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開会の辞
城谷典保 先生
日本サルコペニア・悪液質・消耗性疾患研究会 代表世話人

本日ここに日本サルコペニア・悪液質・消耗性疾患研究会 第1回研究会を開催させ
ていただきます。
お集まりいただいた皆さまに、われわれ世話人一同、感謝申し上げる次第でございま
す。研究会と申しましても、世話人のわれわれも知識が十分ではございませんので、これ
から勉強をする機会としたいと考えております。
私自身、サルコペニア等の問題は超高齢社会のわが国で、非常に大きな問題であると
臨床の現場で感じてきましたし、そこに重要な研究課題があると認識したわけです。
そこで、これらの病気に対してのわが国の現状を振り返ってみたところ、まだまだこれ
から始めなければならない状況であることが分かってまいりました。そこで多くの研究
者、臨床家ならびに企業の方々が一堂に会して議論する場が必要だと思い、10人程の
発起人で準備を進めてきました。
次回の研究会はオープンなかたちで、年内か年明けぐらいの開催を予定しております。
いろいろな方よりご意見をいただきながら、本研究会の方向性を決めていければと考
えております。この会の発展に向けて頑張っていきたいと考えておりますので、ぜひ一つ
よろしくお願いいたします。

［当日のプログラム］
13：30 〜 14：00

開会の辞：城谷典保
（日本サルコペニア・悪液質・消耗性疾患研究会代表世話人）

14：00 〜 14：45

演題❶
「老年医学におけるサルコペニア研究の現状」

15：30 〜 16：15

演題❷
「高齢者の食力から考える虚弱・サルコペニア予防」

16：30 〜 17：15

演題❸
「悪液質のトランスレーショナルリサーチ - 空腹ホルモングレリンを中心に-」

演者：鈴木隆雄
（国立長寿医療研究センター研究所）
司会：東口髙志
（藤田保健衛生大学医学部外科・緩和医療学講座）
（14：45 〜 15：00 質疑応答）
演者：飯島勝矢
（東京大学高齢社会総合研究機構）
司会：丸山道生
（医療法人財団緑秀会田無病院）
（16：15 〜 16：30 質疑応答）

演者：乾 明夫
（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心身内科学分野）
司会：蘆野吉和
（青森県立中央病院）
（17：15 〜 17：30 質疑応答）

閉会の辞：蘆野吉和
（日本サルコペニア・悪液質・消耗性疾患研究会世話人）
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演題

1

老年医学におけるサルコペニア研究の現状
今後の日本では後期高齢者
（75歳以上）の急増が予想されている。
鈴木先生は、後期高齢者の健康特性であるサルコペニアに焦点をあて、
その概念、疫学指標、予防について紹介された。
［講師］鈴木隆雄 先生

