第5回日本サルコペニア・フレイル学会大会
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・フレイルに必要な
予防対策と運動・栄養ケア
2018 年 11 月 10 日（土）〜11 日（日），ソラシティカンファレンスセンター（東京都千代田区）にて第 5 回日本
サルコペニア・フレイル学会大会が行われた．大塚製薬工場の共催による10 日（土）のランチョンセミナーでは，
運動・栄養ケアの視点からサルコペニア・フレイルに必要な予防対策について講演された．

座長

演者

荒井秀典 氏
国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター 病院長

サルコペニアとフレイルの
有病率の変化

鈴木隆雄 氏

桜美林大学老年学総合研究所 所長/
桜美林大学大学院老年学 教授

す．かつての 80 代女性は青信号で横断歩

し，後期高齢者の女性は増加しています．

道を渡ることができなかった集団でした

しかし，統計学的には男性の変化は有意

が，現在では 85 歳の女性でもゆうゆうと

ではなく，女性のみが有意となっていま
した．

わが国の代表的な老化に関する長期縦

渡ることができるようになりました．25

断研究を総合的に分析した研究，ILSA-J

年前から 5 年ごとのデータをみても同様

では，高齢者の生活機能にかかわる基本

です．

とくに後期高齢者の女性の場合，BMI
は低下しているのにフレイルの有病率も

の 6 項目（身長，体重，BMI，通常歩行

握力も，25 年前や 10 年前に比べて男

低下しており，サルコペニアの有病率が

速度，握力，IADL）について，2007 年

女ともほぼすべての年代で強くなってお

上昇しているという不思議な現象をみる

と 2017 年のデータを収集し，年代と性

り，体力的にも強くなっていることがわ

ことができます．

別の対象数・平均値・SD・最大値・最小値を

かります．

収集しています．
身長は 10 年前に比べ男性も女性もすべ

IADL（老研式活動能力指標の手段的自

目していく必要があると考えます．

立 5 項目）
も 10 年前より高くなっており，

ての年代で高くなっていますが，体重と

とくに85〜89歳の年代で顕著に高くなっ

BMIはほとんどの年代の女性は低下して

ています．

おり，女性の “やせ願望” を垣間見るこ

したがって，今後の継続した調査に注

フレイルとサルコペニアの有病率は，

厚生労働省の後期高齢者に
関する保健事業

2012 年と 2017 年の 5 年間で比較するこ

平成 27 年度厚生労働科学研究特別研究

とができます．フレイルの有病率はこの

班の
「後期高齢者の保健事業のあり方に関

年代で有意に速くなっており，とくに後

5 年間で男女とも低下していますが，サ

する研究」
をみると，心身機能の特性とし

期高齢者の女性は非常に速くなっていま

ルコペニアの有病率をみると男性は低下

て，

とができます．
通常歩行速度は男性も女性もすべての

ILSA-J：Integration of Longitudinal Studies on Aging in Japan
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①後期高齢期にはフレイルが顕著に進行

