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糖尿病は生活習慣病の代表であり，食習慣や運動習慣がそ

の発症と進展に大きく関与するとされています１）．このため，

糖尿病の予防および治療には食習慣と運動習慣の改善が重要

な意味をもちます．

しかし，生活習慣を変えるということは，口でいうほど容

易なものではありません．歩かなくても車が目的地まで運ん

でくれる，階段を登らなくてもエレベーターが目的の階まで

運んでくれる，このような，楽で快適な生活習慣に慣れ親しん

だ人に運動をしてもらうためには，大きな動機づけが必要と

なります．糖尿病の予防や治療のために運動を開始し，それ

を継続して，より活動的な生活習慣を身につけてもらう，その

動機づけを高めることに焦点をあわせ，２型糖尿病患者に対

する運動指導について，私たちの経験を述べたいと思います．

まず，“ 運動の効果”を
理解してもらう

人はその行為が自分にとってプラスになると理解したと

き，積極的に行動を開始します．運動を始めてもらうには，

運動が自分にとってプラスになること，つまり運動療法の効

果を理解してもらうことが必要となります．運動するとどの

ような効果があるのか，患者さんにわかりやすい言葉で話す

ことが重要だと考えます．

1 ◆糖代謝の改善――――――――糖尿病がよくなります

1 運動すると，“血糖が下がります”

運動によりエネルギー消費が増大し，筋肉へのブドウ糖の

取り込みが増加します．このため，運動前の血糖値がある程

度高ければ，筋肉で消費された分だけ血糖値は低下します．

2 運動は，“食後の血糖を上げないようにします”

血糖値は常に一定ではなく，食事によって変動します．図

１に示したように，食後血糖の上昇する時間帯に運動を行え

ば，筋肉で消費した分だけ食後血糖の上昇を抑制することが

できます２）．

3 この，血糖を下げる効果は，“次の日くらいまで続きます”

運動中は筋肉中や肝臓に貯蔵されている糖分（グリコーゲ

ン）も分解されて利用されます．このため，運動終了後には

消耗したグリコーゲンを再び貯蔵しなければなりません．こ

の再貯蔵に血糖が利用されるため，血糖の上昇が抑制される

のです．

実施された運動の量にもよりますが，グリコーゲンの再貯

蔵が完了するには１～３日かかります．このことから，血糖

の上昇を抑える運動の効果は，翌日くらいまで持続すると考

えられています３）．

4 運動を継続すると，“血糖が上がりにくくなります”

２型糖尿病の多くは，インスリン抵抗性が関与しています．

インスリン抵抗性は，内臓脂肪を中心とした脂肪の蓄積と，

それによる血中の遊離脂肪酸，TNF‐αの増加などが原因と

されています４）．皮下脂肪に比較し，内臓脂肪は運動療法に

よりすみやかに減少することが知られています５）．この結果，

遊離脂肪酸やTNF‐αも減少し，インスリンの抵抗性は解除

されます．また，運動は糖輸送担体であるglucose

transporter‐４：GLUT‐４の細胞膜への移動を促進させ６），

その数を増加させるとの報告もみられます７）．

これらのことから，運動は筋肉や脂肪細胞など，末梢組織

におけるブドウ糖の処理能力を向上させ，糖尿病状態を改善

するものと考えられます．末梢，とくに筋肉における糖処理

能力の向上は糖尿病運動療法の最大の効果であり，最終的な

目標となります．
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2 ◆脂質代謝の改善―――――――余分な脂肪が落ちます

1 運動すると，“肥満が改善されスマートになります”

肥満は脂肪が過剰に蓄積した状態であり，その改善には体

脂肪を減少させることが必要です．図２は当院に入院した男

性高度肥満者の入院治療成績です．食事療法に運動療法を併

用した結果，体重は週あたり1.6kgの減少を示しました．こ

のとき，同時に測定した体脂肪もほぼ同じくらいの減少を示

しています．

運動による内臓脂肪の減少は腹囲を減少させます．高度肥

満者では週あたり平均1.5cmウエストが減少しました．患者

さんにとってウエストはとくに気になる部分です．ウエスト

の減少は運動継続への大きな動機づけとなるでしょう．

2 運動すると，“肥りにくい身体になります”