国立長寿医療研究センター研究所

［司会］東口髙志 先生

藤田保健衛生大学医学部外科・緩和医療学講座

◉老年症候群とは

い。加齢に伴うさまざまな変化が深く関与しているといわれている

老 年 症候 群とは、必ずしも疾 病 ではないが、確 実に生 活の 質

（図1）
。
筋肉量
（muscle mass）および、筋力
（muscle power）の衰えに

（quality of life：QOL）を低下させていくことと、一部のものは予

ともなう運動単位の減少、
筋線維の萎縮も原因の一つに挙げられる。

防が可能であることが特徴である。

もう一つは、筋肉を取り巻く環境要因、すなわちタンパク質の摂

加齢に伴って比較的健康な状態から虚弱が発生し、虚弱から一

取量の減少が非常に大きな意味を含んでいるといわれている。

つのフェノタイプとしてサルコペニアが発症する。それによって、身

また、特に男性ホルモンの低下、あるいは炎症性サイトカインの

体機能障害
（disability）や生活上の自立が損なわれていく。

慢性的な上昇が、筋肉の質を変えていく。

90歳ぐらいまで生きる人間集団において老年症候群は、不可避

さらに、最近よく言われている原因の一つがビタミン D の低下であ

な状況になってきている。

る。ビタミン Dと骨との関係性は非常によく知られているが、1990

◉老年症候群の問題

年代の初めころから、筋肉にもそのリセプターがあることが分かり、

老年症候群に対して、なかなか有効な手だてが打たれていないこ

ビタミン D の再評価がなされている。

とが問題である。2030年ごろには団塊の世代が死亡ピークを迎

◉海外の動向

え、年間の死亡者数が150万、160万に増加するとともに、フレイ
ルやサルコペニアといった、明らかに生活の機能を阻害する状態が

EU 全体でもサルコペニアに関する大きなワーキンググループが

発生してくる。これらの早期発見・早期予防の対策をいかに取り得

組織されている。European working group of sarcopenia of

るのかが緊急の課題になっている。

older people
（EWGSOP）
というグループである。
EWGSOP が2010年に
『Age and Ageing』にサルコペニアの

◉サルコペニアとは

定義を紹介した。それによると筋肉量が低下した状態だけをサル

サルコペニアという用語は、最近作られた造語で筋肉量の減少を

コペニアだと考える人も多いが、そうではなく、サルコペニアという

明確化したものである。サルコ
（sarco）というのは、筋肉、肉の意味。

のは筋肉量の低下を前提として、それ以外に筋力の減少、あるいは、

ペニア
（penia）というのは減少するという意味である。

自立に最も重要な身体機能の衰え
（特に歩行速度の衰え）のどちら
かの現象をともなうものと定義している。それにともないプレ
（前）

◉サルコペニアのメカニズム

サルコペニアとシビアな
（重症）サルコペニアという区分けを行って

サルコペニアの発生機序は、まだ完全には明らかにされていな

いる。プレサルコペニアというのは、筋肉量が低下しただけの状態
である。シビアなサルコペニアというのは、単に筋肉量が低下した
だけではなく、筋力が低下し、そして身体機能そのものも低下した
状態と定義し区分けしている。

◉DXAとDIA
筋肉量の評価においては、２重エネルギーエックス線吸収測定
法
（dual-energy x-ray absorption:DXA）が標準であるが、そ
の 使 い 勝 手 の 悪 さ から 生体 インピー ダ ンス 法
（bioelectrical
impedance analysis:BIA）
を用いた方法が最近多くなってきてい
る。骨量検診でも、DXAではなく、超音波を用いる方法が多い。サ
ルコペニアについても、BIA による診断が増えてきている。X 線照
射の必要がなく簡便で、侵襲もない。ポータブルなので、非常に測
定しやすいという利点がある。

⬆図1 サルコペニアの機序

しかし欠点もある。水分量にかなり大きく影響されるということ

Burton LA et al.: Clin Interv Aging 5, 217-28, 2010 Mo-1201-19795-1
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本調査の結果20% 強の方々が、サルコペニアと判断された。そ
のうちの半数ほどの方に同意をいただき、４群に分けてのランダム
化試験
（randomized controlled trial:RCT）を行った
（図3）
。

◉介入プログラム
介入のプログラムは包括的な運動で、特に腹部、大腿部の筋力強
化運動である。被験者はサルコペニアといっても、フレイルの前ぐ
らいの段階の方々である。そういった方々に、3 カ月間週2回、1回
当たり60分の筋力強化運動を行った
（図4）
。

DXA 法と比較
して本体組成計
の数値は十分信
頼性が高いと考
えられた

サプリメンテーションとしては3 カ月間で1日にアミノ酸6g
（うち
ロイシン約2.5g）を摂取してもらった
（図5）
。
最終的にこの4群に分けた RCT では、運動とアミノ酸を付加し
た群が、筋肉量は1番増加した。その次にエクササイズのみ、次いで

⬆図2 BIA 法とDXAの相関

アミノ酸だけの群でも増加している。ただしこれはコントロール群

神崎恒一 .H22年度長寿科学総合研究事業 高齢者における加齢性筋肉減弱現象
（サルコペニア）に関
する予防対策確立のための包括的研究の報告書から

に対して有意に増えているわけではない。膝伸展筋力に有意な変
化が出てくるのは、運動とアミノ酸を付加した群である。

と、まだ日本では、骨量についての BIA の基準値が設定されていな

歩行速度について見てみると運動とアミノ酸、あるいは運動のみ

い点である。ただ杏林大学の神崎恒一先生の研究では、DXA と

が歩行速度が改善されている。アミノ酸群だけでも歩行速度に関

BIA を比較して、BIA の信頼性は十分高いという結論が得られてい

してコントロール群よりも速いという結果が出ている
（図6）
。

。
る
（図2）

筋力と筋肉量がともに改善する割合を合成変数で表すと、アミノ
酸摂取で2倍、運動で2.6倍、運動とアミノ酸では約5倍に改善する

◉サルコペニアの治療・予防法

ことが確認された。このことからアミノ酸を摂取することでサルコ

以前、東京都板橋区で暮らす75歳以上の女性を対象にサルコペ

ペニアをある程度の予防することは、おそらく可能と思われた。

ニアの発症数を調査した。

⬆図5 介入プログラム
（2）

⬆図3 RCTによる被験者の流れ

⬆図6 結果
（筋量、筋力、歩行速度の変化率）

⬆図4 介入プログラム
（1）

Kim H, Suzuki T et al.: J Am Geriatr Soc, 2012
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◉ ITを用いたサルコペニア予防

