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１ 

 

■ プログラム 

 

ライブ配信 チャンネル１                           

 

８：50      合同大会 開会式 

 

９：00～９：50 合同大会 大会長・集会長 基調講演 

   座長：井垣 誠（公立豊岡病院） 

C１-１ 重複する障害を持つ糖尿病患者をどう診る、どうする、どう繋ぐ 

   集会長 市立札幌病院 小山昭人 

C１-２ 糖尿病合併症の重症化予防を目指して 10年後のために今できること 

   大会長 聖マリアンナ医科大学病院 平木幸治 

 

10：00～11：00 学術大会 教育講演 

   座長：大平雅美（神應透析クリニック） 

G１ 透析期 CKD患者に対する疾患管理としての理学療法  

   北里大学大学院 松永篤彦 

 

11：10～12：00 学術大会 セレクション口述 

   座長：浅田史成（大阪労災病院）、万行里佳（目白大学） 

   審査員：井澤和大（神戸大学）、忽那俊樹（東京工科大学）、村松憲（杏林大学） 

G３-１ Step exercise training がサルコペニアおよびサルコペニア肥満の高齢者の女性に及ぼす影響 

    地方独立行政法人 徳島県鳴門病院 出口憲市 

G３-２ ２型糖尿病入院患者の転倒予測アルゴリズムの作成および退院後５年間のコホート調査による 

検証 

    筑波大学附属病院 鈴木康裕 

G３-３ 血液透析患者の糖尿病と全死亡との関連性：ダイナぺニア合併の有無に着目した検討 

    北里大学大学院 吉越 駿 

G３-４ 血液透析患者における睡眠障害と下肢筋力の関連 

    北里大学大学院 内田樹里 

 

12：10～12：40 企業協賛セミナー（協賛企業：株式会社メディエッジ、丸文株式会社） 

   座長：平木幸治（聖マリアンナ医科大学病院） 

C３ 糖尿病足病変の理学療法管理 

   東都大学 河辺信秀 

 



２ 

 

 

12：50～13：50 合同大会 教育講演 

   座長：小山昭人（市立札幌病院）、平木幸治（聖マリアンナ医科大学病院） 

C２ 糖尿病の重症化予防 

   NTT 東日本札幌病院 病院長 吉岡成人（MD） 

 

14：00～15：30 学術大会 シンポジウム 

   座長：林 久恵（愛知淑徳大学）、河野健一（国際医療福祉大学） 

G2-1 フレイル、認知症からみた糖尿病合併症の重症化予防 

   鹿児島大学 牧迫飛雄馬 

G2-2 心大血管疾患、脳血管疾患からみた糖尿病合併症の重症化予防 

   藤田医科大学病院 河野裕治 

G2-3 オンラインを活用した慢性腎臓病の重症化予防 

   株式会社 PREVENT 萩原悠太 

 

 

ライブ配信 チャンネル２ 

 

10：00～10：50 症例報告集会 一般口述 

   座長：阿部隆宏（北海道大学病院） 

S3-1 透析実施中に行う運動療法の安全管理法確立を目指した研究 自律神経反応からみた考察 

   国際医療福祉大学 河野健一 

S3-2 初発の小児ネフローゼ症候群患者における運動療法の効果と安全性の検討 

   聖隷佐倉市民病院 田畑吾樹 

S3-3 MCIを呈した 2型糖尿病患者に対する 2 ヶ月間の集中的リハビリテーションの効果 

   徳島健生病院 四宮涼太 

S3-4 術前血糖コントロール後に右恥骨軟骨肉腫に対し internal hemipelvectomyを施行した一例 

   独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 加藤大悟 

S3-5 若年 2型糖尿病患者に対しスマートフォンでの歩数記録をもとに運動療法指導を行った一症例 

   新潟大学医歯学総合病院 堀田千晴 

 

11：00～12：00 症例報告集会 基調講演 

   座長：小山昭人（市立札幌病院） 

S1 「『"北加伊道"戦線異状あり？』～糖尿病サバイバル時代！君は生き延びることができるか？～」 

   釧路赤十字病院 内科部長 古川 真（MD） 

 

 



３ 

 

 

 

14：00～15：00 症例報告集会 指定演題 「糖尿病理学療法活動報告（施設内連携、

地域連携）」 

   座長：石橋 功（国立病院機構帯広病院） 

   コメンテーター：古川 真（釧路赤十字病院）医師 

           富樫むつみ（洞田内科クリニック）看護師 

           二木 桂（訪問看護ステーション木の葉）看護師 

           川岸志津（北楡病院）管理栄養士 

S2-1 当院及び近隣地域における糖尿病診療への理学療法士の関わりについて 

   市立室蘭総合病院 吉田剣一 

S2-2 糖尿病を背景とした足潰瘍患者の下肢を救済するも見えてきた課題 ～退院後も歩行し続け、 

その人らしい生活の実現に向けた連携について～ 

   市立札幌病院 竹嶋優輝 

 

15：10～15：40 症例報告集会 一般口述 

   座長：館 博明（JCHO 北海道病院） 

S4-1 高度腎機能障害患者指導が効果的であった重複障害合併 2型糖尿病の一症例 

   済生会松山病院 近藤 源 

S4-2 高齢糖尿病患者に対する糖尿病連携の課題～ステロイド投与により血糖コントロール悪化し 

教育入院となった患者への糖尿病療養指導の介入を通して～ 

   市立札幌病院 鶴間奈津子 

S4-3 多職種での協同した介入により,夫との旅行や友人との交流を継続できたステロイド糖尿病の一例 

   独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 皆川俊太 

S4-4 訪問リハビリテーションにおいて合併症としての糖尿病をどのように考慮するか 

   公立豊岡病院 井垣 誠 
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オンデマンド配信 

 

よくわかる入門講座 

 

G5-1 糖尿病 基本的な理学療法評価 

   岡山医療専門職大学 片岡弘明 

G5-2 低血糖 症状とポイント 

   広島大学病院 岩城大介 

G5-3 運動処方 理論と実際 

   四條畷学園大学 本田寛人 

G5-4 腎症 理学療法のポイント 

   カリフォルニア州立大学 音部雄平 

G5-5 神経障害 理学療法のポイント 

   筑波大学病院 鈴木康裕 

G5-6 網膜症 理学療法のポイント 

   東都大学 河江敏広 

G5-7 足病変 理学療法のポイント 

   旭川医科大学病院 佐藤弘也 

 

 

学術大会 一般ポスター 

 

基  礎 

G4-1 小児期の運動習慣が OLETFラットの褐色脂肪組織の白色化に及ぼす影響 

   広島大学 藤田直人 

G4-2 糖尿病に起因するヒラメ筋の収縮特性の変化は低強度運動によって予防可能である 

   健康科学大学 玉木 徹 

G4-3 運動と脱トレーニングが OLETFラットの脂肪組織に与える影響 

   広島大学 西平美鈴 

G4-4 運動が小児肥満における褐色脂肪組織のミトコンドリア機能障害に与える影響 

   広島大学大学院 高石果歩 

G4-5 薬剤誘発型糖尿病モデルラットに対するインターバルトレーニングが筋機能へ及ぼす効果 

   学校法人冬木学園 畿央大学 後藤 淳 

 

運動療法・運動処方 

G4-6 2型糖尿病患者におけるロコモティブシンドロームに影響する因子の検討 

   関西電力病院 谷名英章 



５ 

 

 

G4-7  小型端末を用いた運動支援による肥満糖尿病患者の活動量の変化 第 2報 

    半田市立半田病院 石黒博也 

G4-8  糖尿病脳卒中患者に対するペダリング運動が血糖指標に及ぼす影響～入院から退院一年

後の経時的変化～ 

    秋田県立循環器・脳脊髄センター 鈴木智士 

G4-9  2型糖尿病患者における高強度インターバルトレーニング中の血糖推移について 

    公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 髙橋勇貴 

G4-10 糖尿病教育入院における運動療法の身体的効果についての検討 

    NTT 東日本札幌病院 三浦徹也 

G4-11 高齢 2型糖尿病患者に対する継続的な理学療法士介入の効果検証 無作為化比較研究 

 -中間解析からの考察- 

    岡山医療専門職大学 片岡弘明 

 

管理・指導 

G4-12 生活習慣支援プログラムにおける在宅での活動量，HbA1c及び代謝系指標についての検討 

    兵庫県立加古川医療センター 齋木宏之 

G4-13 成人 1型糖尿病患者の身体活動評価における IPAQ Short Formの妥当性の検討 

    四條畷学園大学 本田寛人 

G4-14 2型糖尿病患者の歩行動揺性には足関節底背屈筋力が関連する 

    岐阜保健大学 鈴木啓介 

G4-15 糖尿病患者のセルフケアに対する病気認知の影響 

    九州労災病院 山口智洋 

G4-16 Quadrant分布を用いた外来 2型糖尿病患者の身体活動量と身体機能の解析 

    四国医療専門学校 藤沢千春 

G4-17 慢性炎症性肝疾患をもつ高齢患者の下肢筋持久力へ肝線維化が及ぼす影響 

    大阪労災病院 浅田史成 

G4-18 糖尿病合併症予防啓発映画の制作・YouTube公開および視聴数増加要因に関する考察 

    株式会社 Exult 塩見耕平 

 

腎症・透析 

G4-19 糖尿病の有無による腎臓リハビリテーションの効果の違い 

    KKR 高松病院 長井梓苑 

G4-20 血液透析患者における Phase Angleと筋力、身体パフォーマンスおよび身体活動量の 

関連 

    北里大学院 福崎なるみ 
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G4-21 認知症血液透析患者のリハビリテーション拒否に対する，運動意欲を考慮したかかわり 

による介入効果の検討 

    偕行会城西病院 髙橋 蓮 

G4-22 糖尿病性腎臓病患者における身体活動量と疲労性の関連 

    浜松医科大学医学部附属病院 平野裕真 

G4-23 透析患者への運動療法の実施時期の違いが運動中の筋酸素飽和度に与える影響 

    名古屋共立病院 村上佳菜 

G4-24 保存期 CKD患者におけるサルコペニアにはクレアチニンよりシスタチン Cによる推算 

糸球体濾過量の方が関連する 

    聖マリアンナ医科大学病院 西澤 肇 

G4-25 高齢の外来維持血液透析患者１症例に対する透析中の運動療法の効果：３カ月後と 

６カ月後の比較 

    偕行会城西病院 森下沙友美 

G4-26 外来透析患者における運動感情と身体活動量の関係 

    国際医療福祉大学 石田武希 

G4-27 入院血液透析患者に対する透析中運動療法の循環動態に関する検討 

    聖隷佐倉市民病院 三嶽侑哉 

 

足病変・その他 

G4-28 糖尿病性足病変患者 1症例に対する有酸素性および無酸素性運動の効果について検討 

    徳島県鳴門病院 森 和之 

G4-29 40歳中高年以上を対象とした糖尿病性神経障害の有無とロコモティブシンドローム検査

（2ステップテスト・立ち上がりテスト）の関連 

    菊池郡市医師会立病院 鮫島隼人 

G4-30 糖尿病患者と非糖尿病患者における足趾把持力とその他身体機能の関連性の検討 

    天理よろづ相談所病院 村上康朗 

G4-31 糖尿病性神経障害を合併する 70代女性患者の下肢筋力水準からみた介護予防リスクと 

運動習慣の重要性-Data from MUSCLE-std 2 study- 

    関西福祉科学大学 野村卓生 

G4-32 臨床実習サマリーシートにおける糖尿病理学療法の実態調査 

    北海道大野記念病院 石引秀樹 

G4-33 ２型糖尿病患者を対象とした呼吸筋疲労と骨格筋指数に関する pilot study 

    国際医療福祉大学市川病院 吉田誠也 
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■ 抄 録 

合同大会 大会長・集会長 基調講演 

「重複する障害を持つ糖尿病患者」―どう診る、どうする、どう繋ぐ― 

○小山 昭人 

市立札幌病院 リハビリテーション科 

患者の治療や療養指導に、院内連携はどこまで対応できているのか。そしてこのような個別性を理学療法士はどう

診たらいいのか。 

また一方で院外地域に目を向けてみると、医師・看護師・栄養士らは、例えば「糖尿病連携手帳」をもって、多職

種院外地域連携による糖尿病重症化予防に取組んでいる。その手帳を理学療法士は患者を担当するときに、経過や

治療内容、患者が日頃記録している実生活における療養の姿をみて理学療法を展開しているのであろうか。 

第４版をみてみると、そこには当然であるが「理学療法士」の文字はない。実際に運動を実施した時の歩数や時間

などを記録する欄も見当たらない。運動療法の大切さを患者に伝え、持続的なセルフケア行動を支えていくことは

私たちの職責である。これまでに築き上げられた連携を支援するこのような手帳などをもっと積極的に取り入れ、

患者の実生活により踏み込んだ視点に立って糖尿病理学療法を提供すべきなのではなかろうか。そして糖尿病治療

チーム員としてさらなる自覚を持ち、他職種と連携協業し積極的な支援姿勢を提示してゆく必要があるのではなか

ろうか。 

本来理学療法士は糖尿病の発症予防から、併発症である各疾患群、さらには高齢化によるフレイルや併存疾患な

ど、重複した障害をもつ患者に対応するリハビリテーションの提供まで幅広い職域の職種である。糖尿病診療の全

体、患者の療養生活全体を俯瞰して、身体活動や患者の QOL 向上、スティグマに対するアドボカシー活動等の観

点から、院内連携のみならず地域においても、人と人とを繋ぐ存在となってリードすべく、この新たなニーズに対

応できるように行動変容することが今求められている。 
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合同大会 大会長・集会長 基調講演 

糖尿病合併症の重症化予防を目指して 10年後のために今できること 

○平木 幸治 

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーションセンター  

 今から 10 年前までは透析治療を導入されていない保存期慢性腎臓病（CKD）患者における運動療法は、腎機能

悪化が懸念され積極的には勧められていなかった。むしろ、安静や運動制限が腎疾患の治療の一環となっていた。

透析導入の原因疾患でもっとも多い糖尿病腎症も同様で、糖尿病腎症生活指導基準には病期が進行すると運動制限

するように明記されていた。しかし、このような腎疾患に対する運動制限に臨床的な根拠はなかった。そのため、

2009 年に日本腎臓学会から「エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン」が発行され、CKD 患者の腎機能低下

抑制および心血管疾患予防目的に中等度までの運動療法が推奨されるようになった。この頃から CKD 患者に対す

る運動療法や身体活動量増加による腎機能改善（腎機能低下抑制）効果を示す論文が散見されるようになってき

た。そして、2016 年には糖尿病透析予防指導管理料を算定している施設において糖尿病腎症に運動指導を行った

場合に「腎不全期患者指導加算」としての診療報酬請求が認められるようになった。このように糖尿病腎症や保存

期 CKD 患者に対する運動療法の考え方はこの 10 年間で「運動制限」から「運動の推奨」へと大きく変わってき

ている。 

 しかしながら、日本糖尿病理学療法学会のアンケート調査により糖尿病腎症患者に関わっている理学療法士は非

常に少なく、糖尿病透析予防指導管理料に至っては関わりをもっている理学療法士はほとんどいなかった。このよ

うに糖尿病腎症など保存期 CKD 患者に対する運動療法や運動指導は臨床において広く実践されているとは到底言

えないのが現状である。糖尿病腎症や保存期 CKD 患者の運動療法に対する診療報酬の増点や算定要件拡大のため

には重症化予防を目指した運動療法の普及・啓発、臨床研究の推進によるエビデンスの構築が必要である。 

 本講演では、これまで我々が行ってきた保存期 CKD 患者の身体・認知機能低下の問題と保存期 CKD 患者に対

する運動療法の安全性や有効性の検討結果を紹介し、現在までの運動療法の効果と課題について述べる。今回の学

術大会をきっかけに、参加者の皆様が糖尿病腎症や保存期 CKD 患者に関わるきっかけになれば幸いである。 
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学術大会 教育講演 

 

「透析期 CKD患者に対する疾病管理としての理学療法」 

 

○松永篤彦 

北里大学大学院医療系研究科 

 平木幸治大会長が大会のテーマに掲げられたように、糖尿病に対する治療目標はまさに糖尿病の病態の悪化に伴

う合併症の予防、合併症の早期発見および早期介入による重症化予防に他ならない。理学療法に関わる診療報酬上

の制約から、一般の医療施設等において糖尿病の合併症予防に直接介入している理学療法士は少ないと思われる

が、合併症としての脳・心血管疾患等への介入を展開している理学療法士は極めて多いものと思われる。それゆ

え、糖尿病の合併症とその重症化予防のための理学療法の効果を科学的に検証し、同職種の理学療法士へはもとよ

り、医療チーム内の他職種に対して明確な治療指針を示すことは極めて重要で喫緊の課題である。 

 平木大会長による基調講演では、糖尿病を原疾患として合併する慢性腎臓病（CKD）のうち、特に透析治療導入

に至っていない保存期 CKD 患者に対する重症化予防が示されるが、本教育講演では既に重症化し透析導入に至っ

た透析期 CKD 患者に対する理学療法の役割を提示させていただくことにした。 

わが国の透析患者に対する疫学調査（2019 年末）からその概略を捉えると、70 歳以上の構成比は男性 51.6%、

女性 59.0%と高齢化が進んでいる一方で、他国と比較すると透析導入後の生命予後は最も良く、日常生活活動

（ADL）レベルも保たれている。ただし、筆者らの研究調査では、外来通院している血液透析患者のフレイルの有

症率は約 2 割で、プレフレイルを含めると 7 割であった。つまり、このまま介入せずにいるとあっという間に

ADL レベルは低下し、心血管イベント等の発生やひいては死亡に至ってしまう状態ある患者は 7 割にも及んでい

る。保存期 CKD 患者に対する CKD の重症化予防の指針とは異なり、透析患者を取り巻く疾病管理の一つとし

て、併存する疾患や機能障害等に対する介入が必要である。これらの介入の重要性を裏付けるデータとして、筆者

らは、糖尿病を有していること自体が死亡リスクを高める強力な因子であるものの、糖尿病の有無に関係なく、身

体機能や身体活動量が高く保たれている透析患者はそれ以外と比べてイベント発生率や死亡率が有意に低いことを

把握している。 

 本講演では、筆者らの 20 年にも及ぶ長期データをもとに、透析期 CKD 患者に対する疾病管理としての理学療法

の効果を示したい。平木大会長が掲げる「10 年後のために今できること」の一助に繋がれば幸いである。 
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企業協賛セミナー 

 

糖尿病足病変の理学療法管理 

 

〇河辺信秀 

東都大学 

米国の足病医学では、様々な要因による下肢創傷患者に加えて、下肢の運動器疾患患者も治療対象であるが、本

講演における「足病患者」は糖尿病足病変、下肢動脈疾患、下肢静脈疾患を主要因とする下肢の創傷を有する、あ

るいはリスクを持つ患者とする。創傷を有する足病患者で治癒が得られず大切断に至った場合、義足歩行の獲得が

困難であるため、大切断を予防することが治療上の重要な目的である。創傷治癒には長期に渡るため、廃用症候群

が進行しやすい。従って、創傷を有する足病患者のリハビリテーションは、創傷治癒に貢献しつつ廃用症候群の予

防を含めた身体機能・歩行能力の維持を行うことが目的となる。創傷の発症には、関節可動域、足部変形、小切

断、歩行形態などの力学的な要因が関与しており、これらの病態から創傷の発生原因を推測することが重要であ

る。また、創傷の治癒のためには創部の免荷（off-loading）が必須である。様々な免荷デバイスを用いた免荷歩行

練習がリハビリテーションの役割であるが、免荷デバイスの選択は、IWGDF の off-loading guideline の推奨に従

う事が多い。免荷歩行は、off-loading を達成し創傷治癒をめざしつつ、身体活動量を増加させることが可能である

ため、下肢慢性創傷患者の廃用症候群を予防するためにはもっとも重要な介入であると考えられる。本講演では、

具体的な免荷歩行練習の方法とその効果について解説したい。また、創傷治癒後の再発予防や足病リスクを持つ患

者の発症予防なども理学療法士の重要な役割である。運動力学的な観点からのフットケアに加えて、足病リスクの

評価の実施が、理学療法による創傷の発生を防ぐことにもつながる。本講演では、IWGDF の prevention guideline

に従ったフットケアについて解説したい。 

我々が 2017 年に実施した調査では、足病患者に対するリハビリテーションを実施している理学療法士は、

36.5％と低い水準であった。この分野への理学療法士の参画を増やすべく、日本糖尿病理学療法学会の協力を得

て、研修会を実施している。また、理学療法士に向けた啓発や教育を目的に、日本フットケア・足病医学会リハビ

リテーション委員会と日本糖尿病理学療法学会で連携事業を実施しており、一つの成果である「HADASHI check 

プロジェクト」についても紹介したい。 
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合同大会 教育講演 

 

糖尿病の重症化予防－糖尿病診療における現状と課題－ 

 

〇吉岡成人 

NTT 東日本札幌病院 

糖尿病はインスリンの作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝症候群であり、慢性に続く高血糖や代

謝異常は細小血管障害である網膜症、腎症、神経障害をひきおこし、全身の動脈硬化症を進展させる。日本におけ

る保険診療・特定健診から得られたビックデータ（National database of health insurance claims and specific health 

checkups of Japan :NDB）の解析によれば、2016 年に糖尿病の薬物治療を受けている患者数は約 155 万人と推計

されており、2006 年よりも 35 万人ほど減少している。合併症についてみると、2016 年には 40 歳以上の糖尿病患

者における透析患者の割合は 2006 年と比べて 1.16%から 0.88%と減少し、網膜症の治療者は 0.08%から 0.53%と

増加している。細小血管障害に対する重症化予防への試みが進捗しているようにもうかがえるが、一方で、糖尿病

を治療中の患者における 40~64 歳における心筋梗塞、脳梗塞のリスク比はそれぞれ非糖尿病者に比べ 13.54 倍、

11.76 倍であり、壮年期における動脈硬化性疾患のリスクが高いことが示されている。また、日本糖尿病学会にお

ける診療録直結型全国糖尿病データベース事業（Japan diabetes comprehensive database project based on an 

advanced electronic medical record system：J-DREAMS）によれば、糖尿病患者における合併症・併発症の頻度は

高く、糖尿病性腎臓病 35,4%、網膜症 23.1%、神経障害 19.2%、心血管疾患 22.1%、脳血管疾患 8.8%と報告され

ている。2 型糖尿病の高齢化が進行している現状にあっては、併発症としてのがん、認知症、サルコペニア、フレ

イルなどへの対応も喫緊の課題である。糖尿病の診療現場において、医療従事者の躊躇い（イナーシャ）や患者サ

イドのディシジョンメイキングにおけるバイアスは、治療のステップアップをさまたげる要因となる。しかし、患

者一人ひとりの QOL を高く維持し、充実した毎日を送ることができるようにするという目標を達成するために

は、診療の現場における「disease」という視点からの重症化予防とともに、「illness」という視点からの患者や家

族に対する社会的、心理的なサポートも必要となる。 
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学術大会 シンポジウム 糖尿病合併症の重症化予防を目指した最新の取組 