口腔機能低下，運動器障害など）
，精神・

②運動群，③アミノ酸補充群，④対照群

②慢性疾患を複数保有し加齢に伴う老年

心理的フレイル
（認知機能低下・認知症な

「運動トレーニン
に分類したRCT4 ）では，

症候群も混在（包括的な疾病管理が重

ど）
，社会的フレイル
（閉じこもり，孤立

グとアミノ酸摂取によって筋機能や運動

要）

など）
がありますが，社会的フレイルから

機能が改善」
「筋量と筋力がともに改善す

③医療のかかり方として，多機関受診，

悪化していくケースが多いといわれてい

る割合は，アミノ酸摂取により 2 倍に，

多剤処方，残薬が生じやすいという課題

ます．誤嚥性肺炎と密接にかかわるオー

運動により 2.6 倍に，さらに運動とアミ

④健康状態や生活機能，生活背景等の個

ラルフレイルも同様に，生活の広がりが

ノ酸摂取を両方行うことにより 4.9 倍に

小さくなることから悪化していくと報告

増加」
「アミノ酸摂取のサルコペニア対策

されています．

における意義・効果を認めた」という結果

人差が大きい
があげられています．

が報告されています
（図 1 ）
．

したがって同研究班は，
「後期高齢者の

フレイルは，体重減少，筋力低下，疲

保健事業のあり方・方向性は，現役世代の

労感，歩行速度，身体活動によって評価

こういった結果をみると，運動はもと

肥満対策に重点をおいた生活習慣病対策

されますが，フレイルの有症率は 65 歳以

より，アミノ酸とくにロイシンを摂取す

からフレイルに着目した対策に転換する

上 の 高 齢 者 全 体 で は 1 1 . 5 ％（ 予 備 群

ることでサルコペニアを予防・改善するこ

32.8％）
で，加齢に伴い有症率の増加が認

とができると考えられます．実際，①ロ

められています 1 ）．

イシン高配合アミノ酸補給 11g/日
（ロイ

ワーキンググループ作業チームも，高齢

❶アミノ酸（ロイシン）
と運動による介入

シン 4g/日）で筋力・筋量の増加，②ロイ

者のフレイルの状態や生活状況等を包括

食事の問題として，
「タンパク質摂取が

シン高配合サプリ6g/日
（ロイシン3g/日）

的に把握し，生活習慣病等の重症化予防

低いほどフレイルになりやすい」
といわれ

とレジスタンス運動で筋力・筋量の増加，

と同時に高齢による心身機能の低下
（老年

ており，
『サルコペニア診療ガイドライン

といった結果も報告されています．

症候群）
を防止し，在宅で自立した生活が

2017 年版』2 ）の 3 章CQ1「栄養・食事がサ

❷ビタミンDによる介入

送れる高齢者を増加することが重要であ

ルコペニア発症を予防・抑制できるか？」

るとしています．

でも，
「適切な栄養摂取，特に 1 日に
（適正

ことが必要」
としています．
また，高齢者の保健事業のあり方検討

ロイシンに加え，ビタミンDも注目さ
れています．

体重）1kg当り 1.0g以上のたんぱく質摂

ビタミンDの欠乏はクル病や骨軟化症

事業のあり方に対する提言」
では，

取はサルコペニアの発症予防に有効であ

としてすでに知られていますが，ビタミ

①フレイル
（低栄養，サルコペニア，認知

る可能性があり，推奨する
（エビデンスレ

ンDの不足は集団の疫学的調査によって

機能低下，口腔機能低下）
の進行予防

ベル：低，推奨レベル：強）
」
としています．

疾患リスクの増加としてのみ把握されま

②個人差に対応し，
「不安をあおる場」
では

実証研究の視点からプレフレイル高齢

す ． ビ タ ミ ン D 不 足 マ ー カ ー（ 血 中

なく，
「加齢の影響を考慮しつつ安心を

女性に対する運動と栄養介入RCT3 ）の結

25OHD濃度）
と疾病リスクとの関係をみ

提供できる場」
とする

果をみると，握力は運動介入だけで改善

ると，骨粗鬆症性骨折，転倒，高血圧，

③医療機関と連携して実施される包括的

していますが， 精神・心理的フレイル

心筋梗塞，末梢動脈疾患，結腸直腸がん，

疾病管理
（疾病の重症化予防，多剤によ

（SF36 によるQOLの測定）は運動・栄養

乳がん，2 型糖尿病など，さまざまな疾

したがって，
「今後の後期高齢者の保健

る有害事象の防止）
④ポピュレーションアプローチとハイリ

療法介入だけが改善しています．このと
きの介入方法は，①運動教室
（週 1 回，12

患に影響していることがわかります．
国際骨粗鬆症財団
（IOF）は 30ng/mL

スクアプローチによる個別的な対応を

週間，1 回 1 時間）
，②調理教室
（週 1 回，

適切に組み合わせる（専門職種による

3 か月，1 回 1 時間）だったので，やはり

訪問指導や立ち寄り型相談の充実）

教室に参加し他者と交流するという社会

告しています．国内の疫学調査をみても，

ことが中核になると提言しています．

とのつながりが大きく影響したのではな

わが国の女性は年齢とともにビタミンD

いかと思います．

の摂取量が低下していること，とくに高

フレイル・サルコペニアの
予防対策と介入方法
フレイルには，身体的フレイル
（低栄養，
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サルコペニアもフレイルと同様，
「タン
パク質摂取が低いほどサルコペニアにな
りやすい」
といわれています．サルコペニ
ア高齢女性を①運動＋アミノ酸補充群，

のビタミンD摂取を推奨していますが，
「日本人女性の 90％は不足している」
と警

齢女性におけるビタミンD欠乏は 17.7％
にのぼっていることがわかります 5 ）．
転倒の発生と血中ビタミンD濃度の関
係をみると，25ng/mL以上の高齢者女性