の濃度が重要で、濃度が低い人がだんだん生活機能が低下してい

IT を使ったサルコペニアの予防も、われわれは目指している。あ

くのではないかと、考えています。

る自動車メーカーでは振り子の原理を利用したウォーキングアシ

先生は先ほど80%ぐらいの人が、ビタミン D が不足していると

ストの装置を作成している。小さな制御コンピューターで人の最適

言われていましたが、元気な人と、元気のない人のビタミン D の差

な膝のトルクを計算し、坂道などで運動を補助するのである。こう

異についてコメントをいただければ。

いったものでサルコペニアを少しでも改善し、生活機能を上げる試

鈴木●非常に素晴らしいご指摘だと思います。Survival Effectと

みを行っている。

いって、地域内で血中のビタミン D 濃度が高い人が生き延びて、血

以上、非常に簡単ではあるが、サルコペニアの定義、定義の難しさ、

中の D 濃度が低い方は、筋肉量も減っていきますし、要介護認定を

測定の方法、予防として食と栄養、あるいは運動といったことが、実

受ける人が多くなり、施設に入っているわけです。

際いま日本で RCTという科学的エビデンスレベルの高いものでど

若林●サルコペニアの治療では、筋トレとタンパク質、アミノ酸の

こまで行われているのかを紹介した。

摂取が一番効果的と考えられていますが、人によっては、加齢によ
るサルコペニアだけでなく、運動とタンパク質を摂取することで廃
用と低栄養が改善すると考えたほうが分かりやすいと考える先生

【質疑応答】

もいます。この辺り、どのように考えていけばいいでしょう。

三木●心臓悪液質の患者は心筋にもダメージを受けているのでは

鈴木●ありがとうございます。非常に難しいご質問ですよね。

ないか思っていますが、先生のご意見を伺いたいと思います。

サルコペニアを加齢によるサルコペニアと、それから廃用によるサ

鈴木●可能性としては、そのとおりだと思います。誤嚥性肺炎につ

ルコペニア、低栄養によるサルコペニアの三つに分けて考えるべき

いても、非常に大きな問題であるということは、よく認識しており

かということですね。

ます。座長の東口先生のほうが的確なお答えを差し上げることがで

若林● EWGSOP だと、あと疾患が入っているので四つに分けて、

きると思います。

そのうちの三つだけ、いま挙げました。

東口●1973、1974年のデーリーのデータに、心筋が、アミノ酸の

鈴木●確かにおっしゃるとおりです。しかし加齢そのものが低栄養

欠乏で起こるとの報告もあります。具体的な要因は分かりませんが、

と廃用をもたらしていきますから、その議論を始めると、同じとこ

心筋も明らかに欠乏します。心臓悪液質はそういう状況で明らかに

ろをぐるぐる回ってしまいます。

起こるということは間違いないと思います。

確かに加齢に伴ってサルコペニアは発生するのですが、加齢に

三木●4月に科学研究費助成事業に申請をして、基盤研究 C が通り

よって、なぜサルコペニアとなるのかといったら、それはフィジカル・

ましたので、当院で研究していきたいと思っております。また、アド

アクティビティーが低下し、廃用性萎縮症
（disuse atrophy）が発

バイスをください。

生するからです。だから、その区別がつけづらい。

東口●2014年4月12、13日の台湾静脈経腸栄養学会で、サルコ

先生がおっしゃるように分けたほうが、治療という観点では明確

ペニアの年齢的要因に関して、75歳か65歳かというディスカッ

かもしれません。ただ原因論で見た場合には、完全に混在してしま

ションがありました。台湾人と日本人というのはほとんど同じなの

いますので、区別ができるのかなというのが私の感覚です。

で、その辺りについての筋肉の合成の問題があるのかと思います。

若林●もう複数混ざっていると思って接した方がよいということで

その辺りの可能性というのは、先生、いかがですか。

すか。

鈴木●先生はいま幾つかの大事な点をご指摘されたと思います。

鈴木●結局そういうものだと思います。

一つは年齢です。確かに、私もサルコペニアというのは、日本では後

東口●実は、心の問題がもう一つございます。要するに､老人性の

期高齢者の問題だと思っております。生活機能の喪失という面から

うつの問題によってサルコペニアがどう変わっていくかもあって、
こ

見ると、サルコペニアというのは特に75歳以上の女性の問題です。

このところは結構奥が深いのではないかと思います。若林先生こそ、

要介護認定の中の要支援1や２という予防給付を受けている人の７

いろいろなデータを出していただいて教えてください。

割というのは、75歳以上の女性です。
それから、欧米ではサルコペニア肥満が問題で、日本人の場合は
痩せのほうが問題です。だからこそ、アジアならアジアでのサルコ
ペニア研究が必要だと思います｡
もう一つは、年齢にともなったビタミン D 不足の場合に、それを
投与しても、加齢に伴って反応性は悪化していきます。ですので、私

◉略歴・研究歴

は投与量を、例えば前期高齢者では200あるいは、300IU、後期

昭和51年

高齢者であれば500IU ほどと、性と年齢に応じて適量を決定して

昭和57年

いくことが望ましいと考えております。
土屋●ビタミン D の件で、平均年齢85歳の介護老人保健施設で調
査してみますと、ビタミン D が20ng/mL 以上の人は全くいません

Profile of

でした。しかし、病院の近くの運動を行っている高齢者が多い団地

Takao Suzuki

では、平均値は皆20ng/mL 以上でした。

国立長寿医療研究
センター研究所

そういうことを考えると、70、80代になってくると、ビタミン D
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札幌医科大学卒業
東京大学大学院博士課程修了
（理学博士）

