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加齢とともに物忘れが増えたり認知機能が低下すると、「認知
症」が気になる人も多いでしょう。高齢の糖尿病患者は、糖尿病
でない人に比べて約2～4倍認知症になりやすいといわれて
います1）。糖尿病と認知症の関係を知っておきましょう。

糖尿病と認知症特集

なぜ糖尿病があると認知症になりやすい？
　認知症は、認知機能の低下などが起こる進行性の脳の病気です。認知症には、アルツハイマー型認知症、
脳血管性認知症のタイプがあり、糖尿病はどちらのタイプにも関係すると考えられています2,3）。
　アルツハイマー型認知症が起こるメカニズムはまだわかっていませんが、脳内にアミロイドβという蛋白が
蓄積されて神経障害を起こすのではないかと考えられています。このアミロイドβを分解して脳に蓄積しない
よう働いているのが、インスリン分解酵素です。
　ところが、糖尿病でインスリンの効きが悪い状態（インスリン抵抗性）になると、
インスリンが大量に必要となって（高インスリン血症）、そのためにインスリン分解
酵素も大量に使われてしまいます。その結果、脳内のアミロイドβを分解すること
ができず、蓄積が進んでいきます。また、脳内のインスリン作用が不足することも、
脳の認知機能を低下させる一因と考えられています。
　一方、脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などによって起こる認知症であり、これ
らの脳血管障害は血糖が高い状態が続くと起こりやすくなります1）。

（監修：植木 浩二郎先生）

高血糖が続く

インスリン抵抗性

認知機能が低下

インスリンの作用が不足 高インスリン血症

神経細胞にブドウ糖が
取り込めない

インスリン分解酵素が
不足

脳へのエネルギー供給の
不足

アミロイドβが
脳に蓄積

脳内
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血糖コントロールは認知症予防にもなる
　糖尿病の治療で最も大切なことは、血糖をコントロールすることです。それは認知機能の低下を防ぐこと
にもつながる可能性があります4,5）。糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法、薬物療法で、血糖を上手
にコントロールしてください。
　一方で、高齢の糖尿病患者さんは、重い低血糖になると、認知症になりやすいことがわかっています6）。
低血糖は、薬物療法を行っていると常に起こる可能性があります。特にインスリン治療やスルホニル尿素
（SU）薬は低血糖を起こしやすいので、注意が必要です6）。
　なお、高齢者の血糖の目標値は、非高齢者ほど厳しくありません。これは、高齢者にとって重い低血糖が危険であ
ると考えられているためです6）。医師と相談したうえで、自分に合った血糖コントロールの目標値をめざしてください。
　そのほか、糖尿病の合併症である動脈硬化を防ぐことも重要です。食事の改善や運動などで、血圧や脂質も
管理しましょう。

認知症がある人の糖尿病管理は？
　認知機能が低下すると、物忘れが生じたり記憶があいまいになったりして、自分で薬や食事を管理するのが
難しくなります。その結果、血糖コントロールが悪くなったり、低血糖を起こしやすくなったりします6）。ご家族
や介護者の方は、医師と相談しながら、次の点を意識してサポートしてください。

【高齢者の低血糖症状の特徴】6）
　●発汗、動悸、手のふるえなどの低血糖症状があらわれにくく、気づくのが遅れる。
　●低血糖で転倒・骨折しやすい。
　●低血糖が重症化しやすい。
【薬物療法】
　●薬の種類や投与回数を減らしたり、内服薬を一包化したりすると
　　自己管理がしやすい。内服薬の自己管理が難しい場合は、注射薬も検討する。
　●血糖を下げる薬は、できるだけ低血糖を起こしにくいものが好ましい。
【食事】
　●認知機能が低下していると、フレイル＊になりやすい6）。
　　たんぱく質を十分にとるなど、バランスのよい食事を心がける。
【運動】
　●サルコペニア（筋力低下）になると転倒しやすくなるので注意する。