運動は減量のためというより，肥りにくい身体をつくるた

めに有効だと考えています．運動を継続すると筋肉が充実し，

基礎代謝量が増えます．これにより，安静時に消費されるエ

ネルギー量が多くなり，脂肪の燃焼量も増加します．

また，運動中に筋肉で利用されるエネルギー源にも変化が

現れます．日ごろ運動になれていない筋肉では，燃やしにく

い脂肪を利用するのに時間がかかります．また，運動が激し

くなり，一度にたくさんのエネルギーが必要になったとき，

その多くを燃やしやすい糖分に依存しがちです．運動になれ

てくると，筋肉はより短い時間で脂肪を燃やすことが可能と

なり，少々きつい運動でも脂肪を燃焼できるようになります．

このように運動を継続すると，安静時も運動時もエネルギ

ー源として脂肪が使われやすくなります．この結果，脂肪が

蓄積しにくくなり，肥りにくい身体に変わってくると考えら

れます．

3 運動の継続は，“血液中の脂肪を正常にし，善玉コレステロ

ールを増やします”

運動を継続すると，脂肪分解酵素であるリポ蛋白リパーゼ

（LPL）の活性が高まります．この結果，中性脂肪は分解され

て筋肉で利用されやすくなり，血中の中性脂肪が低下します．

また，運動は善玉コレステロール（HDLコレステロール）を

増加させることが知られています８）．血液中の中性脂肪が減

少し，HDLコレステロールが増加することにより動脈硬化

の進行を抑制することができます．

腫瘍壊死因子（tumor necrosis factor-α：TNF-α）．当初，

腫瘍を壊死させる活性物質として発見されたが，現在では糖

尿病の病態に深く関与する物質として注目されている．２型

糖尿病との関連では，インスリン抵抗性を引き起こすことが

知られている．インスリンは筋肉や脂肪細胞のインスリン受

容体に結合し，そのシグナルが伝達されることで，GLUT‐

４を細胞表面へ移動させ，糖の取り込みを促進している．

TNF‐αは筋肉や脂肪細胞におけるインスリン受容体以降の

シグナル伝達を妨害し，ブドウ糖の取り込みを抑制してしま

う．TNF‐αは脂肪細胞からも生産されるため，肥満者ほど

その生産が亢進しており，インスリン抵抗性が出現しやすい

と考えられている．

糖輸送担体‐４（glucose transporter-４）．ブドウ糖は生体

のさまざまな組織において，エネルギー源として利用されて

いる．ブドウ糖の細胞内への取り込みは，細胞膜表面に存在

する特異的な蛋白質を介して行われる．この役割を担う蛋白

質が糖輸送担体（glucose transporter：GLUT）である．糖輸

送担体は５つに分類されており，GLUT‐４はそのうちの１

つで，主に人の骨格筋や脂肪細胞上に存在する．平常時は細

胞内のプールに存在しているが，インスリンの働きや運動の刺

激により細胞膜表面へ移動し，ブドウ糖を細胞内へ取り込む．
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図１　運動による食後血糖の抑制

図２　肥満者の体型の変化

文献２）より引用

昼食後の血糖変動
（M±SD *p＜0.05 **p＜0.01 ***p＜0.001 *は運動前値との有意差を示す）
○運動非実施食事療法群　●運動実施食事療法群
△運動非実施インスリン治療群　▲運動実施インスリン治療群



90 月刊ナーシング　Vol.20 No.8 2000.7

3 ◆基礎体力の向上

1 運動すると，“体力がつきます”

運動を継続すると，筋力･柔軟性･持久力といった体力が向

上します．体力の向上は若年者および体力低下の大きい人ほ

ど顕著に認められます．

2 体力がつくと，“日常の活動が楽になります”

３階まで階段を登れる体力の持主は，３階まで階段を登る

とき精一杯の努力をしなければなりません．しかし，５階ま

で階段を登れる体力があれば，３階まで階段を登るのは楽に

行えます．このように日常の活動を行うとき，体力が向上す

ればそれだけ楽に行うことができるようになります．

階段を登るのがつらければ，足はついついエレベーターに

向かってしまうでしょう．階段を登ることが苦にならなけれ

ば，エレベーターを待つ間に足は階段へと向かうでしょう．

体力の向上により日常活動は活発になり，より活動的な生活

習慣を形成することにつながるものと考えています．

3 さらに，“スポーツを楽しむことができます”

