
臨床栄養の最新情報（Ⅳ）

東京大学医学部附属病院リハビリテーション科准教授
篠　田　裕　介

（聞き手　大西　真）

リハビリテーションと栄養療法

　大西　篠田先生、リハビリテーショ
ンと栄養療法というテーマでお話をう
かがいたいと思います。
　まずはじめに、リハビリテーション
という言葉が医療の分野で使われ始め
たのはだいたいいつごろぐらいからな
のでしょうか。
　篠田　医療の分野で使われ始めたの
はおよそ100年前になります。第一次
世界大戦のころなのですが、当時は戦
傷者の社会復帰という意味合いが強か
ったのです。それがだんだん地域や社
会背景によって内容が変遷しつつ発展
してきている学問になります。
　大西　リハビリとはどういう用語な
のでしょうか。
　篠田　語源としては「リ」と「ハビ
リ」と「テーション」に分かれており、
再び適するようにする、という意味合
いになります。この単語は名誉の回復
という意味も持つようです。
　大西　現在、日本リハビリテーショ
ン医学会ではリハビリに対して定義だ
とか、活動をいろいろされていますね。

そのあたりを教えていただけますか。
　篠田　日本リハビリテーション医学
会では、リハビリテーション医学を説
明する際に、機能を回復する、障害を
克服する、活動を育むという３つのキ
ーワードを使っています。疾病や外傷
で低下した身体的・精神的機能を回復
させて障害を克服するということが従
来の解釈ですが、さらに人の営みの基
本である“活動”に着目して、その賦
活化を図るという過程がリハビリテー
ション医学の中心と考えられます。
　“活動”というのは、具体的には起
き上がる、座る、立つ、歩く、手を使
う、見る、聞く、話す、といった日常
の活動、掃除、洗濯、料理、買い物等
の家庭での活動、さらに学校生活とか
就業、地域行事、スポーツ等の社会で
の活動に積極的に参加できるようにす
ることが“活動を育む”の意味になり
ます。
　大西　それでは次に低栄養について
うかがいたいと思います。いろいろな
栄養のスクリーニングツールがあると

うかがっていますが、そのあたりから
教えていただけますか。
　篠田　世界中に多数のスクリーニン
グツールがあり、食事量、体重減少、
BMI、消化器症状、血清アルブミンや
コレステロール、リンパ球など、様々
な指標を用いて評価しています。世界
基準の評価指標としてGLIMクライテ
リアが2018年に作られました。GLIM
クライテリアの特徴は、現症と病因に
分けて評価していることです。現症は、
体重減少、BMI低値、筋肉量減少の３
項目で評価します。病因は、食事摂取
量／消化吸収能低下、疾患による負荷
や炎症の関与の２項目で評価します。
現症と病因から１項目以上該当する場
合に低栄養として診断します。
　大西　その病態については分類され
ているのでしょうか。
　篠田　主に、①慢性疾患で炎症を伴
う低栄養、②急性疾患あるいは外傷に
よる高度な炎症を伴う低栄養、③炎症
はわずか、あるいは認めない慢性疾患
による低栄養、④炎症はなく飢餓によ
る低栄養、の４種類に分類されていま
す。炎症はなく飢餓による、というの
は社会経済的な背景や環境的要因によ
る食料不足に起因するものと考えられ
ます。
　大西　低栄養の合併症についてはい
かがでしょうか。
　篠田　低栄養になると様々なことが
起こります。免疫能の低下に伴って感

染症になる、褥瘡・創治癒の遅延を生
じる、歩行が不安定になり転倒する等
です。これらには筋力不足も関わって
います。さらに、認知機能低下、治療
抵抗性、長期入院、頻回な入院の原因
にもなります。そして、これらすべて
が原因となってQOLが低下します。
　大西　次に、リハビリテーション病
棟の患者さんとか高齢者の方は低栄養
が多いと思うのですが、その際の栄養
管理の重要性について教えていただけ
ますか。
　篠田　まず高齢者についてです。高
齢者の低栄養の原因としては、社会的
要因、すなわち独居であることや介護
力の不足、介護のネグレクト、孤独や
貧困、さらに精神・心理的要因、臭覚
や味覚障害、食欲低下などが関与しま
す。
　次に、リハビリテーション患者さん
でどれぐらいの人が低栄養かを示すデ
ータとして、海外12カ国、24個の研究
データを集め、高齢者4,500人を評価し
た研究があります。一般病院で38.7％
の患者さんが低栄養だったのに対して、
リハビリテーション施設だと50.5％の
患者さんが低栄養であり、調査した施
設の中では最も高率でした。日本の回
復期のリハビリテーション病棟におい
ても、入院時におよそ４割の患者さん
が低栄養といわれています。脳梗塞だ
と55％、大腿骨頸部骨折や脊椎圧迫骨
折だと40％、肺炎後の廃用症候群だと
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90％以上が低栄養といわれています。
　大西　必要な栄養量をいろいろな式
で算出したりする方もいますが、その
あたりを少し教えていただけますか。
　篠田　エネルギー必要量は一般的に、
基礎代謝量と活動係数、それにストレ
ス係数を掛け合わせて算出します。エ
ネルギーは当然必要ですが、リハビリ
テーション治療においては蛋白質も非
常に重要です。蛋白質は骨格筋合成の
材料であり、リハビリテーション治療を
行うサルコペニアの患者さんでは、高
エネルギー蛋白食は骨格筋量増大と、
ADLの改善効果が期待されます。特に
アミノ酸の中でも、必須アミノ酸であ
る、バリン、ロイシン、イソロイシン
といった分岐鎖アミノ酸摂取がサルコ
ペニアの予防や治療に効果がある、と
いう報告が多数あります。
　大西　それでは、栄養と運動量のバ
ランスですが、そのあたりはどのよう
に考えたらよいでしょうか。
　篠田　やはりバランスがきちんと取
れていると、食べた蛋白質が筋肉の合
成に利用され、筋肉量が増え、リハビ
リテーション治療の効果が最大になり
ます。逆に栄養が多すぎてしまうと栄
養過多になり、肥満や高脂血症、脂肪
肝等になります。いわゆるメタボの状
態であり、脳血管障害発症のリスクが
上昇します。逆に運動強度が栄養に比
較して強すぎると、運動時にエネルギ
ーが枯渇してしまい、筋肉や脂肪が分