平成 2年

東京都老人総合研究所疫学室長

平成15年

同副所長

平成20年

国立長寿医療研究センター
研究所長

◉主な研究テーマ
（分野）
老年学、老年医学、疫学、予防医学

演題
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高齢者の食力から考える虚弱・サルコペニア予防
飯島先生は、虚弱やサルコペニアの対策における虚弱の程度の評価方法と食力の維持への自覚、それに伴う
行動変容の重要性について概説された。さらに自身が千葉県柏市で行った大規模健康調査
（柏スタディー）の
結果を基に、市民の立場に立った虚弱の評価方法と予防に重点をおいた介入方法を紹介された。
［講師］飯島勝矢 先生

東京大学高齢社会総合研究機構

［司会］丸山道生 先生

田無病院

◉本講演概要

フレイリティー）
」の２つの要素も、高齢者には大きい問題として捉

虚弱ということに関して、サルコペニア前段階の状態、あえて言

える必要がある
（図1）
。

えばプレサルコペニアの予防に着目したい。後半では千葉県の柏

◉柏プロジェクト

市にて行っている大規模高齢者健康調査
「柏スタディー」から見え

柏プロジェクトとは、東京大学高齢社会研究機構で行っている研

てきた結果を提示したい。本調査は比較的サルコペニアが軽度で

究の一つである。

あり、調査会場までしっかりと来られる程度の体力がある高齢者の
体力がどう落ちていくのかを調査することを目的にスタートした。

研究目的は超高齢化社会を見据えた地域づくりであり、住み慣

「転びやすくなった」や、
「外出が少なくなった」とか、
「おいしいも

れた地域で最後まで自分らしく老いることができる社会の形成
（い
わゆるAging in Place）を目指している
（図2）
。

のが食べられなくなってきた」などの変化に対して本人に早めの気
づきの機会を与えて、意識変容そして行動変容につなげる。そして

このプロジェクトは主に三つの柱から構築されている。一つは在

コミュニティーあげての活動への啓発につなげていくことに軸を

宅療養を背景とした在宅医療推進と医療・看護・介護システムの

置いている。

確立と社会的な虚弱に対する行政の役割への政策提言。二つ目は、
70歳代半ばぐらいまでの生きがい就労としての労働。三つ目は住

市民のための健康調査であり、かつ市民の手による健康調査と

まいと移動の視点におけるデザイン構築である。

いうことも心掛けて行っている研究である。スタッフ
（柏市在住シ
ニア）は調査研究が開始されて以来ずっと健康サポーターとしての

◉柏スタディー

マインドを高く教育されてきた方々であり、能力に応じた役割を果

柏プロジェクトの一環として、高齢者の食力を維持することを目

たしている。いずれ地元である柏の健康サポートリーダーになって

標に掲げ、千葉県柏市在住高齢者の健康状態を多角的に調査した

いくべき存在であり、そういう意味では人材育成も兼ねている。

「柏スタディー（栄養とからだの健康増進調査）
」がある。この柏スタ

◉虚弱の種類

ディーは、①専門家の判断材料になりうる科学的なデータの収集と

虚弱と言っても様々である。現在のサルコペニアの概念を考えれ

②高齢者ご自身が自分の健康状態を早めに認識できることの両面

ば、当然ながら骨格筋だけに焦点を合わせて、最終的にはその筋力

の方向性を目的としている。柏スタディーを通して多くの視点を盛り

やパフォーマンスを見ることが現時点での診断基準になっている。

込んでいるが、なかでも高齢者市民同士で簡単に自身の健康状態へ

高齢者のフレイル
（虚弱）を考える上では、まさに
「身体の虚弱
（フィ

の早期介入ポイントを気づけるようなシステムづくりである
（図3）
。

ジカル・フレイリティー）
」は研究として外せない。しかし、同時に
「精

初年度
（平成24年）は全28回、柏市の各近隣センターで行い約

神の虚弱
（メンタル・フレイリティー）
」と
「社会性の虚弱
（ソーシャル・

2,000人
（自立高齢者および要支援者）が参加した。その平均年齢

⬆図1 「虚弱」と言っても様々ヒトはどの側面が弱っていくのか？

⬆図2 『Aging in Place』: 住み慣れた場所で安心して自分らしく
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73歳であり男女比率は1対1。前期高齢者と後期高齢者の割合は