認知症・フレイルからみた糖尿病合併症の重症化予防の重要性 

〇牧迫飛雄馬 

鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻基礎理学療法学講座 

糖尿病、高血圧、肥満、喫煙などの生活習慣に関わる要因は、認知症の重大な危険因子とされている。とくに、

糖尿病は認知症および認知機能障害の発生リスクを増大させるだけでなく、認知機能が低下している中高齢者では

将来の糖尿病発症リスクを増大させることが報告されており、双方からの予防対策が重要である。さらに、糖尿病

に至らずとも、HbA1c が 5.7～6.4％程度の前糖尿病に該当する者でも認知症の発症リスクが高く、さらには脳萎

縮の進行が懸念されている。 

また、糖尿病を合併するフレイル高齢者では、要介護の発生リスクが増大することが報告されており、糖尿病の

診断基準に該当しなくとも、前糖尿病の段階からフレイルや身体機能の低下を惹起するリスクが高いことが示唆さ

れている。このように、糖尿病の診断に至らずとも、その前段階である前糖尿病においても、認知症およびフレイ

ルの発生リスクは高く、より早期からの血糖コントロールおよび重症化の予防が重要であろう。 

認知症の発症者では、発症の 10～12 年程前から身体活動量は低下してくることが指摘されており、継続した身

体活動の促進に取り組むことが望ましい。とくに、65 歳以上の高齢者では、座位時間を身体活動（強度は問わな

い）に置き換えることや、1 週間で 150～300 分以上の中強度の有酸素運動、もしくは 75～150 分の高強度の有酸

素運動に取り組むことが推奨されている。有酸素運動を中心とした身体活動の向上によって、認知症の発症の予防

や遅延に効果が期待されている。認知機能の維持・改善に対するより効果的な運動療法としては、運動による身体

活動の促進のみではなく、知的な刺激が伴う活動を付加することが推奨される。とりわけ、認知機能の低下が疑わ

れる状態においては、運動のみによる介入では認知機能の改善には限界があると言わざるを得ず、知的な刺激の伴

う活動を加えることで認知機能が維持・改善することが期待されている。 

フレイルに対しては、筋力トレーニングを中心として、有酸素運動、柔軟運動、バランス運動を含めた多面的な運

動が推奨されいている。血糖コントロールの改善を目指すうえでは、具体的な運動方法の提示とともに、いかに継

続できるかの支援も重要であろう。 
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学術大会 シンポジウム 糖尿病合併症の重症化予防を目指した最新の取組 

心大血管疾患、脳血管疾患からみた糖尿病合併症の重症化予防 

○河野裕治 

藤田医科大学病院リハビリテーション部 

本邦の死因別死亡統計では、死亡率の 1 位は悪性腫瘍であるが、心血管疾患（2 位）や脳血管疾患（4 位）など

のいわゆる「血管疾患」という視点でまとめると、悪性腫瘍よりも死亡率が高くなる。脳血管疾患の発症率に関し

ては、高血圧治療の進歩により脳出血の発症率は減少したが、人口動態の高齢化や食習慣の欧米化による肥満、脂

質異常症、糖尿病などの代謝性疾患の増加により、脳梗塞の発症率は増加している。これは心筋梗塞にも同様の傾

向を認める。今後も高齢化が進む本邦では、脳梗塞や心筋梗塞の発症数がさらに増加すると予想されている。また

脳梗塞と心筋梗塞は再発率が高いことも共通しており、再発を繰り返すことで身体機能障害や心機能障害は重度化

し、要介護状態や心不全が進行していく。 

脳梗塞と心筋梗塞の病態背景には動脈硬化があり、発症後の基本的な治療方針は再発予防になる。再発リスク因

子には高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満等の代謝性疾患がガイドラインでは提示されており、各因子の管理目標

値も設定されている。この危険因子の中でも糖尿病が注目されており、動脈硬化の進展や高血圧などの代謝性疾患

の背景にはインスリン抵抗性が挙げられている。脳血管疾患や心血管疾患発症後の身体不活動や末梢組織の変化か

らさらにインスリン抵抗性が増悪し、再発のリスクが増大していく。また心疾患に注目すれば、糖尿病は心不全の

リスク因子である一方で、心不全も糖尿病発症のリスクを増大させることが報告されており、虚血性心疾患を発症

しなくても糖尿病により心不全が進行していく。最新の知見では糖尿病治療薬により心不全の予後が改善すること

も報告されている。したがって、心大血管疾患や脳血管疾患の重度化予防には糖尿病の管理が重要になり、その対

応策としては運動療法が重要であると考えられる。 

本セッションでは心大血管疾患や脳血管疾患を糖尿病の合併症と位置付けて、重症化予防としての理学療法管理に

ついてまとめてみたいと思う。 
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学術大会 シンポジウム 糖尿病合併症の重症化予防を目指した最新の取組 

オンラインを活用した慢性腎臓病の重症化予防 

〇萩原悠太 

株式会社 PREVENT 

 職域における保健指導は、メタボリック症候群を対象とし将来の高血圧症や糖尿病などの発症を予防するための

特定保健指導と、生活習慣病発症後の疾病管理支援を担い心血管疾患発症や透析予防に向けた重症化予防事業に大

別される。（株）PREVENT では、保険者向けにレセプト/健診データを活用したリスク分析ならびに前述の重症

化予防事業を提供している。 

慢性疾患管理においては、適切な投薬治療に加えて運動や食事に代表される生活習慣管理が重要となる。その一

方で、通常の診療場面や職場での保健指導環境下では、疾病管理指導に十分に時間を割くリソースに限界があるこ

とも事実である。スマートフォンアプリならびにデジタルデバイスを活用した保健指導では、インターネットを活

用することで時間や場所に拘束されず、さらには客観的評価指標にもとづく介入が可能である。弊社でも腕時計型

脈拍計を活用した運動指導や食事写真ならびに尿測定による食塩摂取量測定機器を活用した食事指導などを電話や

チャットを介して保健師、管理栄養士、理学療法士が遠隔で提供している。 

 職域におけるレセプト/健診データの分析結果からは、透析の発症件数はそれほど多くない一方で、職域年代か

ら徐々に慢性腎臓病が進行している例が目に付く。50 歳代で CKD ステージ 3 を超える方も少なくない。また、職

域においては、末期腎不全への移行よりも慢性腎臓病の罹患により心血管イベント発症リスクが増大することも保

健指導介入の必要性を高めている。定年退職まで勤務を継続し、さらにその後の QOL を維持しつづけるためにも

早期からの腎保護に向けた生活習慣管理スキルの獲得が望ましい。 

 本シンポジウムでは、レセプト/健診データにもとづく職域における慢性腎臓病の現状から実際に糖尿病性腎症

例へのスマートフォンアプリを介した保健指導の事例をも紹介をさせていただきたい。 
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症例報告集会 基調講演 

 

『”北加伊道“戦線異状あり？』～糖尿病サバイバル時代！君は生き延びることができるか？ 

 

〇古川 真 

釧路赤十字病院 

皆さんの町は元気ですか？もしかして、「超高齢社会」で「少子化」で「医療崩壊」していて「人口減少」して

『消滅都市』なんて言われてやしませんか？挙句の果ての『コロナ禍』です！僕の生まれ故郷『釧路』はもろに

『消滅都市』言われています！何だかそんなこと言われたら絶望的な気分になりますよね？でもそんな状況でもや

んなきゃいけない！『でも、どうしたらいいのか？』もしそんな気持ちの方がいらっしゃったら、この学会で一緒

にどうしたらいいのか考えてみたいですね！ 

 

 僕はリウマチ医でもあるのですが、リウマチという病気は関節が痛くなって生活や仕事がままならなくなりま

す。それを治療することで、元の生活や仕事に復帰してもらえます。でも、糖尿病の患者さんはどうでしょうか？

治療のため食事制限や運動の奨励、インスリン注射なんかになったら色々と面倒なことが一杯あります。生活や仕

事が楽になるどころか、邪魔なことばっかりです。それで得られるのは、血糖値や HbA1c とやらが良くなる？だ

け。一体治療に満足しているのでしょうか？でも、この自分の『生活』を見つめ直すという行為は、実は相当に重

要なことではないでしょうか？糖尿病の療養というのは、突き詰めると自分の『人生』を見つめ直すことに他なら

ない様に思われます。療養サポートをする我々は、そういう糖尿病患者さんの『人生』に向き合うお手伝いをして

いるのだと、僕はつくづく思うようになってきました。そういう一人一人の患者さんとのやり取りの中で、やはり

自分一人だけでは十分なサポートでもできないし、患者さん自身も一人ではやはり大変です。自分の身の回りの人

達の協力があってこその療養サポートなのだなと思い至り、これはもはや『血糖値』とか『HbA1c』とかいう数字

だけの問題ではなく、患者さんの『生活』や『人生』そのものの問題であり、その人を取り巻く人々の『生活』や

『人生』の問題であり、その人達が住む『コミュニティ』の問題そのものに関わってくることではないかと思いま

した。釧路は『消滅都市』なんて行政の人から言われていますが、もしかすると『消滅』するかしないかは、そこ

に住む僕等の『心構え』が決めるのかもしれません。さあ、皆さん！この With コロナの糖尿病サバイバル時代を

生き残れますか？『釧路 CDE 研究会』のチャレンジをお届けします！ 
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症例報告集会 指定演題 「糖尿病理学療法活動報告（施設内連携、地域連携）」 

当院及び近隣地域における糖尿病診療への理学

療法士の関わりについて 

糖尿病を背景とした足潰瘍患者の下肢を救済す

るも見えてきた当院を取り巻く課題と現状 

～退院後も歩行し続け、本人らしい生活の実現に

向けた連携について～ 

〇吉田剣一 〇竹嶋優輝 

市立室蘭総合病院 市立札幌病院 

【はじめに】糖尿病における運動療法の重要性は認知さ

れてきているが、理学療法士の糖尿病診療への介入方法

は同職種間でもいまだ不十分で標準化されていないのが

現状である。今回は当院における理学療法士の糖尿病診

療に対する関わりについて、近隣における地域活動を交

えて報告する。【これまでの活動】臨床 1 年目で糖尿病

患者会の活動に携わるようになったが、当時は目に見え

ない糖尿病の症状に対して理学療法士がやるべきことが

あまり理解できず、「〇〇運動を行えば〇kcal 消費」と

いう短絡的な指導に留まっていた。その後毎月の糖尿病

教室や年 1 回のウォーキングイベントを通し、糖尿病運

動療法や予防の大切さを知り糖尿病に興味を持つように

なった。日本糖尿病療養指導士を取得してからは地域活

動に関わる機会も得た。専門職向けの研修、一般市民向

けのイベント、定期的な役員会等で多くの施設や専門職

の方々と関わり、運動だけでなく食事、薬物、セルフケ

アなど多くの視点で物事を考える習慣が身に付くように

なった。そして、この事は老健でのリハビリテーショ

ン、糖尿療養指導の実践に大きく役立った。また、3 年

前に現在の職場に移ったが、これまでの施設や地域活動

での経験は、病院での診療を実践するうえでも活かされ

ている。【現状と当院の取り組み】院内の糖尿病診療委

員会を通して、多職種連携を図ってきた。そして、糖尿

病教育入院時のリハビリ処方のルーチン化、毎月の糖尿

病教室での運動実施など、理学療法士の関わりを増やす

よう啓蒙してきた。また、リハビリ科内の取り組みとし

ては、糖尿病評価表や運動療法パンフレットを作成し、

後進育成や患者指導に利用してきた。最近ではフットケ

アチーム診療等のチーム医療にも理学療法士が参加よう

になっている。現在はコロナ禍において各種診療や地域

活動が制限を受けるいるが、病院として新たな形での情

報発信を開始しており、その一端を紹介させていただ

く。【今後について】これまで述べたように病院や施

設、地域での活動を通し、多職種での協働の重要性やそ

の効果を実感してきた。しかし、様々な事情で中止や終

了となった活動も多く、継続的に行う難しさを痛感して

おり、今回のシンポジウムを通し、各専門家の先生方の

意見やアドバイスを参考にさせていただきたい。 

【症例紹介】本症例は糖尿病診断時に仕事を理由に教育

入院を拒否し,さらに糖尿病治療の自己中断歴がある.ま

た,左第Ⅴ趾の切断に加え,左重症下肢虚血に対する血行

再建術と左踵潰瘍に対しては前外側大腿皮弁術が施行さ

れている.さらに,脳梗塞により左側に不全麻痺を呈して

おり,入院前は杖歩行で屋内活動レベルだった.入院時は

ＰＴ介入と各職種による療養指導が実施されていたが退

院後の足病変発症リスクを多職種に発信できていなかっ

た.今回,HbA1c9.9%でＸ-2 日高熱にて他院救急搬送さ

れ,右足趾壊死の治療目的に当院下肢救済センターに紹

介となった.【評価結果と問題点】末梢神経障害は高度

で足部の表在,深部覚共に重度鈍麻し,右第Ⅰ‐Ⅴ趾は壊

死していが疼痛はなかった.増殖網膜症を認め,腎症はⅢ

期と合併症は進行していた.筋力は MMT 右 4-,左 3 と低

下し,左足部にはクローヌスを認めた.可動域は,股伸展と

足背屈が右 5°左-5°だった.患肢は非荷重で移乗や立位

に介助を要し,FIM71 点（運動 36/認知 35）であった.入

院の度に療養指導が実施されていたが血糖管理や創部に

関する知識や関心は皆無で行動変容ステージは無関心期

であった.軸足の非麻痺側に免荷が必要となり,歩行獲得

に入院前より高い身体機能が要求され,再発リスク軽減

のためには可動域や歩容と自己管理の指導が必要であっ

た.【介入内容と結果】ROM-ex と筋力増強運動に加え

免荷を保ちながら離床を図り,X＋29 日全趾切断術と X

＋59 日植皮術後の床上安静期間以外は立位や歩行練習

を進め,免荷装具完成後は積極的に歩行練習を実施した.

筋力は MMT 右側 4,左側 4-に可動域は股伸展と足背屈

が左 0°と改善した.創部の悪化なく FIM98 点（運動

63/認知 35）と改善したが杖歩行が自立に至らず X＋86

日転院の運びとなった.糖尿病教室参加や創部に対する

関心が増加し行動変容ステージは準備期となった.【結

論】 合併症の進行と創部の再発で入院時よりＡＤＬが

低い患者は安静や荷重制限のある急性期の期間では機能

回復に難渋する.本症例の歩行を守るためには,糖尿病発

症を予防できる段階や足病変のような合併症に伸展して

しまう恐れのある段階で合併症リスク回避のための気づ

きを与える取り組みと入院を拒否せざるを得なかったス

ティグマに対するアドボカシー支援と並行してＰＴによ

る足病変リスクの発信が必要であったと考えられる. 
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よくわかる入門講座 

糖尿病 基本的な理学療法評価 低血糖 症状と対処法のポイント 

〇片岡弘明 〇岩城大介 

岡山医療専門職大学 広島大学病院 

糖尿病治療において理学療法士は，運動療法の専門家

として患者一人ひとりの病態に合わせて安全で効果的な

運動プログラムを立案し，行動科学の技術を取り入れな

がら実践させ，日常生活における運動や身体活動量の定

着・増大を目指さなければいけない．そのためには，運

動療法が実施可能か否かの判断，運動の阻害因子となる

関節障害や疼痛などを配慮しながら，安全性を考慮した

運動プログラムの立案が求められる．そして，運動療法

の効果を検証し，その結果に応じて新たな運動プログラ

ムの提案や修正をする必要がある．理学療法士は，血糖

コントロールの改善を目的とするだけでなく，加齢や身

体活動量の低下による運動機能低下を防止し，患者の

QOL を維持・向上させるなど，多角的な視点から評価

し治療につなげることを念頭に置きながら糖尿病患者と

向き合っていかなければならない． 

 これまでに，理学療法士が糖尿病患者に対して運動プ

ログラムを立案するために実施していた評価は，血糖コ

ントロールの指標である HbA1c などを代表とした糖代

謝マーカー，薬物療法，慢性合併症などの有無の確認が

主であった．しかし，近年では糖尿病による運動器障害

の存在が多くの研究から報告されるようになり，これら

を有していないかを評価したうえで対応しなければいけ

ない．一つの例として，運動器障害について十分な評価

をしないままでウォーキングなどの有酸素運動を処方す

れば，歩行中の転倒を招いてしまう危険が非常に高くな

る．よって理学療法士は糖代謝の観点と運動機能の観点

から評価を実施しなければいけない．運動機能の評価方

法のほとんどは特別な知識や技術を必要とするわけでは

なく，理学療法士が養成校で学習した方法で行うため抵

抗なく実施できると思われる． 

 本講座では，理学療法士が糖尿病患者の療養指導を実

施する上で行うべき基本的な評価についてお示しする

が，先生方の知識を整理する場として役立てていただけ

れば幸いである． 

糖尿病患者の運動中のリスクとして最も考えなければ

ならないものの一つに低血糖があげられる。低血糖は糖

尿病治療中にみられる頻度の高い緊急事態であり、低血

糖の程度により交感神経刺激症状や中枢神経症状が出現

し重症低血糖では昏睡、死亡の危険因子となる。また、

低血糖を繰り返すことは長期的にも心血管障害のリスク

上昇、転倒リスクの上昇、認知機能低下を引き起こす可

能性もあり低血糖を早い段階で察知することと、低血糖

を起こさないことが重要である。 

運動療法中に低血糖を引き起こしやすい状態としては

インスリンやスルホニル尿素薬を内服していることや食

事時間がずれた場合、運動負荷を増加した場合などがあ

げられる。これに加えて睡眠中に起こる夜間低血糖も運

動による影響を受けるとされており運動中、運動後も含

めて低血糖の状況を確認しておく必要がある。また、高

齢者などでは特に無自覚性低血糖にも注意しなければな

らない。無自覚性低血糖は血糖値の低下による一般症状

が出現せずに急に昏睡や重篤な中枢神経症状が出現する

低血糖であり、高齢者や低血糖を繰り返している患者で

は特に注意が必要である。 

それではどのように低血糖に対応していく必要がある

のか、それは血糖がモニタリングできる環境であるか、

低血糖が起きた場合どのように対処すればよいかなど各

施設の設備や環境により対応方法は異なってくると思わ

れる。そのため今回は当院やその他数施設での低血糖時

の対応方法について紹介し、また低血糖の一般的な症状

と起きやすい状況、また起きてしまった場合の対処法と

その後の予防法について解説する。 
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よくわかる入門講座 

運動処方 理論と実際 腎症 理学療法のポイント 

〇本田寛人 〇音部雄平 

四條畷学園大学 カルフォルニア州立大学 

運動処方では、頻度（Frequency）、強度

（Intensity）、時間（Time）、種類（Type）といった

「FITT」の原則に基づいてその内容を設定する。一般

的には、中強度有酸素運動（歩行やジョギング、水泳な

ど）を週 3 回以上、1 週あたり 150 分以上実施すること

を目標とする。筋力を高めるレジスタンス運動も重要

で、8～12 回反復可能の負荷量で 1～3 セット、上半

身・下半身の筋肉を含んだ 8～10 種類の運動（腹筋、

ダンベル、腕立て伏せ、スクワットなど）を週 2～3 回

を目安に実施する。また、有酸素運動とレジスタンス運

動は併用することが推奨されており、血糖コントロール

や体重、最大酸素摂取量、筋力などの改善や近年注目さ

れている筋内脂肪の減少などが期待できる。 

FITT の中でも、とくに運動強度は運動を安全かつ効

果的に実施するために重要な項目である。一般的に中強

度が推奨される理由として、長時間の運動実施が可能に

なりエネルギー消費量の増加が容易となることや、代謝

機能関連の血液生化学データの改善が期待できること、

運動中の危険因子（血圧上昇など）を抑えて運動が実施

できることなどが挙げられる。一方、安全に運動を実施

できるのであれば、強度を上げることに何ら問題はない

と考えられる。心肺機能や筋力など様々な身体機能を向

上させるためには、高強度運動も適度に取り入れること

が望ましいため、運動経験者や高体力者、若年者など

は、積極的に強度を上げることを検討する。また、代謝

機能や運動機能の改善には十分な運動量を確保すること

が大切であるが、運動量は強度と時間の積で表されるこ

とから、強度を上げることで運動に割く時間を少なくす

ることができ、時間的制約が大きく十分な運動時間がと

れない患者でも適切な運動量を確保できる。 

当然、実際に患者に処方する際は、その病態に応じて

指導する。とくに合併症保有者では、強度など運動内容

の十分な検討が必要である。いずれにしても、患者に定

期的なフィードバックを行い、活発な身体活動を主体的

に行うことができるよう、心理学的側面も含めて支援す

ることが肝要である。 

本講座では、糖尿病患者における運動処方の理論と実

際について、処方の原則と注意点、工夫点などを交えて

解説する。 

近年、糖尿病を合併する腎症患者への理学療法実施の機

会およびその必要性は大幅に増加していると言える。こ

れは高齢化に伴い重複障害としての糖尿病腎症を合併し

ている患者が増えていることのみならず、糖尿病腎症に

対する運動療法の考え方が大きく変化してきていること

に起因している。以前は糖尿病腎症の病気が進行した患

者（糖尿病腎症第 3 期及び第 4 期）では、安静や運動

制限が推奨されていた。これは運動によって腎臓に流入

する血流量が一時的に低下することで、腎機能の悪化を

きたすと信じられていたためである。しかし、近年の研

究で運動実施に伴う腎機能の悪化はきたさず、むしろ腎

機能低下の速度を緩やかにするという報告もなされてい

る。このような背景から、『糖尿病治療ガイド』におい

ても 2016 年度から「運動制限」の文字は削除されてお

り、また限定的ではあるが糖尿病腎症患者に対する運動

指導に対し診療報酬を算定できるようになっている。実

際に、我々は腎臓病患者を対象とした運動療法介入の無

作為化比較試験を実施しており、腎機能の悪化をはじめ

とする有害事象をきたすことなく、筋力やバランス能

力、歩行能力、さらには認知機能の改善などが得られる

ことを報告している。 

   糖尿病腎症患者に対する運動療法の注意点及び処方

内容として、まず合併症およびそのリスクの把握が重要

となる。糖尿病腎症患者では、糖尿病単独もしくは腎臓

病単独の患者に比べ心疾患病死亡のリスクは大幅に増加

することが知られている。そのため、運動開始前のメデ

ィカルチェック(心疾患の有無、糖尿病・腎臓病のコン

トロール状態など)および運動時所見の確認が必須であ

り、患者個々の状態に合わせて運動処方を行う必要があ

る。運動療法の内容については有酸素運動と筋力トレー

ニングの併用が基本となり、運動記録手帳や歩数計を用

いることで、患者の日々の活動を定量化し、運動療法の

継続を促すことが望ましいと考えている。 

 本講座においては、①糖尿病腎症の評価、②糖尿病腎

症患者への運動療法の考え方、③運動療法の効果、④注

意点、⑤運動療法の実際について概説する。 
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よくわかる入門講座 

