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運動療法

4
ス
ステートメント
テートメント
1

運動療法の開始と合併症のある糖尿病患者における運動療法

運動療法を開始する際には，心血管疾患の有無や程度，糖尿病慢性合併症である末梢
および自律神経障害や進行した網膜症，腎症，整形外科的疾患などをあらかじめ医学
的に評価する必要がある． グレード A コンセンサス
進行した合併症のある患者においても，日常生活における身体活動量を可能な限り低
下させないようにする． グレード A コンセンサス

2

2 型糖尿病患者における運動療法

運動により心肺機能の改善 1〜3）
，血糖コントロールの改善 2〜11）
，脂質代謝の改善 6, 8, 11, 12）
，
血圧低下 6, 10）
，インスリン感受性の増加 11, 13〜16）が認められる． グレード A
有酸素運動とレジスタンス運動は，ともに血糖コントロールに有効であり 4, 8, 17）
，併用に
よる効果がある 18, 19）
． グレード A
運動療法は，食事療法と組み合わせることによりさらに高い効果が期待できる．
グレード A コンセンサス

3

1 型糖尿病患者における運動療法

進行した合併症がなく，血糖コントロールが良好であれば，インスリン療法や補食を
調整することにより，いかなる運動も可能である． グレード B コンセンサス
運動の長期的な血糖コントロールへの効果は不明であるが，心血管系疾患のリスク因
子を低下させ 20, 21）
，生活の質を改善させる． グレード B

4

薬物治療中の糖尿病患者における運動療法

インスリン治療をしている患者では血糖自己測定を行い，運動の時間や種類，量によ
り，運動前や運動中に補食する，運動前後のインスリン量を減らす，などの調整が必
要である． グレード B コンセンサス
経口血糖降下薬（特にスルホニル尿素薬）では投薬量を減らす必要がある場合もある．
グレード B コンセンサス
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糖尿病患者の運動療法における一般的な注意

両足をよく観察し，足に合った足底全体へのクッションのある靴を用いる． グレード B
コンセンサス

血糖コントロールの悪いとき（特に 1 型糖尿病・2 型糖尿病患者とも尿ケトン体陽性時）
は運動を行わない． グレード B コンセンサス
インスリンや経口血糖降下薬（特にスルホニル尿素薬）で治療を行っている患者におい
て，運動中および運動当日〜翌日に低血糖を起こすおそれがある．特にインスリン治
療中の患者では，運動前の血糖値が 100 mg/dL 未満の場合には吸収のよい炭水化物を
1〜2 単位摂取することが望ましい． グレード B コンセンサス
日常生活のなかで段階的に運動量を増やしていく．運動の前後に準備運動と整理運動
を行う． グレード B コンセンサス
運動の到達目標としては，頻度はできれば毎日，少なくとも週に 3〜5 回，中等度の強
度の有酸素運動を 20〜60 分間行うことが一般的には勧められる 5）
． グレード A

解 説
1

運動療法の効果

2 型糖尿病患者において心肺機能の低下は，心血管障害や死亡率に関連があると考えら
れている．運動療法が 2 型糖尿病患者の心肺機能に及ぼす影響についての研究のメタアナ
リシスでは，平均して最大酸素摂取量の 50〜75％の強度の運動を 1 回約 50 分間，週に 3〜
4 回，20 週間行った場合，最大酸素摂取量は有意に増加（11.8％）したと報告されている 1）
．
さらに 2 型糖尿病患者は，インスリン抵抗性や肥満，高血圧，脂質代謝異常を伴ってい
る場合が多く，運動療法によってこれらの異常が改善されるとともに血糖コントロールが
改善する 2〜18）
．8 週間以上の運動療法を行った研究のメタアナリシスでは，有意な体重減少
は認められないにもかかわらず，HbA1c は有意に改善（約−0.6％）したと報告されている 5, 8）
．
また，HbA1c と心肺機能の改善には，高い強度の運動が有効であった 1）
．糖尿病の診断か
ら早期の患者においては，運動療法を追加しても，食事療法による改善以上の効果はみら
れなかったとの報告もあり 22）
，運動療法による血糖値改善効果は，糖尿病の時期やコント
ロール状態によっても異なる可能性があるが，一般的には，糖尿病治療において運動療法
は食事療法と組み合わせることにより，さらに高い効果が得られると考えられている．ま
た，いわゆる「運動療法」のみならず，日常生活において身体活動量を増加させることも
効果的であると考えられている．
1 型糖尿病患者においても運動により血糖値は低下するが，運動の長期的な血糖コント
ロールへの効果は不明である．しかしながら，糖尿病患者は心血管疾患を生じるリスクが高
く，運動によりこれらのリスクを減少させると同時に，生活の質を高めるなど血糖コント
ロール以外の効果が期待されるため，運動の強度が中等度以下の運動療法は勧められる 20, 21）
．
合併症がなく，血糖コントロールが良好であれば，インスリン療法や補食を調整すること
により，いかなる運動も可能である．
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運動療法

その他，糖尿病患者において運動療法は，圧反射の感受性 2）を改善する．一方，血管の
内皮機能や硬さに対しては改善するとの報告が多いが，脈波伝播速度は変化しなかった 3）
との報告もある．また，血中アディポネクチン濃度に関しては，変化しないとの報告 16）と，
増加したとの報告 a）がある．