便かつ有効な方法である
（図6）
。

約1300人と700人であった。最高年齢は94歳である
（図4）
。

◉柏スタディーの結果

◉市民同士での簡易スクリーニング

前述の約2,000人に対して筋肉量と筋力、そして歩行速度の3点

本人が健康状態を認識する手段として、まず
『指輪っかテスト』

でサルコペニアに関する測定を行った。65歳から69歳の比較的

という何の道具も要らず、5秒で済むスクリーニング法を考えた。

若い群ではサルコペニアは3％ほどであった。サルコペニア予備群

本人の親指と人差し指で輪っかを作り、前かがみになった上で、下

は29%であった。そして80歳代ではサルコペニアに該当する方は

腿
（ふくらはぎ）の一番太い部分にその指輪っかを当ててもらう。指

約半数に近かった。

で囲めないのか、ちょうど囲めるのか、隙間ができてしまうのかの

Z スコアを用いて5歳刻みの加齢変化を解析した結果、下腿周囲

3つの群で評価をする。しかも、この簡易スクリーニング法は体格

径、上腕周囲径、手足の筋肉量等は加齢によって著明に変化を示し、

補正をされている意味を含んでいると考えている。

BMI についてはあまり変化が見られず、特に女性に関してその傾向

ふくらはぎを囲めない集団、ちょうど囲める集団、隙間のできた

であった。

集団の3群に分けて分析すると、筋肉量は統計学的に有意差をもっ

◉身体測定の結果

て異なる結果が得られた。身体能力においても筋肉量の多い集団
がやはり上回っている。食事摂取量や睡眠の質まで、横断的な解析

Z スコアを用いて5歳刻みの加齢変化を測定した結果、下腿周囲

を行ったがいずれも上回っていた。サルコペニア有症率は、隙間が

径、上腕周囲径、手足の筋肉量等は加齢によって変化があり、BMI

できた人たちのほうが圧倒的に多く、転倒リスクも高い。またうつ

についてはあまり変化が見られず、特に女性に関してその傾向が

傾向も高いという結果であった。この指輪っかテストが専門職不在

あった。

である状況でも市民の間で楽しみながら実践され、自分自身の下

◉運動機能測定の結果

腿の筋肉量の少なさに対して早期に意識を配られるムーブメントに

低下しやすいのは機能的移動能力であり、特に Timed Up and

繋がって欲しいと考えている
（図5）
。
また、握力計とメジャーを用いて握力と下腿周囲径を測定して、

Go
（いわゆる立ち振る舞い）である。次いで開眼片足立ち
（バラン

その数値からサルコペニアの危険度を推測する方法もある。この

ス）
、そしてスクワットのような5回立ち上がり。そして通常歩行速

方法は測定結果に応じてポイントをつけていき、そのポイントをサ

度も低下しやすいという結果が得られた。

ルコペニアの程度を数値化した早見表に照らし合わせる非常に簡

⬆図5 サルコペニア・予備群は心身/ 社会性の不健康にも相関
⬆図3 【医療側】も
【市民側】も機能低下が「顕在化する前」の視点を！

⬆図6 国民運動論に向けて：いかに簡便に、いかに興味をもって

⬆図4 【柏スタディー：栄養とからだの健康増進調査】
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◉口腔系の測定の結果