神経障害 理学療法のポイント 網膜症 理学療法のポイント 

〇鈴木康裕 〇河江敏広 

筑波大学病院 東都大学幕張ヒューマンケア学部理学療法学科 

糖尿病によって発症する神経障害（糖尿病神経障害：

Diabetic polyneuropathy 、以下 DPN）は最も頻度の高

い慢性合併症であり、糖尿病患者の約半数が DPN を有

している。糖尿病末梢神経障害および合併する閉塞性動

脈硬化症は、下肢切断に至る原疾患の第 1 位であり、糖

尿病性足病変による下肢切断後の 5 年生存率は約 40～

60％と低く、患者の生活の質と生命予後を大きく損な

う疾患である。そのため、DPN を早期に発見しフット

ケアなどを施すことで重症化を予防することが重要であ

る。しかしながら DPN の半数以上は無自覚であること

から、医師による通常診療だけでは発見が難しい。我々

理学療法士は、糖尿病理学療法の知識と技術を駆使し、

DPN を早期発見する使命を帯びていることを肝に銘じ

るべきである。本講義では、若手理学療法士の臨床能力

を高めるべく、次のテーマに沿って話を進めることにす

る。「なぜ、臨床的に重視すべきなのか」DPN の存在

を把握することにより、網膜症や腎症の重症度を予測で

きる、あるいは将来の足病変や運動器不安定症の発生を

予見し早期に介入できる、などの臨床的メリットが挙げ

られるが、今回は糖尿病患者の転倒との関連について取

り上げる。DPN に罹患することにより易転倒性となる

ことが報告されているが、どのようなメカニズムによる

ものなのか？ DPN により、下肢筋力やバランス能力の

低下などの運動器障害を呈することは既報で明らかにさ

れている。つまり糖尿病患者の転倒の原因は、DPN の

罹患そのものによる感覚障害なのか、あるいは付随した

運動器障害によるものなのか、改めて再考する。「どの

ように、鑑別すべきか」現在、DPN に特異的な症状や

検査は存在せず、国際的コンセンサスの得られた診断基

準は確立されていないため、診断のゴールデンスタンダ

ードは存在しない。そのため神経症状と検査結果から総

合的に鑑別する必要がある。本邦の臨床でよく用いられ

ている 2 つの基準を挙げ、検査値の正常範囲などについ

て改めて確認する。さらに近年、DPN を小繊維障害型

（有髄 Aδ 線維、無髄 C 線維）、大線維障害型（有髄

Aβ 線維）、混合型線維障害型、非小大線維障害型に 4

分類できる考え方が示されている。この新しい概念につ

いても紹介する。「どのように、検査すべきか」DPN

の検査として臨床で多用されている触圧覚検査、振動覚

検査、アキレス腱反射検査、神経伝導機能検査を取り上

げる。これらの検査場面を共有し、神経生理や手技につ

いて振り返ることにする。 

 

 

近年、糖尿病性神経障害および糖尿病腎症は理学療法

に対する適応疾患としての認識が高まりつつあるが、糖

尿病網膜症に対する理学療法のエビデンスは少なく、臨

床においても実際の指導に難渋することが多い。そこで

本講義では糖尿病網膜症に対する診療ガイドラインの内

容を踏まえて、網膜症を有する患者への具体的な理学療

法について解説する。 

 糖尿病網膜症は細小血管症によって生じる網膜血管の

障害であり、進行することで視力障害を来たして QOL

を著しく低下させる。International diabetes federation

によれば、糖尿病患者の 3 人に一人が糖尿病網膜症を有

しており、10 人に一人が網膜症により視力障害を来た

している。そのため、理学療法士が糖尿病患者を担当し

た場合は、必ず網膜症の有無について確認し、その病期

に応じた理学療法を実施することがリスク管理上におい

ても重要な事柄である。 

わが国においては糖尿病網膜症の病期分類が用いられ

ており、「単純網膜症」、「増殖前網膜症」、「増殖網

膜症」の 3 段階に分類されており、運動療法は各病期応

じた実施内容が提示されている。この病期分類において

は、増殖前網膜症以上の病期で運動の制限を考慮すべき

記載となっていため、理学療法士は増殖前網膜症以上の

病期における運動指導では網膜症を重症化させない運動

を選択する必要がある。また、糖尿病診療ガイドライン

2019 においては、新生血管は脆弱で血圧の急激な増加

で出血のリスクが高まると考えられており、増殖前網膜

症以上の症例では、ジャンプ、身体に衝撃の加わる活

動、頭位を下げるような活動、呼吸を止めていきむよう

な活動（Valsalva 手技）を控えるとされている。 

以上のことから、網膜症に対する安全な運動療法とし

ては血圧を上昇させない方法が望まれる。そこで、理学

療法士が可能な網膜症患者に対する療養指導を踏まえ

て、我々が臨床において実践している網膜症患者に対す

る安全な運動指導方法について紹介する。 
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よくわかる入門講座 

足病変 理学療法のポイント  

〇佐藤弘也  

旭川医科大学病院 
 

 糖尿病足病変は、国際的に '神経障害や末梢動脈疾患
と関連して糖尿病患者の下肢に生じる感染、潰瘍、足組
織の破壊性病変' と定義されている。足潰瘍は再発が多
く、難治性であり 7～20%が下肢切断となる。糖尿病足
病変の発症にかかる要因は様々あり、糖尿病神経障害な
どの合併症をベースに、下肢末梢動脈の虚血、足関節や
足部の変形や関節可動域制限、それに伴う足底圧の上昇
などの外的要因、感染を含む創傷などがあり、それぞれ
が複合して存在し病態は多岐にわたる。重症の足病変で
は下肢を切断せざるを得ず、生命に危険が及ぶこともあ
る。糖尿病足病変患者は複数の併存疾患をかかえ、合併
症も多い。さらに高齢で低栄養のため虚弱、ADL が低
下している患者も多く、患部の状態に加え、全身状態を
適切に把握することが重要となる。 
 糖尿病足病変のリハビリテーションは、治療のフェー
ズによって段階的に分けて考える必要があり、ここで
は、創傷を治療中の創傷治療期と創傷を予防する予防期
に分けて考える。創傷治療期の病態は様々あるが、感染
や組織の大欠損があるため完全な免荷が必要な場合と、
潰瘍の治療をしつつも局所の免荷のみで歩行を行う場合
がある。この時期は特に患部の免荷、不動に伴う廃用症
候群の予防が重要である。重症例では免荷が数ヶ月に及
ぶことがあり、元来歩行可能な患者では歩行、ADL 能
力の維持が必須となる。感染が収束していない状況では
局所の運動が禁忌となる場合もあり注意が必要である。
また、創への不必要な物理的ストレスが治癒不全を引き
起こすこともある。歩行に際しては、必要に応じてフッ
トウェアや装具の検討などを行う。さらに歩行様式や歩
容の指導、活動時の注意点やフットウェアの必要性など
の患者教育も重要である。活動量の多い患者は歩幅が大
きく、歩行距離も長いため創傷へのストレスを上昇させ
る可能性があるため注意が必要である。創傷予防は、初
発の防止はもちろんのこと、創傷治癒後の再発予防も重
要である。再発予防のために、糖尿病と併存疾患の管
理、足部にかかる外的要因の除去などを行う。ストレッ
チで下肢関節可動域制限を改善させたり、フットウェア
や靴の工夫によって歩行時の靴擦れや胼胝形成を減少さ
せることができる。深爪や低温火傷などの日常生活での
起こり得る物理的ストレスを減らすことも再発予防に貢
献する。最後に足病変の治療を行う上で、一医療職では
患者のすべてを把握することが困難であるため、多職種
で連携し足病変の管理を行うことが患者の歩行や生活を
守る上で重要となることを強調したい。 
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学術大会 セレクション口述 

G３-１ G３-２ 
Step exercise trainingがサルコペニアおよびサ
ルコペニア肥満の高齢者の女性に及ぼす影響 
 
出口憲市 1)、三浦哉 2)、田村靖明 1)、橋本裕司 1)、 
森和之 1)、島田祐希 1)、宮崎愛 1)、宮崎友望 1)、 
安部一也 1)、野々瀬精吾 1) 
1) 地方独立行政法人 徳島県鳴門病院  

リハビリテーション技術科 
2) 徳島大学大学院 社会産業理工学研究部 

２型糖尿病入院患者の転倒予測アルゴリズムの作
成および退院後５年間のコホート調査による検証 
 
鈴木康裕 1)、鈴木浩明 2)、丸尾和司 3)、緑川学 4)、 
湯原民 1)、晝田佳世 1)、島野仁 2)、羽田康司 5) 
1) 筑波大学附属病院 リハビリテーション部 
2) 筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科 
3) 筑波大学医学医療系 生物統計学 
4) 筑波大学医学医療系 人間総合科学学術院 
5) 筑波大学医学医療系 リハビリテーション医学 

【はじめに、目的】 
日本人の 2 型糖尿病患者では，サルコペニアの有病率
が高く，特に女性では，動脈硬化性疾患の発症率が，
より高くなると報告されている．さらに，サルコペニ
ア肥満では糖代謝が増悪すると報告されているため，
糖代謝および脂質代謝を改善する有酸素性および無酸
素性運動が重要となる．そこで本研究では，両方の特
長をもつステップエクササイズ(StEx)トレーニングが
身体組成の異なる対象者に及ぼす影響を検討した． 
【方法】対象者は，健常高齢者の女性 265 名であり，
サルコペニア診療ガイドラインによりサルコペニア 
(S) 群 (64 名，年齢:69.2±5.8 歳，
BMI:19.8±2.0kg/m2) およびサルコペニア肥満 (SO) 
群 (46 名，年齢:68.2±6.0 歳，BMI:22.9±2.1kg/m2) 
を抽出して分類した．健康教室は，ウォーミングアッ
プ，StEx およびクールダウンから構成しており，1 回
60 分，週 2 回，8 週間実施した．StEx は，レペティ
ション形式で 3 分間 (75%HRmax) および 1.5 分間の
休息時間から構成され，各セット終了時の脈拍数から
昇降ペースの調整をして合計 6 セット実施した．トレ
ーニング前後の測定は，ほぼ同一時刻にしており，身
体組成 (in Body) および baPWV などをそれぞれ実施
した．両群の比較は，二元配置分散分析後に
Bonfferroni 検定 (SPSSver24.0) を用いて解析した．
なお，危険率は 5%未満を有意水準として採用した． 
【結果】 
S 群および SO 群の Skeletal muscle mass index は
5.37±0.24 から 5.49±0.28 kg/m2，5.36±0.29 から
5.46±0.33kg/m2 であり，トレーニング前後で両群と
もに増加しており，有意差が認められた (P<0.01)．
baPWV は，1638±400 から 1634±421 cm/sec，
1633±353 から 1572±334cm/sec であり，S 群では変
化は認められなかったが，SO 群はトレーニング前後
で低下しており，有意な差が認められた (P<0.05)． 
【考察】 
StEx トレーニングでは，身体組成が異なると baPWV
への運動効果にも変化がみられることがわかった．一
般的に内臓脂肪が蓄積すると炎症性サイトカインの増
悪により，動脈スティフネスが低下すると報告されて
いる．SO 群では，体脂肪量の減少による脂質代謝の
改善により，baPWV が低下したと考えられる．した
がって，StEx トレーニングは，身体組成に関係なく骨
格筋量を増加させるが，動脈機能については，その特
性が認められない可能性がある． 
【結論】本研究の結果より，StEx トレーニングは SO
の高齢女性の危険因子の改善に効果的である可能性が
示唆された． 

【はじめに、目的】 
高齢 2 型糖尿病患者の転倒リスクは高いため、転倒予測
が重要である。転倒は、多因子が複合的に作用すること
で発生するため、特定の主因子を予測変数として識別す
ることは非常に難しい。そこで、一連の関連する因子を
可視化させる手法として決定木分析がある。本法は従属
変数に関連する因子を段階的に分析することが可能であ
り、結果に行き着くアルゴリズムを示すことができる。
本研究の目的は、2 型糖尿病入院患者の退院 1 年後の転
倒発生に関する危険因子を収集し、決定木分析により転
倒予測アルゴリズムを作成することである。また本基準
を用いた退院 5 年後までの転倒発生分析を行い、その有
用性についても検討した。 
【方法】 
2 型糖尿病治療のために入院した、日常生活活動および
歩行の自立した患者 316 名を対象とした。入院中に医学
的情報や身体能力など転倒危険因子を収集し、退院 5 年
後まで毎年転倒アンケート調査を実施した。決定木分析
（CHAID 法）において、転倒危険因子を投入し退院 1
年後における転倒予測アルゴリズムを作成した。さらに
本基準により対象を陽性（転倒ハイリスク）群と陰性
（非リスク）群に分類し、退院後 5 年間の転倒発生分析
を log-rank 検定、離散時間ハザードモデルを用い転倒ハ
ザード率を算出した。 
【結果】 
退院 1 年後の追跡率 72％（回答 226 名、女性 129 名、年
齢 58±14 歳）、転倒率は 20％。 
決定木分析において、予測因子として性別、空腹時血清
C ペプチド（F-CPR）、膝伸展筋力、足関節背屈筋力、
握力を投入した結果、入院時の握力 25kg 未満あるいは
F-CPR 値 2.0ng/ml 以上の場合、この基準による転倒者
抽出率は感度 93％、特異度 56％であることが示された。
さらに転倒の 5 年発生率を求めると、陽性の場合 61％、
陰性の場合 40％（p<0.001）であった。また、転倒ハザ
ード比は 2.89（95％信頼区間 1.77-4.94、p<0.001）であ
ることが明らかとなった。 
【考察】 
本研究によって見出されたアルゴリズムは、高精度に退
院 1 年後の転倒者を予測できる手段であること、さらに
本基準の陽性者は、陰性者と比べて、退院後の時間経過
（5 年間）において転倒リスクが約 3 倍高まることが示
された。また本基準は、簡便に使用できることから、理
学療法士のみならず他職種での臨床応用も期待できる。 
【結論】 
本研究によって作成された転倒予測アルゴリズムは、2
型糖尿病入院患者の退院後 5 年間の転倒者抽出に有用で
あることが示された。 
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学術大会 セレクション口述 

G３-３ G３-４  
血液透析患者の糖尿病と全死亡との関連性：ダイ
ナぺニア合併の有無に着目した検討 
 
吉越 駿 1)、山本尚平 1,2)、鈴木裕太 1,3)、 
原田愛永 4)、今村慶吾 1,4)、長田しをり 5)、 
神谷健太郎 1)、松永篤彦 1) 
1) 北里大学大学院 医療系研究科 
2) 国立国際医療研究センター  

臨床研究センター疫学・予防研究部 
3) 国立保健医療科学院 研究課程 
4) さがみ循環器クリニック リハビリテーション科 
5) 東京綾瀬腎クリニック 腎臓内科 

血液透析患者における睡眠障害と下肢筋力の関
連 
 
内田樹里 1)、吉越駿 1)、原田愛永 2)、鈴木裕太 1,3)、山本
尚平 1,4)、今村慶吾 1,2)、松永篤彦 1) 
1) 北里大学大学院 医療系研究科 
2) さがみ循環器クリニック リハビリテーション科 
3) 国立保健医療科学院 研究課程 
4) 国立国際医療研究センター  

臨床研究センター疫学・予防研究部 

【はじめに、目的】 
血液透析（HD）患者の多くが糖尿病（DM）を有して
おり、DM を有する HD 患者の予後は不良であること
から、DM の疾病管理として修正可能な危険因子の是正
が重要となってくる。本研究では、HD 患者の修正可能
な因子の一つである筋力に着目した。筋力低下（ダイナ
ぺニア）は HD 患者の予後不良因子であると報告され
ているが、DM を有する HD 患者において筋力を保つ
ことが死亡リスクの低下と関連するかは不明である。本
研究はダイナぺニアと DM の有無が全死亡に与える影
響を検討した。 
【方法】 
対象は外来 HD 患者 610 例（65±12 歳、男性 61%）と
した。調査項目は、ベースライン時に患者背景因子、ダ
イナぺニアおよび DM の有無を調査し、全死亡の有無
を縦断的に調査した。ダイナぺニアは先行研究に準じ、
握力と膝伸展筋力の両方の低下と定義した。解析は対象
者をダイナぺニアおよび DM の有無に基づいて 4 群
（ダイナぺニア(-)/DM(-)、ダイナぺニア(-)/DM(+)、
ダイナぺニア(+)/DM(-)、ダイナぺニア(+)/DM(+)）
に分類し、COX 比例ハザードモデルを用いて、上記 4
群における全死亡との関連を検討した。 
【結果】 
観察期間中（中央値 1258 日）、全死亡数は 160 名であ
った。ダイナぺニア(-)/DM(-)と比較し、ダイナぺニア
(+)/DM(-)（HR, 2.19; 95%CI, 1.363.52）、ならびにダ
イナぺニア(+)/DM(+)（HR, 2.28; 95%CI, 1.353.86）
はそれぞれ生命予後が有意に不良であったが、ダイナぺ
ニア(-)/DM(+)は有意な関連を示さなかった（HR, 
1.53; 95%CI, 0.922.55）。 
【考察】 
DM を有する HD 患者であっても、筋力が保たれてい
る者の死亡リスクは高くなかった。本研究から DM 患
者の疾病管理の一つとして身体機能に着目する必要性が
示唆された。 
【結論】 
DM を有していても筋力が保たれている HD 患者では
死亡リスクの上昇を認めなかった。 

【はじめに、目的】 
血液透析（HD）患者の筋力は著しく低下しており，強
力な予後不良因子となることから，筋力低下の予防は疾
病管理上重要な課題となっている．しかし，HD 患者の
筋力を低下させる要因については未だ十分に解明されて
いない．地域在住高齢者を対象とした研究では睡眠障害
が筋力低下の要因の一つであることが指摘されている．
しかし，HD 患者の睡眠障害と筋力との関連を検討した
報告は極めて少ない．特に，HD 患者は睡眠障害を高率
に有することから，睡眠障害と筋力との関連性を検討す
ることは疾病管理上有用な情報となり得る可能性があ
る．そこで本研究は HD 患者を対象に睡眠障害と下肢
筋力の関連を検討することを目的とした． 
【方法】 
研究デザインは横断研究とした．対象は HD 患者 240
例（中央値 68 歳，男性 62％）とした．調査項目は背景
因子として年齢，性別，BMI，合併症重症度スコアおよ
び血清アルブミンを調査した．睡眠障害の評価にはアテ
ネ不眠尺度（AIS）を用い，6 点以上を睡眠障害ありと
定義した．また，下肢筋力は等尺性膝伸展筋力を測定
し，体重比 40％未満を低下と定義した．関連性の検討
には AIS 得点と背景因子を独立変数，下肢筋力を従属
変数とするロジスティック回帰分析を実施した．  
【結果】 
結果より対象者の下肢筋力体重比の中央値は 39(四分位
範囲：30-47)%，AIS 得点の中央値は 5(四分位範囲：2-
7)点となった．また，ロジスティック回帰分析の結果か
ら，背景因子で調整しても，AIS 得点は独立して下肢筋
力と有意に関連していた(オッズ比：2.55，95％信頼区
間：1.30－5.00，p<0.05）．  
【考察】 
過去の報告において下肢筋力低下の要因として指摘され
ている年齢，合併症（糖尿病，心不全など）および栄養
状態の影響を考慮しても，HD 患者において睡眠障害の
有無は下肢筋力低下と有意に関連することが示された．
先行研究では，睡眠障害に伴う成長ホルモンやテストス
テロン濃度の低下が筋タンパク質分解を高め，筋力低下
につながることが指摘されている．今後は縦断調査を実
施し，HD 患者の睡眠障害が筋力に及ぼす影響とそのメ
カニズムについて検討する必要がある． 
【結論】 
 HD 患者において睡眠障害と筋力低下の間に関連性が
示された． 
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S3-1 S3-2 
透析実施中に行う運動療法の安全管理法確立を
目指した研究 自律神経反応からみた考察 
 
河野健一 1)、原 采花 2)、野村卓生 3) 
1) 国際医療福祉大学大学院 理学療法学分野 
2) 医療法人社団偕翔会 城北共立クリニック 
3) 関西福祉科学大学 保健医療学部  

リハビリテーション学科 理学療法学専攻 

初発の小児ネフローゼ症候群患者における運動
療法の効果と安全性の検討 
 
田畑吾樹 1)、矢部広樹 2)、三嶽侑哉 1)、山口智也 3) 
1) 聖隷佐倉市民病院 リハビリテーション室 
2) 聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 
3) 聖隷袋井市民病院 リハビリテーション室 

【目的】透析実施中に行う運動の安全管理をどのよ
うに行うかについてのエビデンスはない。さらに、
糖尿病が進行すると、無自覚性低血糖や無痛性心筋
虚血に代表される自律神経障害を惹起することは周
知の事実であるが、糖尿病透析患者において、運動
中の自律神経反応を検討した報告はない。本研究は
透析実施中に行う運動療法の安全管理法確立に資す
る知見を得ることを目的として、運動負荷時の自律
神経反応を検証した。 
【症例】60 歳の男性で糖尿病性腎臓病に伴う末期腎
不全に対して，人工透析よる腎代替療法を受けてい
る。現病歴として、35 歳で 2 型糖尿病を指摘され、
44 歳からインスリン治療開始し、52 歳で末期腎不全
となり透析導入となった。既往歴として、狭心症等
があり、医学的情報として、HbA1c 6.8％、グリコア
ルブミン 20％、薬物療法として、ノボラピッド（0-
2-2-0）、ランタス（0-0-0-2）、カルシウム拮抗薬等
を使用していた。 
【運動負荷と自律神経反応の測定】運動負荷は自転
車エルゴメータでの有酸素運動とした。透析開始 15
分から 45 分の 30 分間を運動前、45 分から 75 分の
30 分間を運動中、195 分から 225 分を運動後として
自律神経反応を測定した。自律神経反応は心拍変動
検査（CVR-R）、心電図 R-R 間隔を周波数解析するこ
とによって得られる低周波数帯（LF: low frequency 
0.04-0.15Hz）成分と高周波数帯（HF: high 
frequency 0.15-0.40Hz）成分を評価した。 
【自律神経反応の特徴】運動負荷にかかる反応とし
て、糖尿病症例は非糖尿病症例と比較し、①HF 成分
や CVR-R が運動負荷前から低く、かつ運動を行なっ
ても HF 成分や CVR-R の反応低下を認めないこと、
②LF/HF が運動負荷前から高いこと、③運動負荷
後、透析後半の自律神経反応の活動性（HF 成分、
LF/HF、CVR-R の上昇幅）が小さい傾向にあった。こ
れらから、糖尿病患者では、①安静時における副交
感神経活動の障害ならびに交感神経活動の慢性的な
過活動状態にあること、②運動負荷時に本来認めら
れるはずの副交感神経活動の低下に伴う交感神経活
動の段階的な上昇を示さないこと、③透析後半の血
管内脱水に伴う血圧低下等に対する自律神経反応の
代償的な活動性向上が小さいことがと推察された。
運動負荷前・中・後において糖尿病患者の自律神経
機能を測定することは、運動に対する自律神経反応
を通じて、糖尿病の病態把握や心血管系の潜在リス
クを評価できると考えられる。 

【症例紹介】10 歳男児，既往歴なし．起床後より眼瞼
の浮腫あり，近医へ受診した後，当院紹介となった．体
重約 3kg の増加，軽度の食欲不振，生化学検査結果と
合わせ，初発のネフローゼ症候群の診断となった． 3
病日よりプレドニン 50mg を開始，12 病日以降の尿蛋
白は 1+～2+に低下し，15 病日より理学療法開始とな
った． 
【評価結果と問題点】 
初期評価の結果，握力は 10.1 ㎏，上体起こしは 18 回，
反復横跳びは 34 回，長座体前屈は 22.9 ㎝，膝伸展筋力
は 0.38kgf/kg，6 分間歩行試験は 420m であった．入院
による廃用症候群とステロイドの副作用は，身体機能の
低下に繋がり，ＱＯＬや退院後の学校生活に影響を与え
ることが考えられる．一方で，急性期の小児ネフローゼ
症候群患者における運動療法の効果と安全性は検討され
ていない． 
【介入内容と結果】 
運動療法は下肢レジスタンス運動，バランス運動，有酸
素運動を週 5 回 40 分間実施した．下肢レジスタンス運
動は，カーフレイズとスクワットを 20 回×2～3 セッ
ト，バランス運動は，片脚立位を左右 1 分間×2～3 セ
ット実施した．有酸素運動は自転車エルゴメーターを使
用し，運動強度は運動負荷試験で求めた PeakWR の
60%にて行い，Borg Scale と心拍数をモニタリングし適
宜調整した．34 病日に腎生検，41 病日からステロイド
パルス療法を 3 日間 2 クール実施した．49 病日にステ
ロイド性高血糖がみられたが，54 病日には正常値まで
減少し，自宅退院となった．理学療法介入中は，ネフロ
ーゼ症候群患者の再増悪所見を認めずに経過した．中
間，最終評価の結果はそれぞれ，握力 8.9 ㎏，8.3 ㎏，
上体起こし 18 回，15 回，反復横跳び 36 回，31 回，長
座体前屈 24.5 ㎝，23.8 ㎝，膝伸展筋力 0.46kgf/kg，
0.45kgf/kg，6 分間歩行試験 490m，520m であり，下肢
筋力，運動耐容能は維持・改善を認めた．一方で，上
肢・体幹筋力，敏捷性の評価指標は低下を認めた． 
【結論】 
成人のネフローゼ症候群患者に対する中等度負荷の運動
療法は，腎血流の低下を認めず，安全に実施可能である
と報告されている．本症例においても再増悪を認めずに
運動療法の実施が可能であった．また，入院中の継続的
な運動療法が下肢筋力と運動耐容能の維持・向上に繋が
ったことが考えられる．一方で，上肢・体幹筋力，敏捷
性の低下を認めたため，下肢以外のレジスタンストレー
ニングも実施する必要があると考える． 
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S3-3 S3-4 
MCI を呈した 2型糖尿病患者に対する 2 ヶ月間
の集中的リハビリテーションの効果 
 
