポート飲料

「HINEX®リハデイズ」

「リハデイズ」は筋肉のための栄養に配慮し，高タンパク（11g/パック）で，
高BCAA（3,400mg/パック：ロイシン含む）
・高ロイシン（2,300mg/パッ
ク）に加え，シトルリン（1,000mg/パック）も配合している．また，吸収
効率に配慮し，乳タンパクとホエイタンパク，MCTを配合しているので，
リハビリ時に飲用することで筋肉量の上昇が期待されるという．

配合されているので，高齢者のリハビリ
と併用するとよいと思います．
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