＊フレイル：心身の虚弱。サルコペニア（筋力低下）と密接な関係がある。

認知機能の低下は、加齢とともに誰にでも起こりえます。糖尿病治療が進歩し、糖尿病
患者さんの寿命が長くなったことで糖尿病がクローズアップされていますが、認知症は、糖
尿病の有無にかかわらず社会全体の高齢化を反映した疾患です。問題なのは、認知症に
なると糖尿病の治療にも影響が出ることです。糖尿病と上手につきあいながら、社会に関
心を持ち前向きに生活していくことで、認知症予防につなげましょう。
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　「食事療法」は糖尿病の治療の基本です。楽しく食事をしていただくためにも、
いろいろな疑問を解決していきましょう。今号では、たんぱく質についての疑問を
女子栄養大学の田中明先生に解説をしていただきました。「かんたん！ヘルシー
レシピ」でも、良質なたんぱく質を意識したメニューを紹介します。

もっと美味しく、もっと楽しく
食
愉しみ

糖尿病と食事

の

田中 明先生田中 明先生
女子栄養大学教授
女子栄養大学栄養クリニック所長
医学博士

回 答

&

糖尿病と良質なたんぱく質今回のテーマ

　たんぱく質は多数のアミノ酸が結合してできており、どんなアミノ酸がどれだけ含まれるかは、たんぱく
質によって異なります。人の体内で合成できないアミノ酸は必須アミノ酸といい、食品から摂取する必要
があります。必須アミノ酸をバランスよく含むたんぱく質は体内で効率よく使われるため、良質とされ
ます。食品では、肉や魚、卵などの動物性のものと植物性の大豆のたんぱく質が該当します。

必須アミノ酸がバランスよく含まれたたんぱく質が良質なたんぱく質です。

良質なたんぱく質について教えてください。どんな食品に含まれますか？1

　糖尿病の人の中には、高エネルギーを心配して肉などの動物性の食品を必要以上に食べない人も
みられます。しかし、たんぱく質は不可欠な栄養素で、不足すると筋力や代謝が低下したり、低アルブ
ミン血症（低栄養の指標。体がむくみやすくなる）などを起こすこともあります。たんぱく質を含む食品
も指示エネルギーの範囲内でしっかり食べることが栄養バランスを整えるために大切です。

たんぱく質を含む食品は減らしすぎないようにしましょう。

糖尿病の人がたんぱく質を摂取する際に注意することは？2

　たんぱく質はとりすぎると尿素などの老廃物となって腎臓でろ過されて排泄されます。たんぱく質の摂取
量が少なければ腎臓の負担が小さくてすむため、腎症の人はたんぱく質を含む食品の量に配慮します。
ただし、どれだけ食べて良いのかは症状などによって変わるため、医師や栄養士の指示を受けましょう。
また、食事全体のエネルギーを保つために糖質や脂質の調整が必要となるなど、これまでと異なる
食事になることを理解して食事療法を進めることが重要です。

腎症の人はたんぱく質の摂取量に配慮しましょう。

合併症のある人はどんな点に注意するべきですか？3

1

2

3

※食事療法については、主治医の指示に従ってください。



料理提供：『栄養と料理』（女子栄養大学出版部）より
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かんた
ん！

良質なたんぱく質が含まれたサケを使い、
材料を重ねてレンジで加熱するだけの簡単レシピ。
味付けもお好みのドレッシングにお任せです。

材料／1人分

ポイント

生ザケ.................... 1切れ（100g）
　  塩 ..................ミニスプーン1弱
　  こしょう........................... 少量
かたくり粉.......................大さじ½
トマト..........................¼個（40g）
玉ねぎ ........................¼個（50g）

〈1人分〉  240kcal　
食塩相当量 1.4g　たんぱく質 23.5g　
脂質 10.5g　炭水化物 12.0g　食物繊維 1.7g

〈作り方〉
❶

❷

サケは半分に切り、aをふる。トマトは7～8㎜厚さの半月
切りにし、玉ねぎは横7～8㎜幅に切る。ズッキーニは縦半
分に切ってから7～8㎜厚さの斜め切りにする。
耐熱皿に玉ねぎとズッキーニを合わせて広げ、かたくり
粉を薄くまぶしたサケとトマトを交互にのせる。パセリ
をちぎって散らす。

❸ドレッシングをまわしかけ、ふんわりとラップをかけて、電子
レンジ（600W）で約3分加熱し、ラップをかけたままあら
熱をとる。

ズッキーニ.................. 大⅛本（25g）
パセリ........................................1枝
好みのドレッシング※............ 大さじ1