四宮涼太 1)、上田智美 1)、鎌倉めぐみ 1)、藤本尚己 2) 
1) 徳島健生病院 リハビリテーション科 
2) 徳島健生病院 脳神経外科 

術前血糖コントロール後に右恥骨軟骨肉腫に対し
internal hemipelvectomy を施行した一例 
 
加藤大悟 
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 

【症例紹介】軽度認知障害（以下 MCI）を呈した 2 型
糖尿病の 70 歳代前半の女性。身長：145.8cm、体重：
61.2kg、BMI：28.8kg/m2。間欠的意識障害にて他院へ
搬送され、脱水に対する補液の実施と、症候性てんかん
疑いにて抗てんかん薬を開始。18 日間の入院後、家人
の希望もあり、リハビリ目的にて当院に転院となった。
入院時、HbA1c：6.3%、末梢神経障害(+)、腎症 2 期。
入院中、食事療法：1600kcal、薬物療法：グリメピリド
錠 1mg・グラクティブ錠 50mg を各 1 回/日。生活背
景：県営住宅 4 階にて独居。 
【評価結果と問題点】身体機能は、6 分間歩行：
395m、等尺性膝伸展筋力（右/左）：14.8kgf 
/13.7kgf、開眼片脚立位保持（右/左）：5 秒/8 秒。認
知機能は、Mini-Mental State Examination（以下
MMSE）：26 点、改訂長谷川式簡易知能評価スケール
（以下 HDS-R）：22 点、FIM 認知項目：31 点、Trail 
Making Test（以下 TMT）-A：155 秒、かな拾いテス
トは（正答数/見落とし数/正答率の順に）、無意味綴：
34 個/9 個/79%、物語文：28 個/29 個/49%であった。
入院当初は、薬剤の管理能力低下やリハビリ時間の誤認
を認めた。 
【介入内容と結果】理学療法士（以下 PT）・作業療法
士（以下 OT）・言語聴覚士（以下 ST）による介入を
各 1 時間、5 日/週、2 ヶ月間実施。介入内容は、PT：
ストレッチング・レジスタンス運動・バランス練習・有
酸素運動・コグニサイズ、OT：運動療法・作品作りや
パズル等の作業活動、ST：記銘・注意・認知課題を実
施。退院時、HbA1c：5.8%。身体機能は、6 分間歩
行：407m、等尺性膝伸展筋力：14.9kgf/16.4kgf、開眼
片脚立位保持：49 秒/37 秒。認知機能は、MMSE：29
点、HDS-R：26 点、FIM 認知項目：33 点、TMT-A：
166 秒、かな拾いテストは、無意味綴：33 個/3 個
/91%、物語文：30 個/8 個/78%であった。入院生活で
は、投薬カレンダーを用いて薬剤の自己管理が可能とな
った。また、リハビリ時間の誤認はなくなり、退院後の
生活や介護保険制度等についての発言が認められるよう
になった。 
【結論】各セラピスト・主治医間で、MCI の状態であ
ることを情報共有し、運動療法と注意・認知課題を併用
することで、前頭葉の賦活が促進され、分配性注意・ワ
ーキングメモリーを主とした認知機能が向上したと考え
る。加えて、入院中の血糖コントロール改善が、脳内の
糖関連物質の移行抑制や低インスリン状態からの離脱を
促進し、認知機能向上に寄与したと考える。 

【症例紹介】 
 今回、血糖コントロール不良にて、術前に
Prehabilitation、運動療法、栄養療法、薬物療法を開始
し、右恥骨軟骨肉腫に対する internal hemipelvectomy
を施行した症例を経験したので報告する。 
 60 代男性、身長 158cm、体重 61.2kg、BMI24.3。既
往歴に糖尿病（20 年前に診断あり）、入院時で食後血
糖値 245、HbA1c7.6%であった。糖尿病治療薬 3 剤を
内服、食事療法は未実施、仕事は内装業、運動習慣は特
になく、半年前より右股関節痛が出現し、活動量は低下
していた。 
【評価とリーズニング】 
 大腿周径 43.5/44.5cm と右大腿四頭筋の筋萎縮が推
測された。握力 34.8/41.3 ㎏であった。恥骨部への負荷
を軽減した姿勢調整、運動様式の考慮が必要であった。
手術は坐骨及び恥骨に付着する腸腰筋、大殿筋、中殿
筋、縫工筋、大腿筋膜張筋を切離して腫瘍切除、腹直筋
は対側の筋膜に縫合しており、筋出力低下が予測され
た。脚長差から仮の補高靴の作成、荷重感覚、ボディイ
メージの再学習が必要だと考えた。術後 5 週に仙骨脆弱
性骨折、坐骨結節部の付着部炎にて疼痛コントロール下
で運動負荷量を調整する必要があった。また、術後高血
糖にてインスリンが開始となり、低血糖のリスク管理、
教育指導が必要であった。 
【介入内容及び結果】 
 術前は薬物、食事療法、運動療法は運動時間に配慮
し、有酸素運動とレジスタンストレーニングを開始し
た。Prehabilitation として、リハビリテーション科医と
本人、家族へ術式、術後の経過説明、右骨盤挙上運動、
両松葉杖歩行練習を開始した。術後１週は離床制限があ
り、股関節、膝関節屈曲 30 度まで許可、高血糖で
SGLT2 阻害薬が追加となった。術後２週より患肢免荷
で離床を開始した。６週より骨盤装具装着下で 10 ㎏荷
重開始、9 週で 1/3PWB、13 週で 5 ㎝の補高靴完成、
食事は蛋白質を付加した。14 週で 1/2PWB、16 週で骨
盤装具非装着下、ヒップ OA サポーター装着で床上動作
獲得、17 週で両松葉杖歩行にて自宅退院となった。 
【結論】 
 早期より他職種連携で糖尿病療養指導を行い、予定期
間内に患肢温存手術を施行することは進行がんにおいて
重要である。また、Prehabilitation は、アドヒアランス
の改善、具体的な目標設定を立案、運動習慣の改善へ繋
がると考えられた。 

 



25 

 

症例報告集会 一般口述 

S3-5 S4-1 
若年 2型糖尿病患者に対しスマートフォンでの歩
数記録をもとに運動療法指導を行った一症例 
 
堀田千晴 1)、小川洋平 2)、栗原豊明 1)、大脇教光 1)、上
路拓美 1)、木村慎二 3)、川島寛之 3,4)、 
1) 新潟大学医歯学総合病院 診療支援部 リハビリテ

ーション部門 
2) 新潟大学医歯学総合病院 小児科 
3) 新潟大学医歯学総合病院 リハビリテーション科 
4) 新潟大学医歯学総合病院 整形外科 

高度腎機能障害患者指導が効果的であった重複
障害合併 2型糖尿病の一症例 
 
近藤 源 
社会福祉法人恩賜財団 済生会松山病院 

【症例紹介】19 歳女性，2 型糖尿病。11 歳で 2 型糖尿
病と診断され，14 歳から薬物療法が開始となった。17
歳に糖尿病教育入院をするも，18 歳で外来にてインス
リン導入となった。その後も血糖コントロールが改善し
ないため，X 病日に 2 回目の糖尿病教育入院となり，
X+2 病日から理学療法介入を開始した。 
【評価結果と問題点】入院時の HbA1c は 10.6%と血糖
コントロールが不良であった。尿中アルブミンは
47.1mg/Cr であり，糖尿病性腎症の第 2 期であった。
中性脂肪は 189mg/dL，LDL コレステロールは 145 
mg/dL であり，脂質代謝異常があった。理学療法開始
時の BMI は 34.4kg/m2 と肥満であった。身体機能は膝
伸展筋力体重比が 49.1％，握力が 22.9kgf と年齢平均よ
り低下していた。運動に関する行動変容ステージは，熟
考期であった。 
 以上より本症例の問題点は，血糖コントロール不良，
糖尿病性腎症，脂質代謝異常，肥満，身体機能の低下，
運動へのモチベーションや関心の低下が挙げられた。 
【介入内容と結果】平日は午前と午後の 2 回理学療法を
実施した。各々，5 種類のレジスタンストレーニングと
20 分間の有酸素運動を実施した。本症例は入院前より
スマートフォンアプリを用い身体活動量を記録してお
り，その平均歩数は約 3000 歩であった。そのことから
過去の記録を参考にし，退院後の身体活動量の目標値を
4000～5000 歩に設定し，入院中から歩数計を用いて，
身体活動量を評価およびフィードバックした。 
 その結果，X+20 病日の HbA1c は 8.8%，尿中アルブ
ミンは 30.7mg/Cr，中性脂肪は 144 mg/dL，LDL コレ
ステロールは 57 mg/dL といずれも低下した。体重は約
4kg 減量し，BMI は 32.8 kg/m 2 へ改善した。膝伸展筋
力体重比は 48.0％，握力が 24.5kgf となり，身体機能の
改善がみられた。行動変容ステージは準備期となった。
薬物療法はインスリンから離脱し，内服薬のみでの退院
となった。 
【結論】約 2 週間の理学療法の介入は，血糖コントロー
ルや身体機能の改善だけでなく，糖尿病性腎症や脂質代
謝異常といった合併症改善の一助となった可能性があ
る。本症例は運動の継続性が課題であったことから，退
院後の運動療法は，スマートフォンアプリを活用し身体
活動量の目標値を提示したことで，運動の行動変容ステ
ージの変化につながったと考える。 

【はじめに】わが国は世界一の超高齢社会となり、重複
障害という課題に直面している。当院では 2018 年 10
月より高度腎機能障害患者指導加算を算定しているが、
様々な合併により介入に難渋する症例も多い。今回、重
複障害を合併した 2 型糖尿病患者に運動指導にて関わ
り、良好な結果が得られたので報告する。 
【症例紹介】2 型糖尿病の 71 歳、女性。2009 年に糖尿
病網膜症を指摘され、糖尿病治療目的で当院内科紹介。
2016 年頃より徐々に腎機能低下を認め、2018 年 11 月
より糖尿病透析予防指導、2019 年 4 月より高度腎機能
障害患者指導を開始。合併症に中耳炎による高度難聴、
糖尿病網膜症による視力低下、起立性低血圧によると思
われるめまい等あり。自宅内 ADL は自立していたが外
出はほとんどなく、外来受診時の院内移動は車いす全介
助であった。 
【評価結果と問題点】体組成計にて BMI13.7、体脂肪
率 22.8％、筋肉量 8.8 ㎏と低値を示していた。また運動
機能では TUG が 12.19 秒、握力が右側 12.9 ㎏、左側
11.7 ㎏であった。介入開始前よりめまいの訴えがあ
り、視力低下による恐怖心から生活活動量が低下してい
た。聴力低下によりコミュニケーションも希薄で、活気
がなくうつ状態となっていため運動指導に難渋してい
た。 
【介入内容と結果】看護師から視力・聴力低下により医
療者の説明が正しく伝わっていない可能性があるとの情
報があり、常に確認を行いながら指導した。栄養士は全
体的に食事摂取量が少ないことを問題点に挙げており、
食事量を減らさない（特に主食）ことを運動指導時にも
指導した。運動指導では自重トレーニングによる全身の
運動を指導して評価した。その結果、体組成データおよ
び運動機能において改善が認められ、活動性の向上や起
立性低血圧の改善を認めた。またうつ状態にあった本症
例に快活さを取り戻し、コミュニケーションも積極性が
向上した。腎機能も eGFR は 41.0→ 45.1mL/min/ 
1.73m2 と改善した。 
【結論】重複障害を抱えた本症例に対して、高度腎機能
障害患者指導は有用であった。運動機能の改善はうつ状
態の改善と活動性の向上をもたらし、腎機能改善にも繋
がった可能性が示唆された。今後の課題として、うつ状
態や活動性の向上など定量的な評価ができていない指標
もあり、客観的指標にて評価することでより科学的根拠
に基づく医療に寄与できると考えた。 
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S4-2 S4-3 
高齢糖尿病患者に対する糖尿病連携の課題～ス
テロイド投与により血糖コントロール悪化し教育入
院となった患者への糖尿病療養指導の介入を通
して～ 
 
鶴間奈津子、小山昭人、 
市立札幌病院 リハビリテーション科 

多職種での協同した介入により，夫との旅行や友
人との交流を継続できたステロイド糖尿病の一例 
 
皆川俊太 1)、田中翔 1)、前田悠佑 1)、館博明 1)、 
國崎哲 2) 
1) 独立行政法人 地域医療機能推進機構 北海道病院 

リハビリテーション部 
2) 独立行政法人 地域医療機能推進機構 北海道病院 

糖尿病・内分泌内科 

[症例紹介] 
 70 歳代女性,身長 139.8 ㎝,体重 42.5 ㎏,BMI21.27 ㎏
/m.現病歴は,X-28 年 RA・SLE 診断されステロイド開
始,同時期に 2 型糖尿病診断された.X 年にステロイド増
量後,HbA1c 高値となり精査加療目的に当院糖尿病内分
泌内科に初回教育入院,入院期間中の運動療法および糖
尿病療養指導目的に理学療法介入となった.社会的背景
は独居,ADL 自立,要支援１であった. 
[評価結果と問題点] 
○糖尿病データ及び治療内容 
 生化学検査:HbA1c8％,GA19.9％,空腹時血糖 150 ㎎
/dL,ΔCPR3.0  
 網膜症・神経障害:なし 腎症:Ⅰ期  
 服薬状況:テネリア 20 ㎎/日,シュアポスト 1 ㎎/日  
 食事療法:1400kcal 減塩 
〇身体評価及び生活習慣 
 右肘・両膝関節は人工関節置換術後,手指・足趾変形
あり,握力 Rt10/Lt6 ㎏,10m 歩行速度 12.5 秒,SPPB7 点
であり,RA に伴う関節症状とサルコペニアが運動の阻害
因子になっている事が示唆された.食事は 3 食摂取習慣
の中で総カロリー・蛋白質不足が指摘された.身体活動
習慣はデイケアでの運動,買い物への外出や家事を実施
されていた. 
〇精神心理面 
 認知機能は良好,行動変容ステージは塾考期で,自己管
理に意欲的であるが,関節障害がある中で料理や運動を
実施する事に負担を訴え,継続に迷いを感じていた. 
[介入内容と結果] 
 患者背景については多職種カンファレンスで共有し,
高齢であり厳密な血糖コントロールは避ける事や,患者
の負担に配慮した個別指導を各職種で進める事とした.
また外来看護師による療養指導に繋げる事や近隣に住む
娘様に対しても退院前指導を実施し,患者支援を依頼す
る事とした.理学療法場面では,食事での適切な栄養摂取
と運動により良質な筋肉を維持し,糖代謝ができる身体
作りをする事の重要性を指導した.入院期間中は,関節負
担を考慮した筋抵抗運動やリカンベントバイクでの有酸
素運動を実施した.退院後は生活活動の維持を軸に活動
上の工夫や注意点を指導し,個別指導書を本人・娘様と
デイケア施設にもお渡しした.退院時 GA19.9→18.2％,
空腹時血糖 150→96mg/dl,行動変容ステージは準備期に
移行し,食事や運動面の行動目標を具体的に表出され,不
安も軽減したと表情も穏やかになった. 
[結論] 
 重複障害を抱え,自己管理を一人で行う事に負担感が
強い症例であり,多職種チームで患者の背景を踏まえた
療養目標を共有し,家族を含めた個別療養指導を行う事
が重要であった.今後治療効果を維持する為に外来や地
域と相互的な医療・介護連携を継続する事が課題であ
る. 

【症例紹介】 
66 歳，女性．身長 160cm，体重 66.6kg．専業主婦．夫
と二人暮らし．  
関節リウマチに対し，Prednisolone 3mg が開始された
時期から血糖が上昇．ステロイド糖尿病（末梢神経障害
あり，網膜症福田分類 A0，腎症 1 期）と診断された．
教育，インスリン療法導入目的に糖尿病・内分泌内科に
入院した．退院時の薬物療法は，Linagliptin（5mg），
Insulin Lispro（6-8-8 単位）・Glargine（7 単位）． 
【評価結果と問題点】 
血糖関連検査は，血糖値 173-234mg/dL，HbA1c 
8.4%，HOMA-R 5.3．ADL・IADL ともに自立し， 6
分間歩行距離は独歩で 493m．運動習慣はなく（前熟考
期），歩数 約 2000 歩/日．DTR-QOL 質問票 総得点
115 点（社会活動/日常生活の負担 43.6 点，治療への不
安と不満 43.8 点，低血糖 66.7 点，治療満足度 62.5
点）．MoCA-J 28 点．生活の楽しみは，夫と旅行，友
人と昼食をしながらの交流． 
社会活動/日常生活の負担が高く，旅行や友人との交流
を諦めようか悩んでいる．これらを中止した場合，行動
範囲が狭小し，身体活動がさらに低下することが危惧さ
れる． 
【介入内容と結果】 
社会活動/日常生活の負担の要因は，インスリン自己注
射実施時の具体的なイメージ不足と考え，看護師と旅行
や会食の状況と環境に応じた手技の方法について指導し
た．また，医師にインスリンの減量を検討できる場合，
昼食前投与量から優先して減量可能か提案した． 
身体活動低下への懸念について，低血糖と身体活動の理
解促進が必要と考え，薬剤師と薬剤の特徴からリスクが
高まる時間帯や状況を説明に加え，ブドウ糖の携帯を推
奨した．また，意図した運動ではなくとも，以前の生活
を継続して活動範囲を維持することが，身体活動の維持
に繋がると説明した． 
これらにより，旅行や友人との交流は幾分の不便を感じ
ながらも継続できた．DTR-QOL 質問票の総得点は
169 点（社会活動/日常生活の負担 84.6 点，治療への不
安と不満 75.0 点，低血糖 100.0 点，治療満足度 58.3
点）へ改善した．歩数は約 5000-7000 歩/日に増加し，
行動変容ステージは維持期に進展した．低血糖に対して
自己対処ができ，HbA1c は 5-6%台まで低下した．薬物
療法は，Insulin Lispro の昼食前投与が他より先んじて
中止された． 
【考察】 
DTR-QOL 質問票を使用した情報収集から，問題点を
患者にとって価値の高い，旅行や会食に焦点を当てるこ
とができた．問題の要因に応じた多職種協同は，効果的
で円滑な介入を行える可能性がある． 
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S4-4  
訪問リハビリテーションにおいて合併症としての糖
尿病をどのように考慮するか 
 
井垣 誠 1)、野村卓生 2) 
1) 公立豊岡病院 リハビリテーション技術科 
2) 関西福祉科学大学 保健医療学部 リハビリテーシ

ョン学科 理学療法学専攻 

 

【はじめに】訪問リハビリテーションにおける糖尿病を
合併した症例を供覧し，理学療法を実施する上での課題
や問題を理学療法管理学的観点から分析して考察する． 
【症例紹介】80 歳代，男性，20 年前から 2 型糖尿病を
指摘され，インスリン療法にて加療されていた．3 か月
前に左大腿骨頸部骨折をきたしたために左股関節人工骨
頭置換術が施行された．その後，不活動から廃用症候群
が進み，訪問リハビリテーションがかかりつけ医より指
示された． 
【問題点】訪問リハビリテーションの指示書には，使用
している薬剤にインスリンの記載はあったが，合併症で
ある糖尿病に関する詳細な記載はなかった．看護師の訪
問では，仙骨部の褥瘡に対する医療行為を行っていた
が，糖尿病に関する医学的情報の詳細は把握できていな
かった． 
【理学療法士の対応】ケアマネージャーに対して，かか
りつけ医に治療状況，病状の詳細に関する確認を依頼し
た．結果，糖尿病網膜症あり（増殖前網膜症），糖尿病
性腎症 3 期，糖尿病性神経障害あり，との情報を得た．
これらの情報をもとに理学療法評価を行い，リスク管
理，リハビリテーションに活用した． 
【理学療法管理学的考察】①連携管理の面から，本事例
では，訪問リハビリテーションを指示した主治医ではな
い医師から情報を得る必要があり，ケアマネージャーと
の連携が医療情報を収集するのに有効である．②リスク
管理の面から，インスリンを投与されている場合には，
運動によって血糖取り込みが亢進して低血糖が誘発され
る可能性があるので，インスリンの種類や単位を確認し
て，リハビリテーション実施時間帯の検討など，リスク
管理に活用することが重要である．③業務管理の面か
ら，義務づけられる診療記録とは別に，家族との連絡ノ
ートが糖尿病をもつ利用者のリスク管理に有効である．
④感染症管理の面から，糖尿病患者は感染症にかかりや
すく，肺結核も稀ではなく，尿路感染症や皮膚感染症も
みられ，とくに足の皮膚感染症は壊疽の原因になり得
る．感染症予防対策として，標準予防策は院内感染予防
と同様に，訪問リハビリテーションの際にも基本であ
る． 
【おわりに】発表時には，教育管理の面からの考察も加
える．地域包括ケアシステムの確立の上でも，糖尿病理
学療法の知識と技術が必要不可欠と考える． 
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G4-1 G4-2 
小児期の運動習慣が OLETFラットの褐色脂肪
組織の白色化に及ぼす影響 
 
藤田直人、江藤ひかり、大島勇哉、高石果歩、 
西平美鈴、浦川将 
広島大学 大学院医系科学研究科 

糖尿病に起因するヒラメ筋の収縮特性の変化
は低強度運動によって予防可能である 
 
玉木 徹 1)、村松憲 2)、生友聖子 3) 
1) 健康科学大学 健康科学部 理学療法学科 
2) 杏林大学 保健学部 理学療法学科 
3) 東京医療学院大学 医療保健学部 理学療法学科 

【はじめに、目的】肥満では白色脂肪組織における中性
脂肪の蓄積が増加するとともに、褐色脂肪組織に異所性
脂肪を生じる。褐色脂肪組織における異所性脂肪の蓄積
は、その組織学的な特性を白色脂肪組織と類似したもの
へと移行し、このことは褐色脂肪組織の白色化として知
られている。褐色脂肪組織の白色化は脂肪細胞における
ミトコンドリア機能障害を引き起こし、代謝的熱産生に
伴うエネルギー消費を低下させる。習慣的な運動は、肥
満に伴う褐色脂肪組織の白色化を軽減するが、小児期の
運動習慣が白色化の予防やミトコンドリア機能障害に及
ぼす影響は一定の見解が得られていない。本研究では、
運動が小児肥満に伴う褐色脂肪組織の白色化とミトコン
ドリア機能障害に及ぼす影響を検証した。 
 