日常生活の活動だけで疲れてしまう人は，余暇時間にスポ

ーツをしようという気にはならないでしょう．運動療法を続

けることで体力が向上すれば，さまざまなスポーツを楽しむ

こともできるようになります．

最近多くのニュースポーツが普及しつつあり，初心者でも

気軽にスポーツに参加できるようになりました．余暇時間に

スポーツを楽しむことで，より活動的な生活習慣が形成され

ると思われます．また，スポーツのもつ楽しさや仲間とのコ

ミュニケーションは運動継続の大きな動機づけとなります９）．

指導対象の患者情報を収集する
運動療法の効果を上げるために

運動の効果を知り，運動をしようとする気持ちが高まると，

やみくもに運動しはじめる患者さんもみうけられます．しか

し，運動療法は個々に応じた適切な方法で実施されたとき，

はじめて効果をもたらします．

患者さんの背景を無視した運動は，ときに弊害をもたらす

結果になりかねません．年齢や性別，治療法や合併症の有無，

体力や運動経験，そして運動に対する嗜好まで，その背景は

さまざまです．まずは，背景を知ることが重要となります．

情報収集のため，私たちは以下の３つのチェックを実施して

います．

1 ◆メディカルチェック（医学的検査）

運動は両刃の剣です．糖尿病の治療に対して大きな効果を

もたらすと同時に，患者さんの病態によっては，病状を悪化

させてしまうこともあります．運動を開始する前にメディカ

ルチェックを実施することが必要です．このチェックにより，

運動をしてもよいかどうか，よければどの程度までの運動が

可能かということが判断されます．

表１に私たちの病院で実施しているメディカルチェックの

項目を示します．これらの項目をチェックして，運動の適応

を以下のように決定しています．

1 空腹時血糖値

インスリン作用が極端に悪く，血糖が高い場合には，運動

によりコントロール状態が悪化してしまいます．空腹時血糖

糖尿病看護

(          )

項　目 一次チェック 二次チェック

糖尿病コントロール 空腹時血糖 尿中ケトン体
HbA1c 血中ケトン体

網膜症 眼底検査 蛍光眼底撮影
腎症 尿蛋白，MAU BUN，Cr，Ccr
神経障害 自覚症状，腱反射 神経伝導速度，CV-RR

呼吸･循環器 安静時心電図 運動負荷試験
負荷心電図（マスター） ホルター心電図
肺活量，血圧 心エコー，心筋シンチ

運動器 自覚症状（筋，関節） X線，MRI

表１　メディカルチェック

合
併
症
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値が250mg/dlを超えるようなときは，他の治療による血糖