図 1 運動・アミノ酸の介入によるサルコペニア対策
●RCTによる研究の流れ

●介入プログラム①：包括的運動
①運動期間：3 か月

データ収集
1）
聞き取り調査
2）
体力測定
3）
体組成

75 歳以上の女性
1,399 名

サルコペニア判定
304 名（21.7％）

②頻度：週 2 回
③時間：1 回当たり 60 分

判定基準：
1．筋肉量が少ない
2．膝伸展力が弱い
3．BMIが低い

④包括的運動内容
◦筋力強化運動（腹部，大腿部）─椅子使用，バンド体操，アンクルウ
ェイト，ボール運動など
◦バランスおよび歩行訓練

●介入プログラム②：アミノ酸補充
参加希望者
155 名（51.0％）

①補充期間：3 か月
②頻度：3gのアミノ酸×2 回（1 階の補充量 6g）

RCT

フェニルアラニン その他
7.0％

クロスオーバー比較試験

スレオニン 10.5％
運動＋アミノ酸
38

運動
39

アミノ酸補充
39

対照
39

事後調査
34

事後調査
36

事後調査
37

事後調査
37

◦飲む時間：空腹時，おやつ
時（午前 10 時，午後 3 時）

ロイシン
42.0％

イソロイシン
10.5％
バリン
10.5％

◦飲み方：牛乳や水と一緒に

リジン
14.0％

③コンプライアンス
◦アミノ酸摂取記録カードに記入（2 週ごとに回収）

●結果（筋量，筋力，歩行速度の変化率）

3

②筋力
＊＊

2
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0

−1
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運動＋
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運動

アミノ酸

対照
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③歩行速度
通常歩行速度の変化率（％）

＊＊

膝伸展筋力の変化率（％）

脚部筋量の変化率（％）

①筋量

20

＊
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＊
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運動
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＊
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運動＋
アミノ酸

運動

アミノ酸

対照
文献 4）
より

を基準
（＝ 1 ）
としたとき，19ng/mL以下
の人は 2 回以上転倒発生に対して 1 年間で
1.8 倍リスクが高まることがわかりました

図 2 血中ビタミンD濃度と転倒発生リスク
（OR）
2.0

（図 2 ）6 ）．

1.6

高齢者のビタミンDの摂取量は，米国
やカナダでは 15 〜 20μg/日を基準とし
ていますが，わが国では 5.5μg/日とし

Trend：p＜0.05
■ 1 回以上（n＝311）
■ 2 回以上（n＝145）

1.75
1.2

1.0
（Ref）

1.14
1.0 1.00

ており，これは非常に大きな問題であり，
適切な摂取への改定が望まれます．
ビタミンDとロイシン高含有のサプリ
メント投与の影響を検証したRCT では，
7）

0.0

≦19

20-24

25≦

（ng/mL）

※多重ロジスティック回帰分析，年齢調整Odd’s比

文献 6）
より
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図 3 ビタミンDとロイシン高含有のサプリメント投与の影響
●四肢骨格筋量

●椅子立ち座りテストの所要時間
■対照群（n＝135）

＊P＝0.045

0.2
0.1
0

0

（秒） 7 週
1.0

13 週

対照群（n＝170）
【0 週：17.6 秒】
実施群（n＝162）
【0 週：17.1 秒】

0

週）
との変化量

0.3

試験前
（

ベースラインからの
四肢骨格筋量の変化量

（kg）
0.4

■実施群（n＝124）

−1.0
−2.0

＊
＊

−3.0
−4.0
Mean±SD
＊p＜0.001
両群間の平均差（95％CI）
−1.01（−1.77 to −0.19）
p＝0.018

自立生活が可能な初期サルコペニアの高齢者に対して，サプリメント
［ビタミンD
（800IU）
，ロイシン
（3g）
，ホエイタンパク
（20g）
］
を摂取する実施群と対照群を比較したところ，四肢骨格筋量の変化量に
有意な差がみられた．また，椅子立ち座りテストの所要時間においても有意な短縮を認めた
文献 7）
より

四肢骨格筋量は有意に増加し，椅子立ち
座りテストの所要時間も有意に短縮され
たという結果が報告されています
（図 3 ）
．
◆
このようにフレイルやサルコペニアに
対しては，運動と栄養による介入が欠か
せません．その点，大塚製薬工場の
「リハ
デイズ」
はロイシンやビタミンDが多く配

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，ビタミンD
（800IU/パック）
，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．

合されているので，高齢者の運動と併用
すると効果的だと思います．
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