【方法】肥満のモデル動物として 4 週齢の雄性 OLETF
ラットを用い、非肥満の対照動物として同一週齡の雄性
LETO ラットを用いた。OLETF ラットはランニングホ
イールを用いて自走運動を行う運動群と非運動群に区分
した。なお、本研究で用いた運動は運動後に乳酸値が上
昇しない軽度な有酸素運動であり、2 週間の実験期間
中、毎日、1 日 12 時間（20:00 から翌 8:00）、ランニ
ングホイールを設置したケージでラットを個別飼育する
ことで自走運動を促した。 
 
【結果】6 週齢の時点における褐色脂肪組織の HE 染色
所見より、OLETF ラットの非運動群では LETO ラッ
トと比較して顕著な白色化が確認された。一方、4 から
6 週齢にかけて自走運動を実施した場合、OLETF ラッ
トの褐色脂肪組織に生じる白色化は有意に抑制された。
褐色脂肪組織におけるシトクロム C、COXIV、
CORE1、PGC-1&alpha;、UCP-1 の発現量に関して、
LETO ラット、OLETF ラットの非運動群、及び運動群
の３群間に有意差を認めなかった。 
 
【考察】肥満によって褐色脂肪組織に白色化が生じる
が、小児肥満の場合、ミトコンドリア機能障害には至ら
ない可能性が示された。また、軽度な有酸素運動は褐色
脂肪組織の白色化を予防するが、短期間の継続ではミト
コンドリア新生に至らないことが示唆された。 
 
【結論】軽度な自走運動でも、小児期の運動習慣は、褐
色脂肪組織の白色化を予防できることが明らかになっ
た。 

【はじめに、目的】 
近年、我々は糖尿病ラットにおける神経・筋障害は速
筋・遅筋といった筋のタイプによって特徴が異なり、速
筋線維には筋力低下、遅筋線維には収縮特性の変化が生
じることを明らかにしてきた。これを改善し得る方法と
して運動療法が挙げられるが、糖尿病の運動療法は血糖
値の改善を主目的にした有酸素運動やレジスタンス運動
などが推奨される一方、これよりも低強度の運動の効果
については不明な点が多い。そこで、本研究では耐糖能
異常改善が期待できないような低強度運動が糖尿病に起
因する筋障害に与える影響について検討した。 
【方法】 
実験には 13 週齢の Wistar 系ラット、雄 20 匹を用い
た。10 匹に Streptozotocin を腹腔内投与し、1 型糖尿
病を発症させ糖尿病群（DM 群）とし、残りの 10 匹を
対照群（CONT 群）とした。また、各群のラットの半
数を運動療法群（DM-ex 群、CONT-ex 群）、残りを
通常飼育群（DM-sed 群、CONT-sed 群）とし、計 4
群（各群 n = 5）に分類した。運動群にはトレッドミル
を使用し、ラットの無酸素性代謝閾値の 1/5 に相当する
低強度運動(4m/min、週 5 回、1 時間）を 12 週間実施
した。その後、麻酔下にて脛骨神経を電気刺激すること
で誘発された筋張力曲線を内側腓腹筋（MG、速筋）と
ヒラメ筋（SOL、遅筋）から記録し、筋張力と収縮・弛
緩時間を計測した。 
【結果】 
DM-sed 群の MG では最大筋張力の低下(p＜0.05)、
SOL では Half-relaxation time (HRT)の延長(p＜0.01)
が観察された。また、運動の効果は CONT 群では観察
されず、全てのパラメータにおいて CONT-ex 群と
CONT-sed 群の間に差がなかった。一方、DM-ex 群の
SOL の HRT は DM-sed 群に比べて短縮し (p＜0.01)、
CONT 群との統計学的有意差が消失するまで回復し
た。なお、運動療法に伴う血糖値の改善は認められなか
った。 
【考察】 
本研究結果は、耐糖能異常の改善などを期待できないよ
うな低強度運動が糖尿病に起因する一部の筋障害に有効
である可能性を示している。低強度運動に対する応答は
筋タイプによって異なり、姿勢維持に重要な遅筋におい
て良好な結果を得た。その機序は不明であるが、筋収縮
によって分泌される栄養物質などが SOL やそれを支配
する運動神経に保護的に作用したと予想できる。今後は
この点についても解析を進め、低強度運動の持つ未知の
効果を明らかにしていきたい。 
【結論】 
低強度運動によって糖尿病に起因する一部の筋障害を予
防できる可能性がある。 
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G4-3 G4-4 
運動と脱トレーニングが OLETFラットの脂肪
組織に与える影響 
 
西平美鈴、大島勇哉、高石果歩、藤田直人、浦川将 
広島大学 医系科学研究科 

運動が小児肥満における褐色脂肪組織のミト
コンドリア機能障害に与える影響 
 
高石果歩、大島勇哉、江藤ひかり、西平美鈴、越智亮
介、藤田直人、浦川将 
広島大学大学院 医系科学研究科 運動器機能医科学 

【はじめに、目的】 
肥満に対する運動プロトコルの確立を目的に、各脂肪組
織に対する運動と脱トレーニングの影響を検証した。 
【方法】 
肥満モデルとして雄の OLETF ラット、非肥満モデルと
して雄の LETO ラットを用いた。OLETF ラットは運
動群と非運動群に区分し、運動群は 4 週齢から 6 週齢
で自走運動を実施し、6 週齢以降は脱トレーニング期間
とした。6 週齢（運動期間終了直後）、8 週齢（脱トレ
ーニング 2 週間後）、12 週齢（脱トレーニング 6 週間
後）の時点において、褐色脂肪組織（BAT）、及び白
色脂肪組織である鼠径部皮下脂肪（iWAT）と精巣上体
周囲脂肪（eWAT）の湿重量を測定した。 
【結果】 
全ての期間を通じて、OLETF ラットの非運動群の体重
は、LETO ラットより有意に高値であった。一方、運
動を実施した 4 週齢から 6 週齢の間、OLETF ラットの
運動群の体重は OLETF ラットの非運動群より有意に低
値を示し、LETO ラットとの間に有意差を認めなかっ
た。脱トレーニング期間を通じて OLETF ラットの運動
群の体重は徐々に増加し、8 週齢以降は、OLETF ラッ
トの運動群と非運動群の間に有意差を認めなかった。脂
肪組織に対する肥満の影響について、12 週齢における
eWAT と iWAT の湿重量と相対重量では、OLETF ラ
ットの非運動群は LETO ラットより有意に高値を示し
た。BAT の湿重量に関して、OLETF ラットの非運動
群は LETO ラットより有意に高値を示したが、相対重
量比は両群間に有意差を認めなかった。運動の影響につ
いては、運動期間終了直後の 6 週齢における eWAT と
iWAT の湿重量と相対重量比に関して、OLETF ラット
の運動群は LETO ラットより低値を示した。一方、
BAT の湿重量に関して、OLETF ラットの非運動群は
LETO ラットより低値を示したが、相対重量比は両群
間に有意差を認めなかった。脱トレーニングの影響につ
いては、運動期間終了直後、脱トレーニング 2 週間後、
及び 6 週間後の 3 時点を比較した場合、eWAT の湿重
量は脱トレーニング 2 週間から 6 週間後にかけての増
加が顕著であった。一方、iWAT と BAT の湿重量は運
動期間終了直後から脱トレーニング 2 週間後にかけての
増加が顕著であった。また、脱トレーニング 6 週間後に
おいて、OLETF ラットの運動群における BAT の湿重
量と相対重量比は、OLETF ラットの非運動群より有意
に高値を示した。 
【考察】 
eWAT と iWAT は肥満で増加するが、運動で減少しや
すい可能性が示された。また、BAT は脱トレーニング
によって増加しやすい可能性が示された。 

【はじめに、目的】 
肥満に伴う褐色脂肪組織のミトコンドリア機能障害は運
動によって抑制されるが、小児期における影響は不明で
ある。本研究では、小児肥満に伴う褐色脂肪組織のミト
コンドリア機能障害に対する運動の影響を検証した。 
【方法】 
4 週齢の雄性 OLETF ラットを肥満動物、同一週齢の雄
性 LETO ラットを非肥満動物として使用した。OLETF
ラットは非運動群、及び自走運動を行う運動群に区分し
た。また、運動群は 4 週齢から 6 週齢、もしくは 10 週
齢から 12 週齢にかけて運動を行った群に細区分した
（3-6 匹/群）。実験期間終了後、Western Blotting 法に
て、褐色脂肪組織におけるシトクロム c、COX IV、
CORE1、PGC-1α、UCP-1 の発現量を測定した。 
【結果】 
5 週齢以降の体重に関して、OLETF ラットの非運動群
は LETO ラットと比べて有意に高値を示した。6 週齢
時点の体重に関して、4 週齢から 6 週齢まで運動を行っ
た OLETF ラットの体重は非運動群と比べて有意に低
く、LETO ラットとの間に有意差を認めなかった。12
週齢時点の体重に関して、10 週齢から 12 週齢まで運動
を行った OLETF ラットの体重は非運動群と比べて有意
に低く、LETO ラットとの間に有意差を認めなかっ
た。6 週齢では、測定した全てのタンパクの発現量に関
して、3 群間に有意差を認めなかった。12 週齢では、
測定した全てのタンパクの発現量に関して、OLETF ラ
ットの非運動群は LETO ラットと比べて低値を示し、
UCP-1 の発現量は有意に低値を示した。また、全ての
タンパクの発現量に関して、OLETF ラットの運動群と
非運動群の間に有意差を認めなかった。 
【考察】 
低強度運動は小児肥満の予防や改善に有効であったが、
褐色脂肪組織におけるミトコンドリア新生を誘導するに
は至らなかった。また、肥満の進行に伴うミトコンドリ
ア機能障害の抑制にも不十分であった。よって、褐色脂
肪組織におけるミトコンドリア機能の向上、及びその機
能改善を図るには、運動の開始時期、継続期間、強度な
ど、肥満の進行過程に応じたプログラムを検討する必要
性が示唆された。 
【結論】 
若齢期における肥満の初期過程では、褐色脂肪組織にお
けるミトコンドリア機能障害は確認されなかった。ま
た、運動によるミトコンドリア新生も生じなかった。成
熟期にかけて肥満が進行するとミトコンドリア機能障害
が示唆されたが、運動による抑制効果は確認されなかっ
た。 
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G4-5 G4-6 
薬剤誘発型糖尿病モデルラットに対するイン
ターバルトレーニングが筋機能へ及ぼす効果 
 
後藤 淳 1,2)、西田亮一 1,3)、嘉摩尻伸 1,4)、額賀翔太 5,7)、
森拓也 6,7)、今北英高 1) 
1) 学校法人冬木学園 畿央大学大学院 健康科学研究科 
2) 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科 

3) 医療法人新生会 総合病院高の原中央病院 
リハビリテーション科 

4) 医療法人えいしん会 岸和田リハビリテーション病院  

リハビリテーション科 
5) 医療法人和幸会 阪奈中央病院 リハビリテーション科 
6) 国立大学法人 京都大学大学院 医学研究科 医学部付属病院 

7) 公立大学法人 奈良県立医科大学大学院 医学研究科 

2型糖尿病患者におけるロコモティブシンドロ
ームに影響する因子の検討 
 
谷名英章 1)、松木良介 1,4)、平沢良和 1,4)、大木敦司 2)、
惠飛須俊彦 1,4)、浜本芳之 3,4) 
1) 関西電力病院 リハビリテーション科 
2) 枚方公済病院 リハビリテーション科 
3) 関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター 
4) 関西電力 医学研究科 

【はじめに、目的】 
近年、糖尿病(DM) 患者への運動療法としてインター
バルトレーニング(IT) が注目されているが、未だ一定
した見解は得られていない。そこで、本研究は DM モ
デルラットに対する強度別 IT の効果検証を行い、骨格
筋機能へ及ぼす影響を検討することを目的とした。 
【方法】 
DM モデルは、Wistar 系雄性ラットにストレプトゾト
シン(STZ) 50mg/kg を腹腔内投与しモデル作成を行っ
た。先行研究を基に、300mg/dl 以上の高血糖が持続し
て確認された個体を糖尿病と定義した。IT は、持久力
テストで得られた最高速度を 100%とし、中等度 IT 群
(MIT 群) は 60%負荷、高強度 IT 群(HIT 群) は 90%
負荷、インターバルは 30%負荷に設定した。群分け
は、対照(CT) 群、STZ 群、STZ＋MIT 群、STZ＋
HIT 群とし、環境適応期間を含む 35 日間の実験期間を
設けた。なお、IT は 3 回/週実施した。主要評価項目
は、給餌量、飲水量、血糖値、持久力テストを実験中適
宜測定した。実験終了日のサクリファイス後に、ヒラメ
筋(SOL) 及び長趾伸筋(EDL) の筋湿重量・筋張力
(1Hz、30Hz、100Hz) の測定を実施した。得られた全
てのデータは統計処理し検討した。 
【結果】 
骨格筋筋湿重量においては、SOL では CT 群に対し
STZ 群、HIT 群で有意に低値を示し、EDL では CT 群
に対し他 3 群で有意に低値を示した。筋張力において
は、SOL では全設定で有意差を認めなかったが HIT 群
で高値を示した。EDL では、30Hz において CT 群・
STZ 群に対し MIT 群・HIT 群で有意な高値を認めた。
また、MIT・HIT 群間比較では MIT 群でより高値を示
した。100Hz では、CT 群に対し HIT 群で有意な高値
を示した。持久力テストでは、CT 群、STZ 群に対し
MIT 群、HIT 群で有意な高値を示した。MIT 群、HIT
群の比較では有意差は認めないが HIT 群で高値を示し
た。 
【考察】 
本研究での DM モデルは、多飲・高血糖が確認できて
おり DM の発症が確認できた。また、本研究結果から
MIT 群、HIT 群共に運動耐用能の維持が確認でき、
HIT 群でより良好な結果が得られた。筋張力では、
EDL30Hz で MIT 群が高値を示した。その他は SOL を
含め全体的に HIT 群で良好な結果が得られた。これら
から、HIT では主に TypeⅡa の代謝能力の改善から運
動耐用能の維持に繋がったと考えられる。一方、
TypeⅡb が豊富な EDL は MIT により TypeⅡb から
TypeⅡa に移行し運動耐用能の維持に繋がったと考えら
れる。 
【結論】 
DM モデルに対する IT は、運動強度別に筋線維 Type
別のアプローチが行える可能性が示唆された。 

【はじめに、目的】 
ロコモティブシンドローム(以下ロコモ)は運動器の障害
のため要介護となる危険の高い状態をさす．これまで
に，我々は 2 型糖尿病患者におけるロコモの有病率が高
い事を報告したが，ロコモ合併に糖尿病特有の因子が影
響しているかは明らかでない．そこで本研究は 2 型糖尿
病患者におけるロコモに影響する因子を検討する事を目
的とした． 
【方法】 
対象は当院に教育入院した 2 型糖尿病患者 113 名(男性
63 名，年齢 67.3±10.0 歳，HbA1c9.3±1.6%)である. 
日本整形外科学会のロコモ判定基準に則り，ロコモ度 1
以上はロコモ群，非該当は非ロコモ群に対象を群分けし
た．調査項目は年齢，性別，BMI，骨格筋指数，運動習
慣の有無，罹病期間，HbA1c，CPI，インスリン製剤の
有無，糖尿病多発神経障害(以下 DP)の有無，握力，等
尺性膝伸展筋力，最大歩行速度，片脚起立時間とした．
なお，DP 評価には糖尿病性神経障害を考える会が考案
した簡易診断基準を用いた．統計学的解析はロコモの有
無を目的変数，二群間比較において有意差を認めた項目
を説明変数としてロジスティック解析(ステップワイズ
法)を行った(有意水準は 5%)． 
【結果】 
ロコモ群は 113 名中 88 名(78%)であった．ロコモ群は
非ロコモ群と比較し，性別，年齢，骨格筋指数，運動習
慣の有無，罹病期間，インスリン製剤の有無，DP の有
無，片脚起立時間，最大歩行速度で有意差を認めた．ロ
ジスティック解析の結果，性別(OR5.26 95% CI:1.10-
25.06)，DP の有無(OR5.68 95% CI:1.41-22.70)，片脚
起立時間(秒)(OR0.98 95% CI:0.96-0.99)，最大歩行速
度(秒)(OR3.72 95% CI:1.44-9.62)が抽出された
(Hosmer-Lemeshow 検定=0.50)． 
【考察】 
本研究の結果から， 2 型糖尿病患者は DP によりバラ
ンス機能や歩行能力が低下しロコモに進展する可能性が
示唆された．従来の代謝に対するアプローチに加えて
DP を考慮した評価，プログラム立案が必要と考える． 
【結論】 
2 型糖尿病患者におけるロコモ合併は DP，バランス機
能低下，歩行能力低下が独立して関連している． 
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G4-7 G4-8 
小型端末を用いた運動支援による肥満糖尿病
患者の活動量の変化 第 2報 
 
石黒博也 1)、林久恵 2)、江西一成 3)、神谷実希 1)、丹羽
靖浩 4)、水野裕子 4)、野尻奈穂 4)、高橋ゆい 4)、足立浩
一 4) 
1) 半田市立半田病院 リハビリテーション科 
2) 愛知淑徳大学 健康医療科学部 
3) 医療法人社団喜峰会 東海記念病院  

リハビリテーション部 
4) 半田市立半田病院 糖尿病・内分泌内科 

糖尿病脳卒中患者に対するペダリング運動が
血糖指標に及ぼす影響～入院から退院一年後
の経時的変化～ 
 
鈴木智士 1)、堀川学 1)、石川達哉 2) 
1) 秋田県立循環器・脳脊髄センター 機能訓練部 
2) 秋田県立循環器・脳脊髄センター 脳神経外科 

【はじめに、目的】 
肥満は 2 型糖尿病の病態進行を助長する因子であり，糖
尿病教育入院中は減量に向けた食事・運動習慣の獲得が
必要となる．外来通院中の肥満 2 型糖尿病患者に対して
小型端末を使用した介入が運動習慣の獲得を促進すると
示されているが，入院中の肥満 2 型糖尿病患者に対して
の介入効果は検証されていない．そこで，本研究の目的
は小型端末を使用した運動支援が入院中の肥満 2 型糖尿
病患者の運動習慣の獲得に及ぼす影響を検証することと
した． 
【方法】 
対象は 2019 年 3 月～10 月に当院で糖尿病教育入院を行
った BMI25 以上の 2 型糖尿病患者 14 名（男性 9 名，
女性 5 名，平均年齢 44.5±17.3 歳）とした．運動支援
に小型端末（iPhone 6S，Apple 社製）使用群 8 名，非
使用群 6 名に割り付け，介入前後の活動量・運動遵守
率・行動変容ステージ・腹囲・体重について比較検討を
行った．方法は，午前は両群同条件にて直接監視下での
エルゴメータ 30 分，午後は間接監視下での歩行，階段
昇降 30～40 分を 2 セット実施した．午後において使用
群では口頭と小型端末による通知を 1 日 2 回，運動実
施の有無を記録した．非使用群は口頭のみの通知を 1 日
1 回，運動実施の有無は記録なしとした．運動処方は 1
日の消費エネルギー量を個別に算出した． 
【結果】 
消費エネルギー量は使用群において開始時
329±88kcal，退院時 408±102kcal であり，有意な増加
を認めたが(P=0.007)，非使用群は有意差を認めなかっ
た(P=0.849)．運動遵守率は使用群において
85.1±12.4%，非使用群は 22.1％±21.0%であり，非使
用群と比較して使用群では有意に高かった(P<0.001)．
退院時の行動変容ステージにおいて使用群は非使用群と
比較して実行期の割合が有意に多かった(P=0.015)．腹
囲・体重減少量は群間に有意差を認めなかった
(P=0.277) (P=0.954)． 
【考察】 
使用群では行動変容ステージが実行期へ変化し，運動遵
守率も高く，小型端末の通知機能と運動実施のフィード
バックが運動アドヒアランス向上に寄与したと推察され
る． 
【結論】 
小型端末を使用した運動支援は入院中に消費エネルギー
量・行動変容ステージ・運動遵守率の向上に寄与するこ
とが明らかとなった． 

【はじめに、目的】 
2 型糖尿病を合併した脳卒中患者の理学療法は、基本的
動作の獲得が優先され、血糖管理を重視した運動療法の
定着に至っていない。また、脳卒中患者は、運動制限を
有し、糖尿病患者に行う運動療法が適応できず難渋す
る。しかし、運動による血糖管理は、脳卒中の再発予
防、糖尿病合併症の進展防止のために重要である。そこ
で我々は、糖尿病を合併した脳卒中患者が実施可能な短
時間のペタリング運動を導入し、入院時から退院一年後
の血糖指標に変化があるか検討した。 
【方法】 
対象は、平成 29 年 4 月から平成 30 年 12 月までに当セ
ンター回復期病棟に入院した 2 型糖尿病を合併した脳卒
中患者 36 名とし、介入群 18 名と対照群 18 名に割りつ
けた。介入群は標準的な脳卒中理学療法に加え、自転車
エルゴメーターを週 5 回、10 分、8 週間の介入を実施
した。対照群は標準的な脳卒中理学療法のみ実施した。
退院後は、当センターに通院を継続した 16 名となり、
介入群 8 名、対照群 8 名となった。効果判定の指標
は、血糖値、HbA1c とした。統計解析は、各時点で対
応のない t 検定で群間比較をした。また、HbA1c は群
内で対応のある t 検定を用いて入院時と比較をした。以
上の統計解析には R を用い、有意水準は 5％とした。な
お、全対象者に薬物療法と食事療法が実施された。 
【結果】 
入院時点において、血糖値、HbA1c の 2 群間に有意な
差は認められなかった。血糖値の群間比較では、介入群
8 週後で有意に減少した(p<0.01)。1 年後では有意差は
認められなかった。また、HbA1c は、群間比較では有
意差を認めなかったが、群内比較では介入群で入院時か
ら 4 週後、8 週後で有意に低下した(p<0.01)。1 年後で
は有意差は認められなかった。 
【考察】 
本研究は、糖尿病脳卒中患者でもペダリング運動によっ
て血糖指標が改善できることを示した。これは、運動制
限を有する脳卒中患者は必ずしも有酸素運動やレジスタ
ンストレーニングを実施するのではなく、低負荷な運動
でも継続することが重要であると考えた。しかし、退院
後の血糖指標は増悪する傾向にあった。今回の検討で
は、退院後の運動継続の有無に関して検証を行っていな
いが、運動を継続するために外来での運動指導や家族へ
の指導を行う必要がある。 
【結論】 
頻回で長期間のペダリング運動は、入院時の血糖指標を
改善させる運動療法の手段になりうる。退院後は、外来
での運動指導を実施する必要がある。 
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G4-9 G4-10 
2型糖尿病患者における高強度インターバルト
レーニング中の血糖推移について 
 
髙橋勇貴 1,2)、新井康弘 1)、木村泰１)、橋元崇 1) 
1) 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 
2) 公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター 

糖尿病教育入院における運動療法の身体的効果につ
いての検討 
 
三浦徹也 1)、堀内秀人 1)、田中佳苗 1)、林柊斗 1)、 
永井聡 2) 
1) NTT 東日本札幌病院 リハビリセンター 
2) NTT 東日本札幌病院 糖尿病内分泌内科 

【はじめに】 
糖尿病患者に対する高強度インターバルトレーニング
(High Intensity Interval Training: HIIT)について
は,Jing-xin らが発表したシステマティックレビューで
は,2 型糖尿病患者において,中強度の持続的運動よりも
HIIT の方が BMI や体重,最大酸素摂取量が改善したと
いう報告がある一方で,糖尿病診療ガイドライン 2019 に
おいても,短時間の高強度運動の長期的な血糖コントロ
ール改善効果や安全性については不明であり,HIIT を臨
床導入する根拠が不足している面があると明記されてお
り一定の見解を得られていない.糖尿病患者の運動にお
ける注意すべき症状の 1 つに低血糖症状が挙げられる
が,HIIT 実施中の血糖推移に対する報告はほとんどな
い.そこで,一症例を通して連続的グルコースモニタリン
グ(Flash glucose Monitoring: FGM)を用いて HIIT 中の
血糖推移を明らかとすることを目的とした. 
【方法】 
症例は年齢 58 歳,身長 150.2cm，体重 86.5kg の女
性.2016 年からの 4 年間で,血糖コントロール改善目的で
の入院が年 1 回,計 4 回行われ,その都度退院後に外来運
動療法を実施.4 回目の入院後の外来運動療法の際
に,Free Style リブレ Pro を装着し FGM を開始.装着中
は昼食の時間帯を一定にし,2 週間のモニタリング中に
計 4 回の外来運動療法を実施.有酸素運動として自転車
エルゴメーターを用いた HIIT を実施した.負荷量は事前
に実施した心肺運動負荷試験の結果から設定し,高強度
(85％PeakVO2)を 1 分間,中強度(50％PeakVO2)を 2 分
間,計 8 セットとした.FGM 解析は 14 日間の運動療法を
行った時間帯,介入１時間前後の平均血糖をそれぞれ算
出.実施日と非実施日での比較も行った.運動後の自覚的
疲労度は修正 Borg Scale で評価した。 
【結果】 
HIIT 実施時間帯の平均血糖は 132.9mg/dL で,実施 1 時
間前の平均血糖は,124.7mg/dL,実施 1 時間後は
129.6mg/dL であった.非実施日の同時間帯の平均血糖は
120.3mg/dL であった.HIIT 後の修正 Borg Scale は 2～3
であった。 
【考察】 
HIIT 中は低血糖になることなく経過した.骨格筋内に貯
蔵されているグリコーゲンは,運動強度の増加に伴い,速
やかに分解される.しかし,分解されたグルコースは,細胞
内に取り込まれる速度が一定であるために血中のグルコ
ース濃度が一時的に上昇し,血糖低下が抑制された可能
性が考えられる.引き続き,症例数を蓄積し 2 型糖尿病患
者に対する HIIT の安全性の検証を行っていきたいと考
える. 