いな直線的な結果が得られました。

残存歯数の計測と共に、唇、歯、舌の協調運動である滑舌もディア

合田●筋力があるなら、筋量が少なくてもよいという発想は成り立

ドコ
（oral diadocho kinetic ability）を用いて調査を行った。その

たないでしょうか。

結果、滑舌とサルコペニアの間には緊密な相関関係があることが分

飯島●測定しなくてもよいという意味ですか。

かった。

合田●筋力があれば、ある程度筋量はあると判断しては駄目でしょ
うか。

◉摂取する食品の多様性

飯島●柏スタディーでは確かに、BMIと骨格筋量が相関していまし

日ごろ摂取する食品の多様性も加齢にともなって著明に低下して

た。ですから、比較的恰幅のいい人は筋肉量が多いという解析結

いることが柏スタディーのアンケートより分かった。

果でした。もしかしたら、筋肉量は維持しているが、筋力は強くない

筋肉量や筋力、パフォーマンスに問題のない方々は、食品の多様

という、ちょっと見かけ倒し的なケースもある可能性があります。い

性、栄養状態も比較的良好であるといえる。反面、サルコペニア群

わゆるサルコペニア肥満です。現段階では解析が追いついておりま

では認知機能の低下やうつ傾向がみられた。

せんので断定は出来ませんが。

◉食の加齢症候群

ということに関しては、まだ判断に自信がないですね。

この点を踏まえ、筋肉量だけを測って、筋力は測らないでよいか

自身での健康状態を容易にチェック出来るようサルコペニアに

丸山●鈴木先生は筋力さえあれば筋肉量も判断可能かというお話

向かっていく段階
（フロー）を Phase0から4までの5段階に分けた

をどうお考えですか。

「食の加齢症候群」という新しい概念を作った。

鈴木●サルコペニアの元々の定義というのは筋肉量の低下を示す

Phase0は、誰が見ても健康体の高齢者。Phase1は、本人は自

ものです。飯島先生の報告にありましたように、実際には筋肉量が

分は基本的にまずまずの健康体であるという自意識を持っている

あっても筋力が少ない人もいるし、筋肉量が少なくても筋力がある

が、ライフイベントや多剤併用など些細な食欲減退因子を持ち合わ

人もおります。しかし、サルコペニアの定義が筋肉量の低下を示す

せている可能性がある方。Phase2は腕や足の筋肉が明らかにや

ものであるので、この点を外すこととは出来ないと考えます。

せ細っている訳ではないが、食事のバランスを崩している、入れ歯

合田●先生がおっしゃるとおりだと思うのですが、実臨床では、逆

の不具合が顕著である等の特徴を持つ方であり、かつ筋肉に関し

に筋力からある程度筋肉量が推定できるのであれば良いかと思っ

ても深刻ではないが落ちかけている方である
（いわゆるプレ・サル

たのですが。

コペニア様）
。Phase3は医学的な見地から見てサルコペニアに属

鈴木●筋力を測って筋量を推定するというのは、話が前後している

する方。そして Phase4は在宅療養でケアを要するシビアなサルコ

ように思われますので、私も自信は持ちきれません。

ペニア様の方である。

飯島●確かにインピーダンス法の測定器は高価であり各施設に網
羅的に設置することには限界があります。しかし、限界だとムーブ

◉最後に

メントにならない。そこで、いかに身近で、かつ簡便に実施できるか

高齢期の健康づくりの枠組みということで、先ほど柏スタディー

というところで行き着いたのが、先ほど二つ出させていただいた指

の中で市民の分かりやすい基準という言葉を連呼させていただい

輪っかであったり、握力計とメジャー 1本で測定できるサルコペニ

た。なぜなら個人の意識変容〜行動変容が必要なためである。本人

ア危険度の推定早見表です。

として、家に帰って、こっそりと指輪っかテストをやりたくなる。そし

丸山●今まですごく歯がゆかったのは、介護老人保健施設や特別

て、その結果を踏まえ、自宅にメジャー 1本があれば「ふくらはぎの

養護老人ホームの入所者を診ている際に、明らかにサルコペニアで

周囲径をはかってみようかしら」と自然と思う、まさに個人の行動

あろう方がいても、
DXAやBIAを実臨床で使用することが難しかっ

変容。その辺りが国民運動論
（ムーブメント）を創り上げるためのま

たことです。今後、サルコペニアの測定基準が確立していけば、われ

ず出発点であろうと考える。

われも診断がしやすくなると思います。

【質疑応答】
合田●サルコペニアの三つの因子、筋量と筋力、身体機能を意識し

◉略歴・研究歴

ているのですが、筋量測定というのは現実的になかなか難しく、筋

平成 2年

千葉大学医学部循環器内科

力と身体機能だけで見てしまう傾向があります。

平成 9年

東京大学大学院医学系研究科
加齢医学講座

平成14年

米国カリフォルニア州スタンフォード大学
医学部循環器内科研究員

柏で大規模なスタディーをされているのでお伺いしたいのです
が、筋量と筋力というのは、どういう関係になっているのか。筋力が

平成23年

あったら、筋量もあるという印象があるのですが、その辺りのデー

Profile of

タを出されていますか。

Katsuya Iijima

飯島●一般論として、初期の段階では筋肉量が落ちても力が保た

東京大学高齢社会
総合研究機構

れるという説を論文で読んでいたのですが、その逆もあるという論
文も出てきています。また筋肉量と筋力が同時に落ちるという論
文もあったように思います。少なくとも、柏スタディーの集団はきれ
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東京大学高齢社会総合研究機構
（ジェロントロジー）准教授

◉主な研究テーマ
（分野）
老年医学、老年学（Gerontology：ジェロントロジー）
虚弱予防・介護予防の臨床研究
（特に高齢者の食と
サルコペニア）
、在宅医療および地域医療の推進、
それに関する大学卒前教育、多職種連携教育

演題

3

悪液質のトランスレーショナルリサーチ
- 空腹ホルモングレリンを中心に悪液質における食欲不振は大きな問題である。乾先生は食欲を増進させ、体脂肪量や筋肉量の減少を阻止する
効果が期待されている空腹ホルモングレリンの研究と臨床応用に関して最近の知見を紹介された。
［講師］乾

明夫 先生

［司会］蘆野吉和 先生

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心身内科学分野
青森県立中央病院

◉サイトカインのメカニズム
サルコペニアの診断時は体重減少が重要な指標となる。この体
重減少にはさまざまな因子がかかわっているが、中でも特に炎症性
サイトカインが深く関わっている。
サイトカインが産生されると、空腹系ホルモンを抑制し、満腹系
ホルモンを亢進させることで食欲不振となる。
さら に サイトカ イン が いった ん 放 出 さ れると、連 鎖 的 反 応
（cytokine cascade）が生じる。このようなサイトカインは、コル
チコトロピン放出因子
（corticotropin-releasing factor）を促進
すると同時に、食欲抑制物質であるレプチンを体脂肪量に不釣り
合いなほど放出する。あるいはセロトニンを活性化させて、神経ペ
プチド Y（NPY）
という強力な食欲促進物質を抑制する。このよう
なサイトカインの働きによって食欲不振や低体重に陥ると考えられ
る
（図1）
。