のコントロールを優先すべきでしょう．

2 合併症の病態

糖尿病性の合併症があっても，すべてが運動禁忌となるわ

けではありません．単純性の網膜症であれば，通常の運動療

法は問題なく実施できるでしょう．しかし，前増殖性の場合

は運動中の血圧の上昇に注意しながら，軽い運動にとどめる

べきです．増殖性の網膜症まで進行した場合には積極的な運

動は禁忌となります．

腎症もミクロアルブミン尿期では問題ありません．しかし，

尿蛋白が陽性の場合は，運動により悪化しないことを確認し

ながら，軽い運動のみ許可すべきです．持続性の蛋白尿があ

り，不可逆的な病態まで進行した場合には，運動は禁忌とな

ります．

自律神経障害が進み，起立性の低血圧や，運動に対する心

拍血圧反応に異常が認められる場合，運動療法は禁忌とすべ

きです．末梢神経障害でしびれや痛みがあっても，運動で症

状が変わらない，あるいは軽減するのであれば運動を勧めま

す．しかし，運動で症状が増悪するようであれば，痛みをこ

らえてまで運動をすべきではありません．治療により症状が

落ち着いてから運動を実施するよう指導します．

3 運動負荷時のデータチェック

運動は呼吸･循環器に対しても大きな負担となります．安

静時だけではなく，運動を負荷した際の心電図や血圧反応な

どをチェックします．問題があれば専門医の判断を仰ぐこと

が必要です．

4 整形外科的なチェック

また，見落とされがちですが，整形外科的なチェックも重

要です．関節などに障害があれば，治療を進めるとともに，

その部分に負担のかからない運動の方法を考えなければなり

ません．

2 ◆フィジカルチェック（身体的調査）

メディカルチェックで運動の適応が確認された人を対象

に，フィジカルチェックを実施します．このフィジカルチェ

ックにより体型や体力を確認し，個々に応じた運動を処方し

ます．また，運動の継続により体型や体力は変化します．チ

ェックを定期的に繰り返すことで運動の効果を判定し，評価

することが可能です．そして，その結果を患者さんに示すこ

とで運動継続の動機づけを高めることができるでしょう．

1 体型，体脂肪率

体型として，身長，体重のほか，体脂肪率も測定しておき

たい項目です．体脂肪の増減により肥満傾向の推移がより明

確となります．体脂肪の測定法にはさまざまなものがありま

す．最近，測定方法が簡便なことから，生体の電気抵抗を利

用したバイオ･インピーダンス法が広く用いられています．

この方法は体水分量が測定値に大きく影響するため注意が必

要です．

ウエスト（Ｗ）とヒップ（Ｈ）を計測し，その比から脂肪の分
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布を推定することができます．W/Hが女性0.8，男性1.0を超

えると上半身肥満と判定されます．

2 筋力，柔軟性，有酸素能力

体力は筋力，柔軟性，有酸素能力などのチェックを行いま

す．筋力は，運動の際最も大きな働きをする脚の筋力を評価

しておくことが必要です．体重が重ければ重いだけ，運動中

に脚にかかる負担は大きくなります．それを支えるには体重

に見合うだけの脚筋力が必要となります．

図３に示すように，自分の体重を十分に支えることができ

るかどうか，相対的な筋力をチェックしておくことが必要と

考えています．もし十分に体重を支えられないようであれば，

ジョギングや縄跳び，急な方向転換やジャンプを必要とする

運動は避けたほうがよいでしょう．私たちは運動負荷テスト

中の呼気ガス分析により，無酸素性作業閾値（AT）を測定し，

持久力の指標としています．このときの心拍数は運動強度の

指標として利用できます．

3 ◆ライフスタイルチェック（生活習慣調査）

誤ったライフスタイルの改善こそ糖尿病治療の基本です．

そのためには現在のライフスタイルをチェックし，問題点を

探るところから始めなければなりません．仕事の内容や余暇

の過ごし方，現在および過去における運動経験，１日あるい

は１週間の生活パターンなどをチェックします．これにより

個々の患者さんに必要な運動量や好みにあった運動，運動を

実施しやすい時間帯などを知る手がかりが得られます．

1 仕事の内容

従事している仕事の内容は身体活動を伴うものかどうか．

活動を伴うのであれば，その運動量はどの程度か．これらを

調査することで，必要な運動量を知ることができます．仕事

でほとんど身体を使わない人ほど，多くの運動量が必要にな

るでしょう．反対に仕事で十分に身体を動かし，質的にも量

的にも運動療法としての運動量を充足させている場合もあり

ます．

私たちの調査では，田植えや稲刈りなどの農作業は，心拍

数や血糖の変動からみて運動療法として十分有効でした10）．

このような場合，無理に運動療法を加える必要はないでしょ

う．職場までの距離や通勤手段をチェックすることで，通

勤･退勤時を利用した運動の可能性も検討できます．

2 実施している運動や健康法

現在実施している運動や健康法についてチェックし，その

有効性を検討しておきましょう．すでに何かを実施している

のであれば，それを質的･量的な面から検討し，運動療法と

して有効なものになるよう指導することが近道です．また，

過去における運動経験を聞くことも大切です．過去に競技的

な運動を行っていた人ほど，｢昔とったきねづか｣とばかり，

いきなりはげしい運動を行いやすいので注意が必要となりま

す．

3 生活パターン

１日あるいは１週間の生活パターンを，朝起きてから夜寝

るまで，時間を追って調査します．これによりライフスタイ

ルが鮮明となり，改善すべき点が明確になるでしょう．また，

どの時間帯なら運動を無理なく生活のなかに組み込むことが

できるかを知ることができます．

＊

今回は運動療法の効果と，事前のチェックについて述べま

した．次回は具体的な運動の方法と注意点についてお話しし

たいと思います．
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