ヘルシーレシピ

サケとトマトのレンジ蒸し

a

大豆の栄養が凝縮された凍り豆腐は、良質な植物性たんぱく質で低カロリーの一品です。

材料／2人分

ポイント

凍り豆腐 ...................2枚（乾30g）
卵 .......................................... 2個
玉ねぎ ......................½個（100g）

〈1人分〉  211kcal　
食塩相当量 1.7g　たんぱく質 16.7g　
脂質 11.2g　炭水化物 9.9g　食物繊維 1.7g

〈作り方〉
❶

❷

凍り豆腐は水でもどして水けを絞り、8等分に切る。玉ねぎは1㎝幅に
切る。
なべにめんつゆと水、❶を入れ、落としぶたをして中火で3分ほど
煮る。ときほぐした卵をまわし入れ、さやえんどうを加え、卵が半熟に
なるまで約1分煮る。

凍り豆腐の卵とじ

めんつゆ（ストレート）......... 70mℓ
水 .................................... 大さじ2
さやえんどう（筋を除く）........ 10枚

※ここでは洋風のマスタード入りドレッシ
ングを使用。レモンドレッシングや中国
風、和風、シーザーサラダドレッシング
などでもOK。
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太田綜合病院附属
太田西ノ内病院
糖尿病センター長代行

　一般に、認知症予防には運動や食事、社会的活動への参加が良い
といわれています。また、糖尿病治療においても、良好な血糖コント
ロールを維持するために運動療法が欠かせません。運動と認知症予防
については、研究が進められています。

良好な血糖コントロールを目指して

運動と認知症予防
運動の

すすめ

運動は脳を活性化させる
　日ごろから体を動かしたり、適度な運動を取り入れることは、脳を活性化し、認知症の発症リスクの軽減
や認知機能低下の予防につながるとされています1）。
　運動によって次のような脳への効果が期待されています。

糖尿病患者の認知症予防にも期待
　糖尿病の運動療法には、主に「血糖値を下げる」「インスリン抵抗性を改善する」「血液の循環を良くする」
などの効果があります。加えて、運動の効果は認知症予防にもつながると考えられています2）。糖尿病が
あると認知症になりやすいといわれていますので3）、適度な運動を続けていきましょう。

「ややきつめ」の運動が効果的
　さまざまな研究から、運動の強度が強いほうが認知症予防に効果的であると報告されています4）。糖尿
病患者さんに効果的な運動療法の種類や時間はまだはっきりとわかっていませんが、けがの予防のため
最初は楽な運動から始め、徐々に強さを高めていくことをお勧めします。一般的には、1回につき15～30分
程度を、週3～5回ほどから始め、ウォーキングであれば「ややきつい」と感じるくらいや、少し汗ばむくらい
の速さまで強めていくと良いでしょう3）。数分間からでも良いです。ただし、血糖コントロールが不良で、合併
症などがある場合は、運動を制限したほうが良い場合もあります。
　認知症は高齢になると増えています。認知機能の低下が軽度で体力がある早い段階から運動を始めて
習慣化しましょう。

● 脳の血流の改善
運動は血圧を下げて動脈をしなやかにし、酸化ストレスや全身の炎症を
抑えて血管内皮の働きを高めることで脳の血管の健康を保ちます。

● 脳の機能の改善
脳由来神経栄養因子（BDNF）や血管内皮細胞増殖因子（VGEF）など、
脳の認知機能の活性に必要な物質を増やします。

● 脳に蓄積されるアミロイドβの減少
インスリン抵抗性や血糖コントロールの改善を通じて、認知症の原因の
1つである老人斑（アミロイドβ）の形成を抑える可能性があります。
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運動するときの注意点
　運動療法は、安全に、正しく行うことが大切です。かかりつけの病院でメディカルチェックを受け、
主治医や健康運動指導士の指導のもとで運動を行いましょう。病院で運動指導を行っていない場合は、
自治体の糖尿病教室などに参加するなどして、専門家の指導を受けながら続けるほうがより効果が期待
できます。
　ただし、ふらつきなどが起こりやすい薬を服用している人は、主治医の指示を守って、転倒に注意して
運動することが大切です。
　高齢者は気づかないうちに食事や水分の摂取量が減りがちです。脱水症状のリスクを減らすために、
こまめに水分を補給しましょう。また、運動を続けるためには、筋肉量を増やすことも必要です。とくに運動
した日は、魚や肉、大豆製品などの良質のたんぱく質を意識してとるようにしましょう。