【はじめに、目的】 
2 型糖尿病患者は年代別基準値と比較して、筋力やバラ
ンス能力など運動機能の低下を示す率が高く、運動療法
によって糖代謝改善だけではなく、運動機能を向上させ
ることは重要である。当院では 2 週間の糖尿病教育入院
の 2 型糖尿病患者に対して運動療法を行なっているが、
短期間の運動療法が 2 型糖尿病患者に与える身体的効果
についての報告は少ない。 
本研究の目的は、2 型糖尿病患者に対する短期間の運動
療法の身体的効果を検討することである。 
【方法】 
当院にて 2 週間の糖尿病教育入院を行なった 2 型糖尿
病患者 47 名（男性 25 名、女性 22 名、平均年齢 62.1
歳）に対し、入院時及び退院時に身体機能テスト
（SPPB、片脚立位時間、10m 歩行速度、握力）を実施
し、比較検討した。統計方法は SPPB（合計値、各項
目）については Wilcoxon 符号付順位和検定、片脚立位
時間、10m 歩行速度、握力については対応のある t 検定
を用いた。有意水準は 5%未満とした。 
【結果】 
SPPB 合計値及び立位バランス、椅子からの立ち座りに
おいて、入院時に比べ退院時で有意に向上した（p＜
0.05）。年齢別では、65 歳以上（24 名）で SPPB 合計
値（p＜0.01）及び立位バランス（p＜0.05）で有意に向
上したが、65 歳未満（23 名）では全項目で有意差を認
めなかった。 
【考察】 
65 歳以上の高齢患者については、入院時に SPPB 合計
値が満点の者が 24 名中 11 名（45.8%）であり、身体機
能低下の割合が高かった。そのため短期間の運動療法で
も身体的効果が出現し、SPPB（合計値、立位バラン
ス）が有意に向上したと考えられる。一方 65 歳未満で
は入院時に SPPB 合計値が満点の者が 23 名中 19 名
（82.6%）であり、身体機能低下の割合が少なく、天井
効果により SPPB の変化を認めなかったと考えられ
る。片脚立位時間、10m 歩行速度、握力については、
短期間の運動療法では変化を認めるまでに至らなかった
と考えられる。 
【結論】 
65 歳以上の高齢患者については、短期間の運動療法で
も身体的効果が認められた。SPPB は高齢 2 型糖尿病患
者に対する短期間の運動療法の身体的効果を判定するう
えで、有用な指標である可能性が示唆された。 
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G4-11  G4-12  
高齢 2型糖尿病患者に対する継続的な理学療
法士介入の効果検証 無作為化比較研究 -中
間解析からの考察- 
 
片岡弘明 1)、野村卓生 2)、河江敏広 3)、岡敬之 4)、 
池田幸雄 5) 
1) 岡山医療専門職大学 健康科学部 理学療法学科 
2) 関西福祉科学大学 保健医療学部  

リハビリテーション学科 理学療法学専攻 
3) 東都大学 幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科 
4) 東京大学医学部付属病院 22 世紀医療センター 

運動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座 
5) 高知記念病院 糖尿病内科 

生活習慣支援プログラムにおける在宅での活
動量，HbA1c及び代謝系指標についての検討 
 
齋木宏之 1)、嵯峨根栞里 1)、佐藤真理 1)、久保徳昌 1)、
成瀬友貴 1)、中村圭介 1)、柳田博美 1)、正井静香 2)、木
村覚美 2)、飯田啓二 3) 
1) 兵庫県立加古川医療センター  

リハビリテーション部 
2) 兵庫県立加古川医療センター 看護部 
3) 兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科 

【目的】高齢糖尿病患者では介護予防の面からも運動療
法が必要不可欠であるが，運動療法の実践において，理
学療法士介入のエビデンスはない．本研究の目的は，理
学療法士の継続的な介入による効果を明らかにすること
である． 
【方法】本研究は，現在進行中の臨床試験名：高齢者糖
尿病患者に対する集中的運動療法介入がロコモティブシ
ンドローム予防に与える効果の検証
（UMIN000024416），多施設で実施した無作為化比較
研究デザインによる研究成果の中間解析報告である．解
析対象は，2019 年 10 月までに症例登録が完了した糖尿
病教育入院をエントリー基準とする 47 名（男性 20
名，女性 27 名，平均年齢 72.6±5.5 歳）である．理学
療法介入（介入群）の概要は，退院後，週に 1 回の頻度
で電話やメールによる理学療法指導を半年間継続するこ
とである（Kataoka H, et al: J Phys Fitness Sports Med 
9: 89-94, 2020）．介入群および対照群（理学療法士に
よる継続的な指導を行わない群）のベースラインにおけ
る身長や体重などの一般特性，糖尿病コントロール指
標，糖尿病合併症の有病率，運動習慣および身体活動量
に有意差は認めなかった．今回の検討では，糖尿病コン
トロール指標ではなく，運動機能（下肢筋力）をメイン
アウトカムとして検証した．下肢筋力は，ハンドヘルド
ダイナモメーターを用い，膝関節屈曲 90 度での等尺性
膝関節伸展筋力を採用した．両群ともにベースラインと
半年後の変化量を算出し，対応のない t 検定を用いて比
較し，有意水準は 5％とした． 
【結果】介入群は 24 名（男性 11 名），対照群は 23 名
（男性 9 名）であった．半年間の集中的な理学療法士の
介入により，膝伸展筋力は対照群よりも介入群の方が有
意な改善を示した（10.2％ vs. -3.85%, p=0.008）． 
【考察】今回は，サンプルサイズ設計に満たない中間解
析結果ではあるが，介入群において膝関節伸展筋力の維
持・向上が可能である傾向を得た．今回用いたのは，遠
隔（非監視型）であるが，週 1 回の指導であっても理学
療法介入効果が得られる可能性が示唆された．今後は，
サンプルサイズに基づいた対象数での解析を行い，高齢
糖尿病患者における運動療法の実践とその介入効果につ
いてエビデンスを証明したいと考えている． 
【結論】高齢 2 型糖尿病患者に対する週 1 回の継続的
な理学療法士の介入は，遠隔指導であったとしても，運
動機能に対して好影響を及ぼし，糖尿病管理における有
効的な手段になると考える． 

【はじめに・目的】組織化された糖尿病自己管理教育と
療養支援は糖尿病治療に有効であり，年々増加する糖尿
病患者に対するチーム医療の位置づけが重要視されてい
る．理学療法士（以下 PT）の介入は，現行診療報酬制
度では適用されない点が，介入の難しさとして挙げられ
る．なおかつ，外来教育での介入や在宅での活動量を調
査した報告は少ない．今回，生活習慣支援プログラムに
おける在宅での活動量，HbA1c 及び代謝系指標につい
て検討したので報告する． 
【対象】2017 年 4 月～2019 年 4 月，生活習慣支援プロ
グラムに参加し，ライフコーダ GS（スズケン社製）を
使用した 14 例（男 7 名、女 7 名，年齢 50．7±11．4
歳，推定罹患期間 7．9±9．3 年）を対象とした． 
【方法】生活習慣支援プログラムは 6 ヶ月（1 回/月）
で，多職種チームで構成される．PT は入院／外来で糖
尿病教室を担当．検討項目は初回時と終了時の BMI，
血液検査データ(HbA1c，HDL，LDL，TG)をカルテよ
り取得した．ライフコーダ GS を用い，平均的な 1 日の
歩数，総消費量，目標運動活動時間を抽出した．統計処
理は検討項目に対して正規性(Shapiro-Wilk 検定)の確認
後，対応のある t 検定またはウィルコクソンの符号付順
位和検定を用いた（p＜0．05）．  
【結果】HbA1c，HDL，TG は有意差を認めなかっ
た．BMI，LDL は有意差を認めた（p＜0．05）．運動
項目より歩数は 5734±2332 歩，総消費量は
2094±417kcal，中等度活動時間は 15．1±11．6 分． 
【考察】今回，多職種により一定の効果を認めた．中之
条らは，糖尿病予防に一日の平均歩数 8,000 歩及び平均
中強度活動時間 20 分以上を推奨している．先行研究と
比較して，参加者の多くは中等度強度以上の運動時間が
少なく，十分な運動量に満たなかった．運動時間，活動
量の低下が HbA1c や脂質代謝系の改善に至らなかった
要因の一つと考える．久保らは，外来教育で PT による
個別指導が HbA1c 等を改善させる可能性があると報告
している．PT による運動の負荷設定や患者に応じた指
導が，血糖コントロール等の改善に寄与すると考える． 
【結論】今後，当院において PT の介入による多職種チ
ームでの患者教育の質的向上の方法を検討していく． 
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G4-13  G4-14  
成人 1型糖尿病患者の身体活動評価における
IPAQ Short Formの妥当性の検討 
 
本田寛人 1)、橋本尚子 2)、錢林雅子 3)、竹田章彦 4)、竹
内健人 2)、山本あかね 5)、廣田勇士 5) 
1) 四條畷学園大学 リハビリテーション学部 
2) 兵庫県立姫路循環器センター糖尿病・内分泌内科 
3) 淀川キリスト教病院糖尿病・内分泌内科 
4) 神鋼記念病院 糖尿病・代謝内科 
5) 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 

2型糖尿病患者の歩行動揺性には足関節底背屈
筋力が関連する 
 
鈴木啓介 1)、深川翔平 2)、鴨狩裕貴 2)、加茂智彦 3)、小
池孝康 1)、細川真登 4)、大武聖 4)、齋藤孝義 4) 
1) 岐阜保健大学 リハビリテーション学部 
2) 国際医療福祉大学熱海病院 リハビリテーション部 
3) 日本保健医療大学 保健医療学部 
4) 国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 

【はじめに、目的】 
身体活動（physical activity：PA）評価の一つに国際標
準化身体活動質問表（International Physical Activity 
Questionnaire：IPAQ）がある。その日本語短縮版
（Short Form：SF）は 2 型糖尿病患者で妥当性が証明
され、臨床上よく使用されるが、1 型糖尿病患者におい
て妥当性を検討した報告はない。今回、成人 1 型糖尿病
患者における IPAQ-SF の妥当性を検討した。 
【方法】 
対象は通院中の成人 1 型糖尿病患者 118 名（年齢 2075
歳）で、PA データは IPAQ-SF および三軸加速度セン
サー内蔵活動量計（Active style PRO HJA-750C）で収
集した。PA の分類では、1.5 metabolic equivalents
（METs）以下を座位行動（sedentary behavior：
SB）、3.0～5.9METs を中強度 PA（moderate-intensity 
PA：MPA）、6.0METs 以上を高強度 PA（vigorous-
intensity PA：VPA）、MPA と VPA を合わせて中高強
度 PA（moderate-to-vigorous intensity PA：MVPA）と
した。IPAQ-SF と活動量計で得られた PA データの比
較および関連性について、Wilcoxon の符号付順位検定
と Spearman の順位相関係数を用いて解析した（有意水
準：5%）。 
【結果】 
データ欠損のない 112 名を解析対象とした（中央値：
年齢 45.0 歳、HbA1c 7.3%）。活動量計に比べ、
IPAQ-SF の SB は低値、VPA は高値となった（どちら
も p < 0.01）。また、HbA1c 値別（<7.0%、7.07.9%、
8.0%）に解析すると、SB は全群で、VPA は<7.0%群
で IPAQ-SF と活動量計の誤差が観察された（すべて p 
< 0.01）。SB、MPA、VPA および MVPA において、
IPAQ-SF と活動量計の値に有意な相関関係を認めた
（それぞれ ρ = 0.406、ρ = 0.368、ρ = 0.346、ρ = 
0.395、すべて p < 0.01）。 
【考察】 
他疾患の報告と同様に、IPAQ-SF と活動量計の値の多
寡に関連がみられた。一方、質問紙による PA 評価では
実際より活動量を過大評価することが指摘されており、
今回も IPAQ-SF で実際より SB を低値に、VPA を高値
に見積もったと考えられる。また、HbA1c 値の影響は
不明だが、自覚的に血糖コントロールを良好と認識する
者で過大評価の傾向が強いことが示されており、今回、
VPA の誤差が血糖コントロール良好群でのみ観察され
たと考えられる。 
【結論】 
成人 1 型糖尿病患者において、IPAQ-SF は強度別 PA
と有意な相関関係にあったが、SB と VPA で実測値と
の乖離がみられた。これには患者の血糖コントロール状
況が影響している可能性があり、IPAQ-SF を用いて PA
評価を行う際はこのような特徴に留意する必要がある。 

【はじめに、目的】 
2 型糖尿病（以下 T2DM）患者は健常者と比較して転
倒率が高いことが報告されており、その原因の 1 つとし
て歩行動揺性の増加が明らかになっている。歩行動揺性
は膝関節伸展筋力と関係するが、末梢神経障害の影響を
受けやすい足関節底背屈筋力が影響するかは不明確であ
る。歩行動揺性に対する足関節底背屈筋力の関与が明ら
かになれば歩行改善への新たな治療方法につながると考
える。そこで本研究の目的は T2DM 患者の歩行動揺性
に足関節底背屈筋力が関与することを明らかにすること
である。 
【方法】 
対象は教育入院した T2DM 患者 158 名のうち除外基準
該当者を除いた 139 名（年齢 58.4±14.1 歳）とした
（効果量 f2＝0.15、α エラー＝0.05、検出力＝
0.95）。歩行の動揺性の測定には 3 軸加速度計を用い、
自己快適速度による 10m 歩行中のデータから root 
mean square（以下 RMS）を算出し、歩行速度にて標準
化した。足関節底背屈筋力の測定は BIODEX を用い、
等尺性最大筋力を測定後、体重で補正した。感覚神経の
測定には 128Hz 音叉を用い、振動覚を測定した。ま
た、カルテ上から BMI のデータを採取した。統計学的
解析は各項目の関係性について Peason の積率相関分析
を行った。その後、RMS を従属変数とした階層的重回
帰分析を実施し、共変量の年齢を強制投入した後、独立
変数として各評価指標を stepwise 法にて投入した。そ
れぞれ有意水準は危険率 5%とした。 
【結果】 
相関分析の結果 RMS と有意な関係性を認めた項目は足
関節底屈筋力（r=－0.53）、振動覚（r=－0.21）、BMI
（r=－0.19）、足関節背屈筋力（r=－0.18）であった
（p＜0.05）。重回帰分析の結果では 2 つの項目が抽出
され、それぞれの標準偏回帰係数は足関節底屈筋力（β
＝－0.47）、足関節背屈筋力（β＝－0.18）であった
（R2＝0.36、p<0.05）。 
【考察】 
本研究の結果より、足関節底背屈筋力は歩行の動揺性に
影響を与えており、また足関節底屈筋力は背屈筋力より
も影響が大きいことが明らかとなった。足関節底屈筋力
は歩行の立脚中期から後期にかけて身体重心を上前方へ
移動させ、身体の推進と安定性に貢献している。先行研
究では地域在住高齢者において足関節底屈筋力と歩行と
の関係性について示されているが、T2DM 患者の歩行
においても足関節底屈筋力は重要な要因であることが示
唆された。 
【結論】 
T2DM 患者の歩行動揺性には足関節底背屈筋力が影響
を与える可能性が示唆された。 
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G4-15  G4-16  
糖尿病患者のセルフケアに対する病気認知の
影響 
 
山口智洋 1)、斉藤篤司 2) 
1) 九州労災病院 中央リハビリテーション部 
2) 九州大学人間環境学研究院健康・スポーツ科学講座 

Quadrant分布を用いた外来 2型糖尿病患者の
身体活動量と身体機能の解析 
 
藤沢千春 1)、中西修平 2)、岩本正博 3) 
1) 四国医療専門学校 理学療法学科 
2) 川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 
3) 岩本内科医院 糖尿病内科 

【はじめに、目的】 
 病気への対処行動には，病気に対する認知的反応（病
気認知）が関与すると指摘されており，糖尿病患者の病
気認知はセルフケアに関連することが報告されている．
これらの報告は外来患者や治療に意欲的な患者を対象に
しているものが多く，外来診察時の生活指導だけでは病
態コントロールができず，教育入院を必要とするような
患者を対象にした報告は見当たらない．そこで本研究で
は，教育入院患者を対象に病気認知とセルフケアの実行
度を調査し，セルフケアに対する病気認知の影響を明ら
かにすることを目的とした．  
【方法】 
 令和 2 年 5 月から 11 月に入院した糖尿病患者 47 名
のうち，協力を得られた 17 名を調査対象とした．病気
認知は B-IPQ 日本語版，セルフケアは日本語版
SDSCA を用いて評価した．評価は入院時と退院 1 ヶ月
後に行った．セルフケアの得点から食事，運動，内服の
1 週間あたりの平均実行日数を算出した． 
 解析方法は，病気認知の特徴に基づいて対象者を分類
するため，病気認知の得点を用いて階層的クラスター分
析を行った．クラスター間の病気認知の比較には
Mann-Whitney の U 検定，各クラスターにおける，入
院時と退院後のセルフケアの比較には Wilcoxon の符号
順位検定を行った．有意水準は 5％未満とした． 
【結果】 
 クラスター分析により，13 名がクラスター１，4 名
がクラスター２に分類された．病気認知を比較すると，
クラスター2 に比べてクラスター1 の方が糖尿病による
生活への影響や感情への影響を多く感じており，病気へ
の意識が高かった． 
 入院時と退院後のセルフケアに関して，クラスター１
において食事（2.2→4.2）と内服（3.5→7.0）の得点で
有意な増加を認めた．クラスター2 において統計的な差
はなかったが食事（1.9→4.4）と運動（2.5→5.0）の得
点は増加傾向を示した． 
【考察】 
 病気認知の結果から，教育入院患者の中には病気によ
る影響を感じ，深刻に捉えている症例とそうでない症例
の２つのパターンが存在することが示唆された．入院時
と退院後のセルフケアを比較した結果，病気を深刻に感
じていないクラスター２もクラスター１と同様に，退院
後のセルフケアの実行度が向上する傾向を示した．この
ことから，糖尿病患者のセルフケアには，病気を深刻に
捉えることは重要ではない可能性が考えられる． 
【結論】 
患者の行動変容を促すことを目的とした場合，病気の深
刻さを強調することは効果的ではない可能性が考えられ
る． 

【はじめに、目的】 
外来 2 型糖尿病患者（T2DM）の身体活動量（PA）と
身体機能（PF）を用いた Quadrant 分布から臨床的特徴
を調査し、介入指針を明確化することを目的とした。 
【方法】 
70 歳以上の T2DM 患者を対象として、Quadrant 分布
は PA は国際標準化身体活動質問票、PF は起立着座 5
回の時間を用いて作成し、(1)低 PF-低 PA 群、(2)低
PF-高 PA 群、(3)高 PF-低 PA 群、(4)高 PF-高 PA 群の
4 群に分類し、比較検討した。 
【結果】 
180 名の T2DM 患者が対象となった。(4)と(2)では加
齢が、(4)と(3)では生活活動範囲(LSA)の低下、(4)と
(1)では加齢やバランス低下、下肢筋力低下、糖尿病性
腎症で有意差がみられた。(2)と(1)には仕事の有無、
(3)と(1)では転倒経験、下肢筋力とバランスの低下、糖
尿病性腎症の合併で有意差がみられた。 
【考察】 
T2DM 患者の身体活動量を改善するためには生活活動
範囲の評価と制限因子の特定が必要である可能性が示唆
された。また、低 PF 領域には不可逆的要素が多く、予
防介入や長期的介入の必要性が示唆された。 
【結論】 
本研究の PF-PA を基準とした Quadrant 分布の結果
は、外来 T2DM 患者の PF と PA 障害の理解と効率的
な治療選択に関して実用的な臨床ツールの一助となる可
能性がある。 
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G4-17  G4-18  
慢性炎症性肝疾患をもつ高齢患者の下肢筋持
久力へ肝線維化が及ぼす影響 
 