⬆図1 サイトカインの機序

◉空腹ホルモン グレリンとは
グレリンは1999年に寒川先生、児島先生によって胃から発見さ
れたペプチドである。グレリンは胃内のX/A 様細胞から分泌され
るということが分かっている。
胃から分泌されたグレリンは、視床下部にある神経ペプチド Y を
介して食欲を促進する。同時に成長ホルモンの分泌を促して、イン
スリン様成長因子
（IGF-1）で筋肉に作用する。
しかしサイトカインが産生されると、グレリンの働きは抑制され、
満腹系ホルモンが活性化される
（図2）
。

◉グレリンの疾患への応用
グレリンの投与によって、食事摂食量が増えることは以前から確
認されており、グレリン模倣薬の MK-677を用いたヒトでの実験
では、成長ホルモンの分泌を促進し、また神経ペプチド Y
（NPY）を
介し食欲を促進し、結果として体重を増やすことが明らかとなった。

⬆図2 空腹ホルモングレリンのアミノ酸配列

この実験で、体重増加に関しては脂肪量と除脂肪量の両者が増加
することも明らかとなっている
（図3）
。

報告がある。

もう一つはカプロモレリン
（capromorelin）である。サルコペニ

グレリンはこのように食欲不振を改善して脂肪量を増加させ、成

アの患者に投与すると、除脂肪量や成長ホルモン、IGF-1を増加さ

長ホルモン、IGF-1を介して筋肉保持をする。また一部、サイトカイ

せるだけではなく、筋力あるいは動作能力を改善させることも分

ンを抑える作用も分かってきている
（図4）
。

かってきている。また、六君子湯
（りっくんしとう）という漢方薬は

筋肉や成長ホルモン以外への作用についても、臨床試験の段階

グレリンの作用を増強させる働きがあり、上園先生の報告では、胃

ではあるがアナモレリン
（anamorelin）の投与にて改善報告がなさ

がんにより悪液質が進行した症状に対して、六君子湯を投与するこ

れている。改善報告のあった項目は、疲労感、吐き気、身体活動量、

とで、摂食不良や除脂肪体重、水分量などの低下が改善されたとの

睡眠、苦痛、情緒などであった。
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◉がん患者へのグレリンの投与
がん患者にグレリンを投与すると、摂食量が増加し、除脂肪体重
の減少率が改善する。
食道がん患者へのグレリン投与の報告では、体重減少が改善し、
除脂肪体重を増加させたとの報告もある
（図5）
。

◉グレリンの抵抗性
興味深い点にグレリンの抵抗性がある。グレリンの受容体を発
現させた細胞に六君子湯を振りかけると、細胞内カルシウム移動が
促進され、細胞がよく応答することが分かっている。このことから
六君子湯にはグレリンの分泌を促進させる作用とグレリンの受容
体の活性を上げる効果があると考えられる。
仮説の段階ではあるが六君子湯には生薬が用いられていること
から、グレリンの分解酵素をブロックするような物質も含まれてい

⬆図3 グレリン模倣薬 MK-677の投与による成長ホルモンの分泌量の変化

る可能性も考えられる。
京都大学大学院農学研究科の大日向先生の研究にグレリンに抵
抗性のある高齢なマウスに葉緑素の主成分であるルビスコリンを
投与すると、神経ペプチド Y を活性化し、食欲を増やすという報告
がある。興味深い点はグレリンの下流にある神経ペプチド Y に対し
て、グレリンとはまた別のところから、神経ペプチド Yの活性を増
加して食欲が促進される点である。

◉食欲不振について
食欲不振
（anorexia）は非常に多方面で発生する症状である。例
えば、がんで乳酸が多量に産生された場合も食欲不振をもたらすし、
遊離脂肪酸
（free fatty acid）が増加しても、引き起こされる。食欲
不振に伴う栄養不良
（malnutrition）は術後の合併症を増やし、化
学療法に対する耐性を低めることから生活の質
（quality of life）を
落としていくので、やはり治療が必要である。

⬆図4 カプロモレリンの投与による動作能力の向上

しかし、アレッサンドロ ラビアーノの研究では、栄養療法を開始
すると食事摂取量やタンパク質の摂取量は増加するが QOL はむし
ろ落ちてしまい、食欲不振に陥る可能性が高いという結果が得ら
れている。また、フランセスコ ランディのサルコペニアと食欲不振
についての発表によると、80歳以上の高齢者を対象に食欲不振と
サルコペニアの多重解析を行った結果、明らかな相関関係にあった
という。
以上のことから、食欲不振とサルコペニアというのは非常に深い
関係にあることがわかる。診断時には患者の食欲不振のリスクとな
るであろう点、口腔内の問題や既往症などに注意する必要がある。

◉まとめ
悪液質と食欲不振に共通のことだが、やはりうつや疲労がある
と、食欲が低下するだけではなくて1日中ベッドですごす方もおら
れる。痛みにより動けないことで、一気にサルコペニアも悪化させ