解されてエネルギーとして使用され、
筋トレを行っているのに、かえって筋
肉量が減少するという結果になります。
　大西　低栄養の病態による栄養管理
とリハビリテーション治療について教
えていただけますか。
　篠田　低栄養の病態によって管理の
方法が変わります。炎症の有無が大事
になり、CRPが５㎎/dL以上だと異化
期、３㎎/dL以下だと同化期と判断し
てエネルギーの必要量を考えていきま
す。異化期においては、内因性エネル
ギーを考慮して１日エネルギー摂取量
は６～25kcal/㎏と控え目にします。侵
襲があるときは創傷治癒などのために
エネルギー消費量が増加するので、異
化期においては筋肉や脂肪を分解して
必要なエネルギーを得ようとします。
しかし筋肉量が低下するため、筋肉量
増加目的のレジスタンストレーニング
や持久力増強訓練を行うと、かえって
悪くなるので、廃用性筋萎縮の予防と
して、離床、２～３メッツ程度の活動
を行うのが現実的です。
　同化期になりCRPが３㎎/dLより低
くなると、筋肉量の改善が期待できる
ため侵襲程度に応じたストレス係数を
考慮して、低栄養から普通に戻すため
のエネルギー蓄積量を加味してエネル
ギー消費量を計算します。同化作用の
働いている時期であれば適切な栄養管
理のもとにレジスタンストレーニング
を行うと筋蛋白質が増加します。

　大西　現在、ロコモティブシンドロ
ームが非常に注目されていますが、ロ
コモ、サルコペニア、フレイルについ
て教えていただけますか。
　篠田　ロコモというのは日本整形外
科学会が作った概念であり、主に変形
性関節症とか骨粗鬆症など運動器の障
害によって歩行機能が低下した状態を
指します。フレイルやサルコペニアは、
老年医学会で加齢に伴う骨格筋の減少
に着目した研究の中で発展してきた概
念です。サルコペニアは筋肉の減少を
意味し、筋量、握力、歩行速度の３つ
で判定を行います。一方、フレイルは
加齢に伴う筋力低下、俊敏性が失われ
て転倒しやすい、などの身体的な問題
のみならず、認知機能やうつ、独居、
経済的困窮など社会的な問題も含めた、
高齢期の問題を包括的に広くとらえた
概念です。
　大西　現在、高齢社会が非常に進ん
でいて、超高齢社会になっていくと思
うのですが、今後どのようにリハビリ
テーションと栄養管理を進めていった
らいいとお考えでしょうか。
　篠田　障害者とかフレイル高齢者で
は栄養状態を改善することが非常に大
事で、そのことが機能や活動、参加に