浅田史成 1)、野村卓生 2)、法水淳 3)、久保田昌詞 1) 
1) 大阪労災病院 治療就労・両立支援センター 
2) 関西福祉科学大学 保健医療学部  

リハビリテーション学科 理学療法学専攻 
3) 大阪労災病院 消化器内科 

糖尿病合併症予防啓発映画の制作・YouTube公
開および視聴数増加要因に関する考察 
 
塩見耕平 1,2,3) 
1) 株式会社 Exult 代表取締役 
2) 筑波大学大学院 疾患制御医学専攻 
3) 一般社団法人予防医療普及協会 事務局 

【目的】 
近年，肝機能不全と運動能力との関係を検討した報告が
散見されるが，その関係は十分に明らかにされていな
い．本研究では，慢性炎症性肝疾患をもつ高齢患者を対
象にして，予後にも影響する肝線維化の程度を踏まえ
て，運動能力への影響を検討した． 
【方法】 
対象は大阪労災病院紹介内科へ慢性炎症性肝疾患（アル
コール性肝炎，非アルコール性脂肪肝炎，C 型肝炎ほ
か）の診断で外来通院中の患者であり，日常生活動作は
全て自立し，運動制限のない 60 歳から 83 歳までの 51
名である．運動能力は下肢筋持久力の指標として，30
秒間椅子立ち上がりテスト（CS30）を用いた．肝線維
化の指標は，FIB-4 index を用い，高齢患者のカットオ
フ値として推奨される 2.0 を採用した（Ishiba H, et al. J 
Gastroenterol, 2018）．下肢筋力は固定用ベルト付き徒
手筋力測定器（μTas F-1）を用い，膝関節屈曲 90 度で
の等尺性膝関節伸展筋力を測定し，体重で正規化した
（単位：%）．骨格筋量は体成分分析装置（InBody）
で測定した．肝線維化群，肝非線維化群別に CS30，下
肢筋力に加えて，年齢や性別などの一般特性を単変量解
析した．CS30 を目的変数として，FIB-4 index カット
オフ値，下肢筋力，年齢，性別，糖尿病合併の有無を説
明変数とした多変量解析を行った．統計手法は，t 検
定，カイ 2 乗検定，重回帰分析を用い，有意水準は 5%
とした． 
【結果】 
CS30 は，肝線維化群（33 名）で 19.4±5.7 回，肝非線
維化群（18 名）で 22.3±4.3 回であり，肝線維化群で
低値の傾向にあったが有意差は認めなかった
（p=0.051）．年齢は肝線維化群で肝非線維化群よりも
有意に高かった（それぞれ 69.6±5.2 歳，65.7±5.3
歳，P=0.018）．下肢筋力，骨格筋量およびその他の一
般特性は両群で差を認めなかった．多変量解析の結果，
CS30 を説明する有意な府独立変数として，FIB-4 カッ
トオフ値（β=-0.309，t=-2.251，p=0.029），下肢筋
力（β=0.056，t=3.101，p=0.003）が選択された． 
【考察と結論】 
慢性的に肝機能が障害されることによって，高齢者では
サルコペニアを助長すると考えられている．本研究で
は，両群の骨格筋量に差はないが，肝線維化の進行によ
って，運動能力が低下していると考えらえた．これは，
慢性炎症性肝疾患においては，筋肉量減少の前段階とし
て，運動能力の低下が出現することを示すものと考えら
れた． 

【はじめに、目的】 
糖尿病は罹患者・予備群で 2,000 万人にのぼる国民病で
ある。糖尿病は合併症が出現するまで自覚症状に乏し
く、ひとたび合併症が現れると生活の質を著しく損なう
が、一般にはこのような経過が十分に知られておらず、
年間 8％に達する受診中断などにも影響している可能性
がある。そこで今回我々は、一般の方に糖尿病合併症の
怖ろしさを理解してもらうために、糖尿病合併症患者に
よる後悔の思いや生活風景、再現ドラマなどで構成され
る映画を制作・公開し、視聴数の測定および視聴数増加
の要因について考察したためここに報告する。 
【方法】 
制作資金は宣伝を兼ねてクラウドファンディングにより
収集した。視聴数を伸ばすために病態に関する説明は最
小限とし、詳細な内容については別途制作した書籍にお
いて記載した。映画は YouTube で無料公開し、インフ
ルエンサーを活用したイベントの実施、SNS やインタ
ーネットテレビ、オンラインメディアを使い宣伝を行っ
た。視聴に関する情報は、YouTube Studio より視聴回
数、インプレッション数、クリック率、トラフィックソ
ースを抽出した。 
【結果】 
2021 年 5 月 1 日に公開し、6 月 12 日時点における総視
聴回数は 25.6 万回、インプレッション数は 322.4 万
回、クリック率は 4.0％、トラフィックソースは 88.9％
がブラウジング機能、4.0％が外部、2.9％が YouTube
検索であった。インフルエンサーによるインターネット
テレビを配信したのが 5 月 13 日、視聴回数が急増し始
めたのは 5 月 17 日頃であった。 
【考察】 
トラフィックの獲得は総期間中の約 9 割が YouTube 内
のブラウジング機能からであり、動画のエンゲージメン
ト（評価やコメント）が YouTube 内のシステムにおい
て評価されたものと考えられた。エンゲージメントが獲
得できた理由として、過度な説明を避けて一般の方の感
情に訴える構成にしたこと、人気のインターネットテレ
ビ番組で本作をテーマとした企画を配信したなどが影響
した可能性が考えられた。健康に関する啓発活動につい
ては、正しい情報を発信するだけでは不十分であり、発
信方法の工夫が求められる。 
【結論】 
糖尿病合併症に関する予防知識を啓発する映画を
YouTube で無料公開し戦略的に宣伝を行ったところ、
公開 1 ヵ月半で 25 万回以上の視聴回数が得られた。 
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G4-19 G4-20 
糖尿病の有無による腎臓リハビリテーション
の効果の違い 
 
長井梓苑 1)、片岡弘明 2)、岩田康伸 3)、林野収成 1)、 
北山奈緒美 1)、宮崎慎二郎 1)、松原啓介 4)、村尾敏 5) 
1) KKR 高松病院 リハビリテーションセンター 
2) 岡山医療専門職大学 健康科学部/理学療法学科 
3) KKR 高松病院 血液浄化センター 
4) KKR 高松病院 腎臓内科 
5) KKR 高松病院 糖尿病内分泌内科 

血液透析患者における Phase Angleと筋力、
身体パフォーマンスおよび身体活動量の関連 
 
福崎なるみ 1)、今村慶吾 1,2)、原田愛永 2)、鈴木裕太
1,3)、山本尚平 1,4)、吉越駿 1)、松永篤彦 1) 
1) 北里大学院 医療系研究科 
2) さがみ循環器クリニック リハビリテーション科 
3) 国立保健医療科学院 研究課程 
4) 国立国際医療研究センター臨床研究センター疫学・

予防研究部 

【目的】 
近年，腎臓リハビリテーション（腎リハ）の重要性が認
識され，血液透析（HD）患者の下肢筋力低下に対する
有効性が報告されている．HD 患者では糖尿病（DM）
を合併している割合が多く，DM は下肢筋力の低下と密
接に関連している．よって，DM を合併した HD 患者
では，下肢の筋力低下がより進行していることが考えら
れることから，腎リハの効果は DM を合併していない
HD 患者とは異なる可能性があるが，そのような研究は
報告されていない．そこで，本研究の目的は，DM の有
無によって上下肢筋力低下に対する腎リハの効果に違い
があるのかを明らかにすることである． 
【方法】 
外来通院中の HD 患者 22 名（年齢 76.6±7.7 歳，透析
期間 4.7±3.9 年）を対象とし，DM の有無で 2 群に分
類した．両群とも同一の腎リハ（レジスタンス運動と有
酸素運動）を 1 年間実施した．筋力評価は握力，膝伸展
筋力，足趾筋力とし，研究開始時と 1 年後に測定した．
統計解析として，各群での筋力の変化と 2 群間での筋力
の変化率を比較した．有意水準は 5%とした． 
【結果】 
DM を合併していない患者（非 DM 群）は 10 名(年齢
78.3±8.3 歳，透析期間 4.3±4.2 年)，DPN を合併した
患者（DM 群）は 12 名(年齢 75.1±7.5 歳，透析期間
4.8±4.0 年)であった．握力では非 DM 群，DM 群とも
に有意な改善は認めなかったが，膝伸展筋力と足趾筋力
は有意に改善した．各筋力の変化率を 2 群間で比較した
結果，握力は有意差を認めなかったが，膝伸展筋力と足
趾筋力では，非 DM 群の方が DM 群よりも有意に改善
した． 
【考察】 
本研究の結果，両群とも腎リハにより膝伸展筋力と足趾
筋力に改善を認めたが，DM や DPN を合併することで
効果が乏しくなる可能性が示唆された．DM や DPN を
有する患者では，高血糖に伴う運動ニューロンの縮小や
筋の脂肪化などが原因で筋力低下が出現する．非 DM
群と比較し DM 群では筋力低下を認める要素が多いた
め腎リハの効果に差が出たと考える． 
【結論】 
 DPN を合併する DM 患者は，腎リハを実施しても膝
伸展筋力と足趾筋力で効果が乏しくなる可能性がある． 

【はじめに、目的】 
 血液透析（HD）患者において、筋力、身体パフォー
マンスおよび身体活動量の低下は予後不良因子であるこ
とから疾病管理上重要な課題となっている。インピーダ
ンス分析法(BIA)を利用して算出される Phase 
Angle(PhA）は，細胞膜の栄養状態や老化を示す指標と
して用いられており、フレイルやサルコペニアと関連す
ることが知られている。しかし、フレイルやサルコペニ
アの原因や構成要素である筋力、身体パフォーマンスお
よび身体活動量と PhA との関連は十分に検証されてお
らず、HD 患者を対象とした報告は未だないのが現状で
ある。そこで本研究の目的は、HD 患者における PhA
と筋力、身体パフォーマンスおよび身体活動量との関連
性を検証することとした。 
【方法】 
 外来通院が自立していた HD 患者 190 例（平均 66.5
歳）を対象とした。患者背景因子として年齢、性別、体
格、透析期間および併存症などを調査した。PhA の評
価は BIA を用いた。筋力として、握力ならびに下肢筋
力を測定し、身体パフォーマンスとして、快適歩行速度
ならびに Short Physical Performance Battery(SPPB)ス
コアを測定した。身体活動量は加速度計を用いて歩数を
測定した。関連性の検証には筋力、身体パフォーマンス
および身体活動量のそれぞれを従属変数、PhA ならび
に患者背景因子を独立変数とする多重ロジスティック回
帰分析を用いた。また PhA の筋力、身体パフォーマン
スおよび身体活動量低下に対する判別能の検証には受信
者動作特性(ROC)曲線の曲線下面積(AUC)を用いた。
なお、先行研究に基づいて、握力＜男 28kg/女 18kg、
下肢筋力＜0.4（体重比）、歩行速度＜1.0m/s、
SPPB≦9 点および歩数＜4000 歩を低下と定義した。 
【結果】 
 PhA の中央値は 4.0°であった。ロジスティック回帰
分析の結果、PhA は患者背景因子で調整しても独立し
て握力、下肢筋力、歩行速度、SPPB スコアおよび歩数
それぞれの低下の有無と関連していた (全て p<0.05)。
また、ROC 曲線の AUC の結果から、PhA は握力、下
肢筋力、歩行速度、SPPB スコアおよび歩数それぞれの
低下の判別能を有していた（全て AUC>0.7）。 
【考察・結論】 
PhA は細胞膜の抵抗を表す角度であり、細胞の栄養状
態を捉える指標としてサルコペニアとの関連性が示され
ているが、HD 患者の身体機能や身体活動量の低下を判
別する指標としても活用できることが示唆された。PhA
の HD 患者への適用の詳細についてはさらなる検証が
必要である。 
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G4-21  G4-22  
認知症血液透析患者のリハビリテーション拒
否に対する，運動意欲を考慮したかかわりに
よる介入効果の検討 
 
髙橋 蓮 1)、日比野貴志 1)、森下沙友美 1)、矢部広樹 2) 
1) 偕行会城西病院 リハビリ科 
2) 聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 

理学療法学科 

糖尿病性腎臓病患者における身体活動量と疲
労性の関連 
 
平野裕真 1)、河野健一 2)、釣谷大輔 3)、山内克哉 4)、西
田裕介 2) 
1) 浜松医科大学医学部附属病院  

リハビリテーション部 
2) 国際医療福祉大学 成田保健医療学部 
3) 浜松医科大学医学部付属病院 内分泌・代謝内科 
4) 浜松医科大学医学部付属病院  

リハビリテーション科 

【症例紹介】 
症例は 70 代男性の認知症 HD 患者．X-26 日，入所中
の施設内で転倒し，左大腿骨転子部骨折を受傷．前医に
救急搬送され，X-21 日に全身麻酔科下にて髄内釘手術
が施行され，その後 X-1 日までリハビリが施行され
た．X 日にリハビリ加療継続目的にて，当院へ転院とな
った．X+14 日にて尾骨底部痛発生し，以降疼痛消失
も，リハビリ拒否継続した．本症例言動において，リハ
ビリ介入中における動作時の尾骨底部痛が活動時の不満
となり，「もういいよ」，「やっても意味ないよ」と放
棄的感情となったことでリハビリ拒否したと考えられ
た．また尾骨底部痛が消失後において，放棄的感情が持
続しリハビリ拒否を呈した要因として認知機能低下によ
る運動目的の理解困難，抑うつ症状，自己効力感の低下
が影響し運動意欲の低下を引き起こしているのではない
かと仮説を立てた． 
【介入内容と結果】 
高齢認知症患者における自己効力感の高まる支援，及び
長期透析患者に対する不安定な心理状態に対するかかわ
り方を参考に認知機能が低下した透析患者の運動意欲に
対する介入方法を考案し実施した．アウトカムとして,
リハビリの介入時間(分/日)，リハビリの拒否回数（回/
日），および本症例の担当理学療法士に対する発言の変
化を評価した。実施後リハビリ介入時間は 32 分/日から
57 分/日に増加，拒否回数は 5 回/週から 2 回/週に減少
した．発言内容は「やっても意味ない」など悲観的な発
言から、「いつもありがとうな」など感謝の発言が聞か
れた． 
【結論】 
高齢者における運動実施のプロセスには，先行因子，心
理的要因，ネガティブ・ポジティブな要因が相互に影響
している．運動意欲を考慮したかかわりは，ラポール形
成へと繋がり，心理的要因に作用し，介入時間延長，拒
否回数減少，発言の変化となった可能性が有る．認知症
HD 患者では運動意欲に対するかかわりが重要である．  

【はじめに、目的】 
慢性腎臓病(CKD)の中でも糖尿病性腎臓病(DKD)は、
透析導入率が最も高く、また他の CKD 患者より心筋梗
塞発症率や死亡率が高い。よって腎機能低下機序の解明
が求められている。DKD 患者の腎機能低下には、高血
圧や高血糖のみならず身体活動量が影響を及ぼすとの報
告もある。そこで本研究では、DKD 患者における身体
活動量を介した腎機能の低下機序を解明するため、身体
活動量に関連する要因を明らかにすることを目的とし
た。 
【方法】 
対象者は e-GFR30ml/min/1.73 ㎡以上の DKD 患者と
し、身体活動量および患者属性、骨格筋量、膝伸展筋力
体重比、疲労性を横断的に調査した。身体活動量は
IPAQ-Short Version、骨格筋量は In Body270、膝伸展
筋力体重比および疲労性は筋機能評価運動装置を使用
し、疲労性は疲労課題における膝伸展のトルク低下率か
ら算出した。身体活動量と各指標の関連を調べるため、
Spearman の順位相関係数を算出し、有意水準は 5%未
満とした。 
【結果】 
11 例の患者のうち、結果の信頼性不足 3 例を除いた 8
例（平均年齢 57.1±7.4 歳）を解析した。腎症ステージ
は第 2 期が 5 例、第 3 期が 2 例、非典型例が 1 例であ
った。身体活動量は年齢、BMI、骨格筋量、膝伸展筋力
体重比、ヘモグロビン濃度と有意な相関関係を認めなか
った。しかし疲労性とのみ有意な負の相関関係を認めた
（r=-0.738, p=0.037）。  
【考察】 
疲労は、DKD 患者の多くが訴える一般的な症状であ
る。本研究では疲労をより客観的に捉えるため、疲労の
概念に含まれる疲労性を評価し、これが身体活動量と関
連を認めた。DKD 患者では一酸化窒素産性能低下によ
り、筋血流低下、骨格筋での酸素摂取量が低下する。こ
れにより疲労性を増加させる。また疲労性の増加は同一
強度での酸素摂取量を増加させ、身体活動量を低下させ
ると考えられる。 
【結論】 
DKD 患者における身体活動量を介した腎機能低下機序
には、疲労性が関与する可能性が示唆された。今後は症
例数を積み増し、統計学的に適切なサンプルサイズにて
再検討する必要がある。 
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G4-23  G4-24  
透析患者への運動療法の実施時期の違いが運
動中の筋酸素飽和度に与える影響 
 
村上佳菜 1)、矢部広樹 2)、清田明保 1)、伊藤沙夜香 1)、
森山善文 3)、日比野貴志 4)、櫻井ひとみ、春日弘毅 
1) 医療法人皆行会 名古屋共立病院  

リハビリテーション課 
2) 聖隷クリストファー大学  

リハビリテーション学部 理学療法学科 
3) 医療法人皆行会 名古屋共立病院  

ウェルネスセンター 
4) 医療法人皆行会 名古屋共立病院  

技術部リハビリ課 
5) 医療法人皆行会 名古屋共立病院 透析室 
6) 医療法人皆行会 名古屋共立病院 腎臓内科 

保存期 CKD患者におけるサルコペニアにはク
レアチニンよりシスタチン Cによる推算糸球
体濾過量の方が関連する 
 
西澤肇 1）、平木幸治 1)、大成悟志 2)、岡野真名 2)、 
田島広太 3)、井澤和大 4)、柴垣有吾 5)、櫻田勉 5) 
1) 聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション科 
2) 川崎市立多摩病院 リハビリテーション科 
3) 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院  

リハビリテーション部 
4) 神戸大学大学院 保健学研究科 
5) 聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科 

【症例紹介】 
入院透析患者に対する透析日のリハビリは、透析後に実
施されることが多い。しかしながら、透析後に実施する
運動が循環動態へ与える影響は十分に検討されておら
ず、透析後の効果的な運動方法やリスク管理の方法を明
らかにする必要がある。 
症例は、左踵骨剥離骨折・アキレス腱部分損傷後にリハ
ビリ目的に地域包括病棟に X 日に入院した 60 歳代女性
(身長 149.5 ㎝、DW47.5kg)。3 週間の完全免荷の後、X
＋60 日に杖歩行を獲得し自宅退院。計測は全荷重開始
後の状態が安定した後に実施した。 
【評価結果と問題点】 
本症例では、同一負荷の運動を非透析日と透析後で実施
した際の、近赤外分光法(Near Infrared Spectroscopy：
NIRS)で測定した筋酸素飽和度について、入院透析患者
に対する症例検討から検討した。非透析日と透析後で、
臥位にて下肢のウォーミングアップを行った後、20 分
間のアシスト付きエルゴメータ運動を実施した。筋酸素
モニター(MOXY monitor、index 有限会社)を外側広筋
に装着し、運動中の筋酸素飽和度(SmO2)と総ヘモグロ
ビン(THb) 、及び心拍数(HR)と血圧(SBP/DBP)、自
覚的疲労度(Borg 指数)を経時的に測定した。 
【介入内容と結果】 
測定値の平均値は、非透析日が HR:57.4bpm, SBP: 
131.2mmHg, SmO2:39.5 %, THb: 12.9mg/dl であり、
透析後が HR63.6 bpm ,SBP124.8 mmHg , 
SmO2:33.0％,THb12.8mg/dl であり、透析後は SmO2
が非透析日と比較して低値で推移していた。また透析後
は下肢の疲労によりエルゴメータ運動を 10 分で中断し
た。 
【結論】 
透析後は筋への血流が低下していると報告されており、
透析後に運動負荷を行うと、非透析日と比較して筋肉へ
の酸素供給量が減少すると考えられる。そのため、透析
後に運動療法を実施する際は、非透析日よりも運動負荷
量を低く設定する必要があると考えられる。 

【はじめに、目的】 
保存期慢性腎臓病（CKD）患者おけるサルコペニアの
有病率が高い。その有病率は腎機能の悪化に伴い高くな
る傾向にある。また、サルコペニアを有する保存期
CKD 患者の生命予後は不良される。臨床では腎機能と
して血清クレアチニンから算出した推算糸球体濾過量
（eGFRcreat）を用いることが多い。しかし、
eGFRcreat は骨格筋量の影響を受けやすい。ゆえに、本
研究では、骨格筋量の影響を受けにくいシスタチン C
から算出した推算糸球体濾過量（eGFRcys）の方がサル
コペニアの有無に関連するとの仮説を立てた。本研究の
目的は、保存期 CKD 患者におけるサルコペニアと
eGFRcys との関連について明らかにすることである。 
【方法】 
デザインは横断研究である。対象は、ステージ 3-5 の高
齢保存期 CKD 患者 143 例（年齢 74.9 歳、男性 101
例）である。サルコペニアの判定には、2019 年のアジ
アワーキンググループの診断基準にて施行された。筋肉
量は Inbody430 により四肢骨格筋量が測定された。握
力は、左右 2 回測定し最高値を採用された。身体機能指
標として、4m 歩行速度から算出した歩行速度、5 回椅
子椅子立ち上がりテスト、Short Physical Performance 
Battery（SPPB）総得点を用いた。本症例はサルコペニ
アの有無により本症例を 2 群に分類された。調査項目
は、年齢、糖尿病の有無、心疾患の有無、血清ヘモグロ
ビン（Hb）、血清アルブミン（Alb）、尿蛋白
（UP）、血清クレアチニンから算出した推算糸球体濾
過量（eGFRcreat）、シスタチン C から算出した推算糸
球体濾過量（eGFRcys）である。 
【結果】 
対象者はサルコペニア群 34 例（年齢 80.4±6.4 歳）と
非サルコペニア群 109 例（年齢 76.1±6.7 歳）に分類
された。サルコペニア群は、非サルコペニア群に比べ、
年齢は高値を、Hb、eGFRcys は低値を示した
（p<0.05）。ロジスティック回帰分析の結果、
eGFRcys のみがサルコペニアの独立した因子として抽
出された（調整済みオッズ比 0.91，95%CI 0.84-
0.99）。 
【結論】 
保存期 CKD 患者におけるサルコペニアには、
eGFRcreat より eGFRcys の方が関連した。 
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学術大会 一般ポスター 腎症・透析 

G4-25  G4-26  
高齢の外来維持血液透析患者１症例に対する
透析中の運動療法の効果：３カ月後と６カ月
後の比較 
 
森下沙友美 1)、日比野貴志 1)、矢部広樹 2)、 
高橋蓮 1)、水野重 3) 
1) 偕行会城西病院 技術部リハビリ課 
2) 聖隷クリストファー大学  

リハビリテーション学部 理学療法学科 
3) 偕行会城西病院 内科 

外来透析患者における運動感情と身体活動量
の関係 
 
石田武希 1)、河野健一 1)、吉田雅博 2)、西田裕介 1) 
1) 国際医療福祉大学 成田保健医療学部  

理学療法学科 
2) 国際医療福祉大学市川病院 人工透析センター 
 

【症例紹介】 
高齢の外来維持血液透析患者１症例に対して透析中の運
動療法を実施．身体機能を運動開始時・３カ月後・６カ
月後で評価し，その推移から運動療法の効果について検
討した．症例は８０歳代女性，慢性糸球体腎炎による慢
性腎不全で透析導入，血液透析導入後約１カ月半より透
析中の運動療法を開始した．  
【評価結果と問題点】 
身体機能評価の項目は握力，等尺性膝伸展筋力，１０m
歩行速度，SPPB を測定した．QOL の指標として EQ
－５D を評価した．評価頻度は運動開始時・３カ月
後・６カ月後で評価した．結果は，握力（㎏）：
8.5→12.6→9.3，等尺性膝伸展筋力（％BW）：
11.9→22.1→20.4，１０m 歩行速度（ｍ／秒）：
2.8→1.1→1.2，SPPB（点）：4→7→6，EQ－５D：
0.481→0.895→0.831 であった．３カ月後では身体機能
や QOL の向上が認められたが，６カ月後は運動を継続
できていたにも関わらず維持または低下傾向を認めた．  
【介入内容と結果】 
運動療法は臥位にて下肢を中心としたプログラムを実
施．実施内容はセルフストレッチとエラスティックチュ
ーブを用いたレジスタンストレーニングとし，運動強度
は Borg scale１１－１３で設定．運動負荷量は身体機
能の評価ごとに負荷量の設定を試みたが，自覚的な強度
に変化がなかったため，負荷は増大させなかった．透析
中の運動療法は，有害事象なく継続することができた． 
【結論】 
健常成人における筋力訓練開始後の最大筋力の増加は，
筋力増強の機序に基づいた効率的な運動処方と蛋白食の
併用が効果的とされている．しかし，高齢の維持血液透
析患者の栄養管理として，適切な蛋白摂取量は不明確で
ある．本症例では，３カ月以降で運動負荷量の設定と低
い栄養状態が身体機能へ影響を及ぼした可能性があると
思われた．その為，栄養状態についても検討し，Alb：
3.2→3.2→3.0，GNRI：84.7→89.3→86.4 であった．こ
れらの値から，高齢の維持血液透析患者に対する運動療
法の長期的な改善効果を得る為には，筋肥大を目的とし
た適切で漸増的な負荷量の設定と栄養管理の介入が必要
であると考えられる． 