今できることで予防につなげる
　認知症は、超高齢社会を迎えたわが国において対策が求められる喫緊の課題の一つです。さまざまな
研究が進められている中で、認知症予防に効果的な運動の種類や頻度などについては、これからの研究
でさらにわかってくるでしょう。
　今、私たちができることは、日々の生活に運動を取り入れ、良好な血糖コントロールを保つことで予防
につなげていくことです。無理なくできる運動から始めて、段階的に強度を上げていきましょう。

つま先立ち

ラジオ体操

階段昇降

ウォーキング

足の上げ下げ

7健康クロスワードパズルの答え／A：ホ  B：ツ  C：キ  D：ヨ  E：ク  F：セ  G：イ （北極星）

【参考文献】
1）Tseng CN, et al. J Nurs Res. 19, p.119-131, 2011
2）日本老年医学会・日本糖尿病学会 編・著. 高齢者糖尿病診療ガイドライン2017, 南江堂, 2017
3）日本糖尿病学会 編・著. 糖尿病治療ガイド2018-2019, 文光堂, 2018
4）Forbes D, et al. Cochrane Database Syst Rev. 4, 2015: CD006489. doi: 10.1002/14651858.CD006489.pub4

無理なくできる運動から始めよう！ たとえば…
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お便りください

【ハガキ】
〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3 
ワールドインポートマートビル8階
（株）協和企画内『T-Friends』編集部
【FAX】
03-5955-7662
お便りには、住所、氏名、電話番号、
可能であれば年齢を明記してください。

テルモ ネット通販
健康管理製品や栄養補助食品を
オンラインで手軽にショッピング

https://www.e-terumo.jp
テルモ ネット通販

『T-Friends』では、読者の皆さまからのお便りを募集
しています。ご意見・ご感想、今後取り上げてほしい
テーマをハガキまたはFAXで、右記編集部までお寄
せください。なお、治療等に関するご質問は、医師・
医療従事者へお願いします。
お便りをくださった方の中から抽選で5名の方に、クエ
ン酸配合の水分補給ゼリー「PGウォーター」（1箱18
パック入り）を差し上げます（プレゼントの〆切は
2020年5月末日。当選者の発表は発送をもってかえ
させていただきます）。

 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
www.terumo.co.jp、

クロスワードパズル読
者の
広場

健 康

クエン酸配合の
水分補給ゼリー
「PGウォーター」

プレゼント！

オレンジ色のマス目に入る文字をA～Gの
順番に並べてください。
それがパズルの答えです。

（答えは本誌のどこかにあります。）

タテのヒント ヨコのヒント

そば屋にいる動物はタヌキと○○○。
古来から照明として用いられ、ヨーロッパでは火
時計として使用されていたこともある。○○ソク。
別名キャンドル。
○○材、○○浴、○○目。
住まい選びの重要なポイントのひとつ。部屋の
配置。２ＤＫ、３ＬＤＫなど。
別名「チヌ」とも呼ばれる魚。○○ダイ。
正月やお盆休みの由来といわれる風習。昔、住込
み奉公人や嫁入りした娘が実家に帰れる休日。
出る○○は打たれる。
亀は万年、鶴は？
食材を巻く小型のすだれ。日本料理の調理道具。
二宮金次郎像が薪を運ぶために背負っている道具。
人の力では実現できない不思議な術。○○○
使い、○○○瓶。
歌舞伎の世界。
さそり座と山羊座の間の星座は○○座。
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フルマラソンの距離は42.195○○。
糖尿病三大合併症のひとつ。腎症、神経障害、○○○○症。
異なる言葉を話す人の間で、それぞれの言葉を変換して
伝える仕事。
旅行で遊び過ぎて帰るなり○○のように眠った。
○○よりうまい十三里。
玄米からぬかや胚芽を取り除いた白い米。
加工や作業をするために材料を挟み込んで固定する道具。
○○行、遠○○、僧○○。
加齢や糖尿病の血糖コントロールの悪化などでもろくなっ
たり折れやすくなるのは？
プールで行う有酸素運動。
人工的に作られた水路。
名前を呼んで一人づつ確認すること。
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