つながり、QOLを最大限に高めること
につながります。筋力低下があるとバ
ランス障害、転倒骨折から移動困難に
なり、身体活動性が低下し、消費エネ
ルギー低下、低栄養につながり、さら
に筋力低下を生じるという悪循環にな
ってしまうので、これを断つために栄
養療法と運動療法の両方をバランスよ
く行うことが大事だと思います。
　大西　リハビリと栄養管理を同時に
やっていくことが重要なのでしょうか。
　篠田　そうですね。それを同時にや
らなければあまり効果は期待できませ
ん。先ほど挙げた蛋白質のほか、ビタ
ミンDも必要です。ビタミンDの摂取
は転倒の予防、筋肉量の増加に有効と
いわれています。主に、分岐鎖アミノ
酸とビタミンDの摂取が勧められます。
　大西　学会ではトレーニング方法と
して、具体的にどのようなことが提唱
されているのでしょうか。
　篠田　ロコモに関しては、インター
ネットで紹介されているロコトレがあ
ります。片脚立ち、スクワット、ヒー
ルレイズ、フロントランジなどを推奨
しています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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90％以上が低栄養といわれています。
　大西　必要な栄養量をいろいろな式
で算出したりする方もいますが、その
あたりを少し教えていただけますか。
　篠田　エネルギー必要量は一般的に、
基礎代謝量と活動係数、それにストレ
ス係数を掛け合わせて算出します。エ
ネルギーは当然必要ですが、リハビリ
テーション治療においては蛋白質も非
常に重要です。蛋白質は骨格筋合成の
材料であり、リハビリテーション治療を
行うサルコペニアの患者さんでは、高
エネルギー蛋白食は骨格筋量増大と、
ADLの改善効果が期待されます。特に
アミノ酸の中でも、必須アミノ酸であ
る、バリン、ロイシン、イソロイシン
といった分岐鎖アミノ酸摂取がサルコ
ペニアの予防や治療に効果がある、と
いう報告が多数あります。
　大西　それでは、栄養と運動量のバ
ランスですが、そのあたりはどのよう
に考えたらよいでしょうか。
　篠田　やはりバランスがきちんと取
れていると、食べた蛋白質が筋肉の合
成に利用され、筋肉量が増え、リハビ
リテーション治療の効果が最大になり
ます。逆に栄養が多すぎてしまうと栄
養過多になり、肥満や高脂血症、脂肪
肝等になります。いわゆるメタボの状
態であり、脳血管障害発症のリスクが
上昇します。逆に運動強度が栄養に比
較して強すぎると、運動時にエネルギ
ーが枯渇してしまい、筋肉や脂肪が分

解されてエネルギーとして使用され、
筋トレを行っているのに、かえって筋
肉量が減少するという結果になります。
　大西　低栄養の病態による栄養管理
とリハビリテーション治療について教
えていただけますか。
　篠田　低栄養の病態によって管理の
方法が変わります。炎症の有無が大事
になり、CRPが５㎎/dL以上だと異化
期、３㎎/dL以下だと同化期と判断し
てエネルギーの必要量を考えていきま
す。異化期においては、内因性エネル
ギーを考慮して１日エネルギー摂取量
は６～25kcal/㎏と控え目にします。侵
襲があるときは創傷治癒などのために
エネルギー消費量が増加するので、異
化期においては筋肉や脂肪を分解して
必要なエネルギーを得ようとします。
しかし筋肉量が低下するため、筋肉量
増加目的のレジスタンストレーニング
や持久力増強訓練を行うと、かえって
悪くなるので、廃用性筋萎縮の予防と
して、離床、２～３メッツ程度の活動
を行うのが現実的です。
　同化期になりCRPが３㎎/dLより低
くなると、筋肉量の改善が期待できる
ため侵襲程度に応じたストレス係数を
考慮して、低栄養から普通に戻すため
のエネルギー蓄積量を加味してエネル
ギー消費量を計算します。同化作用の
働いている時期であれば適切な栄養管
理のもとにレジスタンストレーニング
を行うと筋蛋白質が増加します。

　大西　現在、ロコモティブシンドロ
ームが非常に注目されていますが、ロ
コモ、サルコペニア、フレイルについ
て教えていただけますか。
　篠田　ロコモというのは日本整形外
科学会が作った概念であり、主に変形
性関節症とか骨粗鬆症など運動器の障
害によって歩行機能が低下した状態を
指します。フレイルやサルコペニアは、
老年医学会で加齢に伴う骨格筋の減少
に着目した研究の中で発展してきた概
念です。サルコペニアは筋肉の減少を
意味し、筋量、握力、歩行速度の３つ
で判定を行います。一方、フレイルは
加齢に伴う筋力低下、俊敏性が失われ
て転倒しやすい、などの身体的な問題
のみならず、認知機能やうつ、独居、
経済的困窮など社会的な問題も含めた、
高齢期の問題を包括的に広くとらえた
概念です。
　大西　現在、高齢社会が非常に進ん
でいて、超高齢社会になっていくと思
うのですが、今後どのようにリハビリ
テーションと栄養管理を進めていった
らいいとお考えでしょうか。
　篠田　障害者とかフレイル高齢者で
は栄養状態を改善することが非常に大
事で、そのことが機能や活動、参加に

つながり、QOLを最大限に高めること
につながります。筋力低下があるとバ
ランス障害、転倒骨折から移動困難に
なり、身体活動性が低下し、消費エネ
ルギー低下、低栄養につながり、さら
に筋力低下を生じるという悪循環にな
ってしまうので、これを断つために栄
養療法と運動療法の両方をバランスよ
く行うことが大事だと思います。
　大西　リハビリと栄養管理を同時に
やっていくことが重要なのでしょうか。
　篠田　そうですね。それを同時にや
らなければあまり効果は期待できませ
ん。先ほど挙げた蛋白質のほか、ビタ
ミンDも必要です。ビタミンDの摂取
は転倒の予防、筋肉量の増加に有効と
いわれています。主に、分岐鎖アミノ
酸とビタミンDの摂取が勧められます。
　大西　学会ではトレーニング方法と
して、具体的にどのようなことが提唱
されているのでしょうか。
　篠田　ロコモに関しては、インター
ネットで紹介されているロコトレがあ
ります。片脚立ち、スクワット、ヒー
ルレイズ、フロントランジなどを推奨
しています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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