⬆図5 グレリンの投与にによる食事摂取量の変化

てしまう。
こういった中で、おそらく最も客観的に認識しやすいのが、悪液
質だと考える。
脂肪量、骨格筋量ともに測定が容易になってきている。骨格筋量
から筋の状態、筋の代謝をどのように見ていくかがポイントと考え
る。

09

それを考えると、例えば、ウイルスがウイルスの感染を防ぐような
かたちで、がん細胞自身が、別ながんができるのを抑えることが出

【質疑応答】

来るのではないかという考えになっていたことがあります。参考に

磯崎●がんの悪液質について教えていただきたい点が2点ありま

なればと思います。

す。

蘆野●ほかにありませんでしょうか。せっかくの機会ですので。

がんの場合に、同化抵抗
（anabolic resistant）が生じるのは、が

本当に今回のご講演で、いろいろな治療薬が開発されていること

ん細胞にとって合目的であると理解できます。筋肉を溶かし、脂肪

がわかりました。一つ先んじて出てきているのが、いまのグレリン

を溶かして、がん細胞を増殖するという点では分かります。

の製剤ということでよろしいでしょうか。

がんのときに食欲不振になってしまいますと、結果的には宿主の

乾●はい。

患者は早く死んでしまうわけで、がん細胞にとって不利益になると

蘆野●六君子湯も、効果があるというレポートが出てきていると考

思われるのです。それに対して何か、がん細胞なりに考えて、合目的

えてよろしいでしょうか。

に食欲不振を起こしているのか、あるいは単にがんはばかで、暴走

乾●はい。いまのところ、グレリンが臨床に応用されつつあります。

してコントロールできなくなって、宿主を死に至らしめる短絡的な

六君子湯も限界はありますけど、使える薬と思います。

コースになるのかという点が一つ。

蘆野●がんだけではなく、食欲不振、いろいろな疾患における悪液

NST で回診をしていますと、食欲不振が非常に強く出るがん種

質に応用が進みつつあるというような話でよろしいでしょうか。

と、例えば 耳鼻科、頭 頸部領域のがん患者は比較的若くて、結構

乾●そうです。

手術や放射線治療を行っても、意外と食欲があり意気軒昂で元気
だったりするので、一口にがん患者といっても、グレリンの分泌の
程度とか、先生がお示しになったいろいろなメディエーターによっ
て、がん種によって差があるのかという、この2点についてご教授い
ただきたいと思います。
乾●がん腫によって食欲不振に差があるのは分かっておりまして、

◉略歴・研究歴

消化器のがんが多い。肺がんとか前立腺がんが真ん中ぐらいで、乳
がんが少ないとか。特に膵がんが多いのです。
サイトカインの量、サイトカインの分泌数によるのではないかと
考えられています。
がんが食欲不振をきたす、もともと進行に伴って悪液質が増え

昭和53年

神戸大学医学部卒業

昭和59年

神戸大学大学院医学研究科
博士課程単位取得後退学

平成16年

神戸大学医学部附属病院
糖尿病代謝内科診療科長

平成17年

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
心身内科学分野教授

るのですが、必ずしもがんの量によらないといわれてきました。も

Profile of

ともと傍腫瘍症候群
（paraneoplastic neurological syndrome）

Akio Inui

◉主な研究テーマ
（分野）

の一つとして捉えることも可能ですので、あまり、がんが賢くこうし

鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科
心身内科学分野

食欲調節ペプチドを中心とした悪液質・肥満症の
トランスレーショナルリサーチ、
脳腸相関・心身相関に関する研究

ようという、よく転移のときはそういう議論があると思うのですが、
あまりそれは言われていないように思います。
丸山●以前、悪液質を起こすがん細胞様を使って実験を行っていた
ときのことです。悪液質を起こすがん細胞に、別ながんを植え付け
ますと、別のがんは育ちにくくなるのです。それで、がん細胞でがん
細胞を治療する方法を一時試みていました。

閉会の辞

て、本研究会を立ち上げさせていただきました。
今回の講演を拝聴して、改めてその思いを非常に強くしました。
実はこの立ち上げに関わった方々は、おそらく30年ほど前にな

蘆野吉和 先生

りますが、肝不全時の分岐鎖アミノ酸の栄養に関わっていた面々

日本サルコペニア・悪液質・消耗性疾患研究会
世話人

です。その際のメンバーで今回また、こういう会を立ち上げており
ます。それにリハビリと栄養も含めて、地域全体を巻き込むような
動きにしていくのが一番いいのではないかと考えております。

第1回の研究会が終了し、本当にほっとしております。今回、鈴木

遠方からもご参加いただき、本当に感謝しております。これで第1

先生と、飯島先生と、乾先生に発会にふさわしいお話をしていた
だきましたが、医療だけでなくもっといろいろな分野の方を交えて、

回研究会を終了したいと思います。ご協力どうもありがとうござい

多面的な視点でこの問題に対応していかなければならないと感じ

ました。
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