【はじめに、目的】 
「運動感情」は運動に対しての肯定的、否定的感情を示
す。運動に対して肯定的感情を示す場合、その神経生理
学的基盤としてセロトニン調整や島皮質の活動性が関与
し、自発的活動性が高くなる。一方で透析患者の身体活
動量を阻害する要因として、疲労、モチベーション、う
つ症状などの精神的機能が挙げられている。したがっ
て、透析患者に身体活動量への運動感情の関与が推察さ
れる。そこで本研究の目的は、透析患者における運動感
情が、透析日、非透析日における身体活動量との関連を
明らかにし、透析患者の身体活動量の促進に貢献するこ
とである。 
【方法】 
本研究は、維持透析治療のために通院する外来透析患者
12 例を対象に実施した。除外基準は、①認知機能が低
下している患者、②歩行障害がある患者、③下肢に切断
を有する患者、④急性疾患を有する患者とした。対象と
した外来透析患者 12 例を、「運動に対し肯定的感情を
もつ」肯定的感情群（n＝6 例）と「運動に対し否定的
感情をもつ」否定的感情群（n＝6 例）に群分けし、各
評価指標の比較検討を行った。評価指標は、患者属性、
血液検査データ、身体活動量（1 週間の平均歩数、非透
析日の平均歩数、透析日の平均歩数）、膝伸展筋力、6
分間歩行距離を用いた。統計学的解析として、対応のな
い t 検定、マンホイットニーの U 検定、X2 検定を用
い、有意水準を 5%未満とした。 
【結果】 
否定的感情群と比較し、肯定的感情群は膝伸展筋力にお
いて高値を示した（0.5±0.1 kgf/kg vs 0.38±0.1 
kgf/kg、p<0.05）。さらに否定的感情群と比較し、運動
好き群は、1 週間の平均歩数、透析日の平均歩数におい
て高い値を示した（4861±2426 歩 vs 1900±1563 歩、
3489±2271 歩 vs 1024±963 歩、<0.05）。一方で、6
分間歩行距離や非透析日の平均歩数には有意な差は認め
られなかった。 
【考察】 
本研究より、運動を肯定的に捉える透析患者は、身体活
動量、特に透析日の身体活動量、下肢筋力が高い結果と
なった。運動に対し肯定的感情を示す透析患者は、疲労
耐性を備えており、自発的活動性が高くなると考える。
よって「運動感情」の評価は、疲労耐性のスクリーニン
グ評価としての有用性が示唆された。 
【結論】 
本研究結果より、運動を肯定的に捉える透析患者は、身
体活動量が高いことが明らかとなり、運動感情と身体活
動量の関連性が示唆された。 
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学術大会 一般ポスター 腎症・透析 学術大会 一般ポスター 足病変・その他 

G4-27  G4-28  
入院血液透析患者に対する透析中運動療法の循環動
態に関する検討 
 
三嶽侑哉 1)、矢部広樹 2)、山口智也 3)、田畑吾樹 1)、加
藤木丈英 1)、白井智裕 1)、藤井隆之 4) 
1) 聖隷佐倉市民病院 リハビリテーション室 
2) 聖隷クリストファー大学 理学療法学科 
3) 聖隷袋井市民病院 リハビリテーション室 
4) 聖隷佐倉市民病院 腎臓内科 

糖尿病性足病変患者 1症例に対する有酸素性および
無酸素性運動の効果について検討 
 
森 和之 1)、出口憲市 1)、山野雅弘 2) 
1) 徳島県鳴門病院 リハビリテーション技術部 
2) 徳島県鳴門病院 形成外科 

【症例紹介】 
患者は 80 歳代の男性で、#190%冠動脈瘤あり、
#4PV90%、#775%の狭心症と診断され、他院にて
CABG、右冠動脈瘤閉鎖術施行された。既往歴に鼠経ヘ
ルニア、白内障、狭心症がある。術後 17 日目にリハビ
リを行うために当院に転院し、入院 3 日目から理学療法
を開始した。尚、本症例には発表の趣旨を説明し同意を
得た。 
【評価結果と問題点】 
本症例は、透析日のリハビリテーションを透析後に行っ
ていたが、入院 18 日目以降、透析後の疲労感や不整脈
のために、透析後にリハビリテーションが行えていなか
った。 
【介入内容と結果】 
透析日のリハビリテーションを透析後から透析中に変更
した。簡易エルゴメーターを用いた有酸素運動は、同じ
負荷で非透析日と透析中の差を比較した。すべての運動
で、疲労度、血圧、心拍数、自覚的疲労度の評価を測定
した。また、透析中後半の血圧変動を透析中のリハビリ
テーション開始前後にて比較した。透析中と非透析中の
有酸素運動では、収縮期血圧と知覚的疲労度の評価は、
安静時と運動時の両方で差がなかった。非透析日の心拍
数は、運動時間とともに徐々に増加する傾向を示した。
一方、透析内運動は、安静時および運動時に非透析日よ
りも低い値を維持した。透析中後半の血圧変動は透析中
のリハビリテーション開始前後で違いはみられなかっ
た。 
【結論】 
今回の症例では、透析内運動は非透析時に比べて心拍数
がある程度変化しても実施可能であるが、入院患者の疲
労や不整脈などにより透析後の運動は困難であることが
示された。透析後の重度の疲労時には、心拍数に注意し
て透析内運動を検討する必要がある。 

【症例紹介】 
60 歳代の男性であり，A 病院で左 2-3 趾切断およびデ
ブリードマン施行，エコー所見では左浅大腿動脈が閉塞
しており，血行再建術を施行したが，治療の継続が必要
であり当院入院となる．入院前は食事摂取が不規則であ
り，入院中の食事療法には理解が得られなかった．運動
習慣および飲酒はないが，喫煙は 1 日 2 箱吸ってい
た．今回，皮膚移植前の病態コントロールしている時期
からリハビリ介入 (入院期間: 71 日，リハビリ介入期
間: 入院後 12 日目から退院日)した． 
【評価結果と問題点】 
皮膚移植前の基本情報および身体組成は，身長
172.0cm，体重 66.0kg，BMI 22.3kg/m2， 体脂肪率
30.2%，SMI 6.9kg/m2 であり，骨格筋量の低下がみら
れた．身体機能は，膝伸展筋力: 3.8Nm/kg，片脚立位時
間 Rt: 3.0 秒，姿勢安定度評価指標(IPS): 0.37 で筋力お
よびバランス能力の低下がみられた．血液生化学，動脈
機能検査では，HbA1c(NG): 10.8%，血糖値: 
193mg/dl，CRP: 1.02mg/L，baPWV: 2165 であり，血
糖コントロール不良および動脈機能の低下がみられた．
糖尿病多発神経障害の自覚症状はみられなかったが，振
動覚，足底感覚，アキレス腱反射は低下していた． 
糖尿病患者では，健常者と比較して転倒リスクが高いと
報告されている．本症例においても，同世代と比較して
著明に IPS が低下しており，転倒リスクを軽減するた
めに，一般的に推奨されている有酸素性および無酸素性
運動が必要と考えられる． 
【介入内容と結果】 
血糖コントロール，動脈機能の改善，ADL の維持，向
上を目的とした有酸素性および無酸素性運動を計画し
た．また，皮膚移植後の荷重制限期間の廃用症候群の対
策として，ベルト電極式骨格筋電気刺激法をベッド上に
て実施した．Dr.からの荷重許可後に有酸素性および無
酸素性運動を開始しており，退院時は，SMI 
7.0kg/m2，膝伸展筋力: 4.5Nm/kg，baPWV: 1612 と下
肢筋力および動脈機能に改善がみられたが，IPS 0.43 で
あり著明な変化がみられなかった． 
【結論】 
動脈機能および下肢筋力に改善がみられたため，活動性
の向上，有酸素性および無酸素性の運動効果が得られて
いると考えられた．しかし，糖尿病性足病変患者の転倒
予防としては，有酸素性および無酸素性の運動だけでは
効果がみられないため，バランス運動も追加することが
重要と考えられる． 
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学術大会 一般ポスター 足病変・その他 

G4-29  G4-30  
40歳中高年以上を対象とした糖尿病性神経障
害の有無とロコモティブシンドローム検査（2
ステップテスト・立ち上がりテスト）の関連 
 
鮫島隼人、前川聡一朗、吉田盛児 
菊池郡市医師会立病院 リハビリテーション科 

糖尿病患者と非糖尿病患者における足趾把持
力とその他身体機能の関連性の検討 
 
村上康朗 1)、松本大輔 2)、櫻井美和子 1) 
1) 天理よろづ相談所病院 リハビリテーション部 
2) 畿央大学 健康科学部理学療法学科 

【初めに】 
糖尿病性神経障害（DPN）は併発しやすい 3 大合併症
の一つであり神経障害の存在は筋力の低下・バランスの
低下を生じる報告がある。 
ロコモティブシンドローム検査のうち 2 ステップテスト
はバランス、立ち上がりテストは WBI（Weight 
Bearing Index）と相関が報告されているが両検査を
DPN 合併患者に行った報告は少ない。 
当院のロコモティブシンドローム検査を活用した運動指
導を行った糖尿病教育入院患者を対象に、DPN の有無
とロコモティブシンドローム検査の関連を後ろ向きに調
査した。 
【方法】 
研究デザインは後ろ向き研究。自立歩行可能かつ著明な
整形・脳血管疾患がないかつロコモチェックを行ってい
る当院糖尿病教育入院患者（2018 年 7 月～2020 年 12
月）のうち 40 歳以上を DPN の有無で 2 群に分けた女
性 30 名（DPN 群 18 名/非 DPN 群 12 名）、男性 41
名（DPN 群 27 名/非 DPN 群 14 名）を対象とした。 
立ち上がりテストは両脚 40 ㎝起立可を（1）～片脚 10
㎝起立可を（8）とし、不可を（0）とした 9 段階に、
ロコモ度の重症度はロコモなしを（0）、ロコモ度 3 を
（3）とした 4 段階に換算した順序尺度を用いた。 
統計学的解析として 2 群間の比較には Brunner-Munzel
検定を使用した。有意水準は 5％ 未満とし、統計ソフ
トには HAD(Ver16)を使用した。結果は中央値（四分
位範囲）を記載した。 
【結果】 
男女ともに立ち上がりテスト・2 ステップテストで
DPN 群に有意な低下がみられ(p<.01～.05)、ロコモ度
の重症度においても DPN 群で有意に重症度が高かった
(p<0.01～0.05)。 
BMI は男女ともに差は見られなかった。 
年齢は男性群のみ 68.0 歳(63.0-77.5)VS53.5 歳(49.3-
57.0)(p<0.01)と差がみられた。 
【考察・結論】 
男性では年齢バイアスの影響を受けている可能性がある
が、40 歳以上の糖尿病性神経障害合併患者では男女と
もにバランスおよび下肢筋力の機能が低下している可能
性がある。さらに BMI に差が認められないも立ち上が
りテストに有意差があるため WBI（Weight Bearing 
Index）も低下している事が考えられる。ロコモティブ
シンドロームの重症度も DPN 群のほうがバランス・筋
力の両方から重症化しやすい事が示唆された。 

【はじめに】 
 糖尿病（以下 DM）患者では糖尿病多発神経障害など
の影響により筋力低下が生じやすい。足趾把持力につい
ては動的バランス低下や転倒リスクに関連していると多
数報告されているが、DM 患者における足趾把持力の検
討は多く見られない。 
 今回、DM 患者と非 DM 患者において、足趾把持力
など身体機能に差があるかどうか、また DM 患者にお
ける足趾把持力が、握力などその他の身体機能との関連
があるのかどうかを調査することを目的とした。 
【方法】 
 なら糖尿病デー2018 および 2019 において、DM 患者
およびその家族などの来場者 60 名（男性 31 名、女性
29 名、平均年齢 66.1±13.2 歳）を対象とした。評価項
目は性別、年齢、（DM 患者のみ）糖尿病歴をアンケー
トにより収集し、握力、足趾把持力、5ｍ歩行速度、足
関節背屈可動域を測定した。対象者には書面と口頭で説
明を行い、同意を得た。 
 統計処理は DM 患者（DM 群：36 名）と非 DM 参加
者（非 DM 群：24 名）の二群に分け、各評価項目でマ
ンホイットニーの U 検定を実施した。また DM 群にお
いて、足趾把持力と各評価項目におけるスピアマンの相
関係数を求めた。足趾把持力に影響する因子を検討する
ため、目的変数を足趾把持力、説明変数を各統計解析で
有意差を認めた項目と DM の有無として重回帰分析を
行った。統計ソフトは R4.0.2 を使用し、有意水準は
5％未満とした。 
【結果】 
 二群間の比較では DM 群において、年齢（DM 群
68.6±12.8 歳、非 DM 群 62.4±13.1 歳、p=0.03）が有
意に高く、足趾把持力（DM 群 9.35±4.34kg、非 DM
群 15.6±7.69kg、p<0.01）が有意に低い結果となっ
た。DM 群における足趾把持力とその他の評価項目との
相関係数では、5ｍ歩行速度（ρ=-0.49、p<0.01）、年
齢（ρ=-0.44、p＜0.01）、握力（ρ=0.42、p=0.012）
において相関を認めた。重回帰分析では、握力（β＝
0.465、p＜0.01）、糖尿病の有無（β＝-0.359、p＜
0.01）、5ｍ歩行速度（β＝-0.251、p=0.01）が有意な
説明変数となった（調整済み R2＝0.50、p＜0.01）。 
【考察・結論】 
 DM 群、非 DM 群の比較において、身体機能の評価
では足趾把持力にのみ有意差を認めた。重回帰分析の結
果も考慮すると、足趾把持力は握力や歩行能力と関連す
るが、それらの身体機能より糖尿病性多発神経障害など
の影響を早期から受ける可能性が示唆された。 
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糖尿病性神経障害を合併する 70代女性患者の
下肢筋力水準からみた介護予防リスクと運動
習慣の重要性-Data from MUSCLE-std 2 
study- 
 
野村卓生 1)、河江敏広 2)、片岡弘明 3)、岡敬之 4)、 
池田幸雄 5) 
1) 関西福祉科学大学 保健医療学部  

リハビリテーション学科 理学療法学専攻 
2) 東都大学 幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科 
3) 岡山医療専門職大学 健康科学部 理学療法学科 
4) 東京大学医学部付属病院 22 世紀医療センター 

運動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座 
5) 高知記念病院 糖尿病内科 

臨床実習サマリーシートにおける糖尿病理学
療法の実態調査 
 
石引秀樹 
北海道大野記念病院 リハビリテーション部 

【目的】 
糖尿病性神経障害を合併する高齢女性患者の下肢筋力を
横断的，縦断的に解析して介護予防リスクと運動習慣の
影響を検証することである． 
【方法】 
高齢 2 型糖尿病患者を対象とした多施設コホート研究で
ある MUSCLE-std 2 study（UMIN000029617）のデー
タを使用することとした．解析には，70 歳から 79 歳の
糖尿病性神経障害を合併する女性患者 13 名を用いた
（罹病期間 16.2±9.8 年，HbA1c 8.2±1.5%，BMI 
27.1±5.9kg/m2）．神経障害の評価には，糖尿病性神
経障害を考える会の簡易診断基準を用いた．下肢筋力
は，μTas MT-1 または F-1（アニマ社製，東京）を用
いて，股関節屈曲 90 度，膝関節屈曲 90 度での等尺性
膝関節伸展筋力をベースラインおよびフォローアップ時
に測定した．下肢筋力は先行データと比較するために体
重で除して正規化した体重比（単位：%）を用いること
とした．運動習慣は Transtheortical Model で実行期以
上を運動習慣ありと判定した．ロコモティブシンドロー
ム（ロコモ）の判定にはロコチェック 25 を使用した．
統計解析には t 検定，カイ 2 乗検定，反復測定分散分析
を用いて，有意水準は 5%とした． 
【結果】 
横断的にみて，患者の下肢筋力体重比は，35.5±9.2%
であり，同年代の女性健常者データを基準とすると
22.6％の有意な減少を認めた（p<0.001）．追跡期間
3.7±0.7 年後の下肢筋力体重比は 31.6±9.8 年とベース
ラインと比較して有意な減少を認めた（p=0.031）．フ
ォローアップ時には，運動習慣ありの 5 名中，ロコモ度
1・2 がそれぞれ 1 名，運動習慣なしの 8 名中，ロコモ
度 1 が 2 名，ロコモ度 2 が 6 名でああり，ロコモを有
する割合が運動習慣なし群で有意に高かった
（p=0.035）． 
【考察】 
ベースラインにおける患者の下肢筋力水準は，連続した
自立歩行の自立閾値（動作が不可能な者が出現し始める
筋力水準）である 40%を平均値で下回っていた（山崎
裕司. Geriatric Medicine, 2010）．糖尿病性神経障害は
縦断的にみて下肢筋力の低下を助長する要因となるが，
運動の習慣化は糖尿病性神経障害を合併する中でも移動
機能の低下を抑制できる可能性があると考えられた． 
【結論】 
高齢女性は介護予防リスクが高く，介護保険受給者の 7
割が女性である．後期高齢者人口の更なる増加が予測さ
れる日本において，糖尿病性神経障害を合併する女性の
高齢糖尿病患者に対する理学療法士の関わりは介護費用
の適正化に貢献できると考える． 

【はじめに】 
 理学療法の代表的な疾患としては骨折が挙げられてい
るが、近年では臨床現場において理学療法士が頻繁に糖
尿病患者を担当していることが多く、臨床実習の学生も
糖尿病の基礎疾患がある方への理学療法を経験すること
が増えた。一方、実習施設間において単診療科で糖尿病
症例を担当する機会が少なく、実習施設による違いで糖
尿病理学療法の分野で卒前から学習効果の差が生じてい
る可能性がある。今回、合併・併存症を含む糖尿病症例
を見学する機会が少ないと考え、学内の糖尿病理学療法
に関する臨床実習学習効果を検討することとした。 
【方法】 
 某養成校理学療法士科（3 年制課程、4 年制課程）の
計 59 名を対象とし、最終学年時の総合実習におけるサ
マリー報告会で使用した臨床実習サマリーシートの記載
内容を調査した。調査項目は糖尿病理学療法に関わる既
往歴、治療薬の有無、身体組成、血液データ、食事管
理、ICF、考察・展望、リスク管理、プログラム内容、
本人・家族指導における記載内容を抽出した。分析方法
は、それぞれの調査項目の割合を算出した。 
【結果】 
 59 名の学生の臨床実習サマリーシートで糖尿病症例
（既往歴、併存症含めて）を担当した割合は 25.4％、
糖尿病が主病名で血糖コントロール目的の症例を担当し
た割合は 0％であった。糖尿病併存し経口血糖降下薬服
用症例を担当した割合は 8.5％（2 型糖尿病 20％）。経
口血糖降下薬服用症例うち身体組成の割合は 100％、血
液データの割合は 20％、食事管理の割合は 20％、ICF
の割合は 20％であった。一方、考察・展望、リスク管
理、プログラム内容、本人・家族指導の割合は 0％であ
った。 
【考察】 
 最終学年時の総合実習におけるサマリー報告会おいて
糖尿病症例を担当した割合は、全体の 4 割りであり、糖
尿病を基礎疾患とする症例が多かった。一方で糖尿病を
併存し経口血糖降下薬服用症例を担当した割合は、1 割
未満で非常に低い割合であることが明らかとなった。全
体像を捉える中で動脈硬化からの脳血管障害・心疾患と
考えられる症例がいる中で、糖尿病理学療法において多
角的に捉えられず、適切な糖尿病理学療法の展開できて
いない。よって卒前教育の学習効果は乏しく、臨床実習
後の振り返りによる取り組みが重要と考える。 
【結論】 
 学内における講義、演習の内容が本研究の結果に反映
されず、糖尿病理学療法に関する臨床実習学習効果は乏
しい状態であった。 
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3) 国際医療福祉大学市川病院  

糖尿病・代謝・内分泌内科 
4) 国際医療福祉大学市川病院  

リハビリテーション科 

 

【はじめに、目的】 
近年、糖尿病性肺（diabetic lung）と称される糖尿病患
者の呼吸機能低下に対し、さまざまな懸念が提示されて
いる。diabetic lung は呼吸機能低下に加えて、横隔神経
障害や筋代謝不全により呼吸筋機能障害も促進すると報
告されている。呼吸筋機能障害は呼吸筋力の低下を指
し、その運動時の経時変化は呼吸筋疲労を示す。また、
呼吸筋疲労は有酸素運動パフォーマンスを低下させ、糖
尿病患者の運動継続時間減少に関連する可能性がある。
しかしながら、これらの要因が呼吸筋疲労に与える影響
は明らかになっていない。本研究の目的は、2 型糖尿病
患者において骨格筋量指数（skeletal muscle mass 
index、以下 SMI）と呼吸筋疲労との関係性を明らかに
することにある。 
【方法】 
対象は、2 型糖尿病の診断で教育入院をした 3 名（症例
A、B、C）とした。呼吸筋疲労は、吸気負荷訓練器具
を用いて 50%PImax の呼吸筋疲労課題を間欠的に与え
た 5 分後の PImax 改善の有無を評価した。SMI は 2 重
エネルギーX 線吸収測定法を用い、低骨格筋量の基準と
して、Asian Working Group for Sarcopenia により提唱
された、男性 SMI<7.0kg/m2、女性<5.7 kg/m2 を使用し
た。 
【結果】 
SMI が低下していた症例 A、B において、負荷終了後、
PImax が改善せず、呼吸筋疲労が生じた。一方で、SMI
が正常範囲内の症例 C においては、負荷終了後に
PImax が改善した。なお、横隔膜機能を低下させる糖
尿病性神経障害を有する症例はいなかった。 
【考察】 
糖尿病患者の骨格筋に関する先行研究では、持久性を有
する typeI 線維や typeIIA 線維の割合が低く、横隔膜は
骨格筋のなかでも、typeⅠ線維の占める割合が多いとさ
れ、横隔膜重量は骨格筋量と PImax に関連すると報告
されている。また、呼吸筋疲労は、もともと収縮力が低
下した筋虚弱に分類されることから、2 型糖尿病患者の
低骨格筋量は、横隔膜の筋虚弱を引き起こし、結果とし
て呼吸筋疲労が生じやすいと推察される。低骨格筋を有
する 2 型糖尿病患者において、血糖管理を目的とした運
動療法に加えて、呼吸筋疲労に着目した呼吸筋トレーニ
ングの必要性についても検討するべきだと考えられる。 

 

 