2

運動療法の実際

冠動脈疾患の予防につながる運動の効果は，主としてエネルギー総消費量と関係がある
といわれている b）
．運動の強度は，運動中の酸素摂取量や心拍数ならびに自覚的運動強度
（Borg 指数）などで表わされるが，一般に中等度の運動とは，最大酸素摂取量の 40〜60％，
あるいは個人の安静時の心拍数から最大心拍数に至るまでの 50〜70％程度であるものを指
し，自覚的には「ややきつい」と感じる程度である．個人の最大心拍数は段階的運動負荷
試験で決定されるべきではあるが，簡易的には“220 − 年齢”で推定できる．また運動強度
50％のときの心拍数は“138 − 年齢/2”で推定できる．ただし，糖尿病神経障害を伴う場合
や高齢者では，脈拍数を指標に運動強度を決定することは，不正確であったり危険を伴っ
たりする可能性もある．中等度以上の運動療法を行う際には，運動による望ましくない副
作用や循環器系合併症の多くは運動の開始時か終了時に生じるため，運動の前後に各々約
5 分間の準備運動ならびに整理運動を行ったほうがよい．
近年，レジスタンス運動の有用性が注目されている c）
．レジスタンス運動では，筋肉量や
筋力を増加させる 9）とともにインスリン抵抗性を改善し 11, 13, 15）
，血糖コントロールを改善す
る 9〜11）
．一般的には週に 2〜3 日，主要な筋肉群を含んだ 8〜10 種類のレジスタンス運動を
10〜15 回繰り返す（1 セット）ことより開始し，徐々に強度やセット数を増加させていくこ
とが推奨されている d）
．有酸素運動単独，レジスタンス運動単独と，それらの組み合わせを
比較した検討では，HbA1c 低下に相加的な効果を認めたとの報告とともに 17, 18）
．併用により
HbA1c 低下において有効性が高まることも示された 19）
．レジスタンス運動の有効性が，有
酸素運動に劣らないことが示され，有酸素運動の持続が困難な患者での選択肢となる可能
性がある．しかし，高強度のレジスタンス運動は，虚血性心疾患などの合併症患者では不
適切であり，高齢者においても有効性を示すエビデンスはあるものの 9, 10）
，実際に行うこと
は困難であることから，レジスタンス運動における最低限必要な強度と量が明らかにされ
る必要がある．
運動療法の進め方は，個人の基礎体力，年齢，体重，健康状態などにより異なるが，最
初は歩行時間を増やすなど無理のない程度に身体活動量を増加させることより始め，段階
的に運動量を増加させていく．さらに，患者の嗜好にあった運動を取り入れるなど，安全
かつ運動の楽しさを実感できるように工夫することにより，運動療法の継続が期待される．
歩数計の利用は，糖尿病患者でも身体活動を増やす有効な手段となる可能性がある．運動
は実生活のなかで実施可能な時間であればいつ行ってもよいが，食後 1〜2 時間ころに行う
と食後の高血糖が改善する．運動療法の目標として一般的には，運動強度が中等度で持続
時間が 20〜60 分程度の有酸素運動が勧められる．また，糖尿病患者での糖代謝の改善は運
動後 12〜72 時間持続することから，少なくとも週 3〜5 日間の運動が必要である 5）
．たとえ
ば，体重 60 kg の人では 1 日に 50 分程度のウォーキング（速歩）または 20 分程度のジョギ
ングを週 5 日行った場合，運動による消費エネルギーは 1 週間に約 1,000 kcal 程度となる．
2 年間観察を行った研究では，運動強度（METs）と運動時間（時）の積で表される身体活動
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量の単位「エクササイズ」
（METs・時）が週あたり 10 を超えたエネルギー消費の運動増加
を持続することで冠動脈疾患リスクが改善し，20 を行えばその他のリスクを含めて有用な
運動効果が得られたとしている 23）
．有酸素運動に関しては，運動を分割したほうが糖代謝
を改善したとの報告 24）もあり，持続的運動である必要は必ずしもないと考えられる．また，
連続グルコース・モニタリング（continuous glucose monitoring：CGM）による解析では，
単回の運動後 24 時間において，高強度の運動より低強度の運動において，血糖値の低下が
みられたとの報告もある 25）
．

3

合併症のある糖尿病患者における運動療法

合併症のある糖尿病患者では，運動の強度，量，種類に配慮する必要がある d）
．
心血管疾患のある者やそのリスクが高い場合は，負荷心電図などによる評価が必要であ
る．治療が不十分な増殖網膜症では，高強度の有酸素ならびにレジスタンス運動（収縮期血
圧を大幅に上げる）や頭位を下げる運動は眼圧を上げるため，また身体に衝撃の加わる運動
は網膜出血のリスクを上げるため，避けるべきである．運動は，糖尿病腎症患者の身体機
能と QOL を向上させ，透析患者においても有効である．しかしながら，心血管事故防止
などの安全性の観点からは，血圧を高度に上げる（収縮期血圧 180〜200 mmHg）運動は避
けるべきであり，進行した腎機能障害の患者を除いては，有酸素運動を主体とした中等度
までの運動が推奨されると思われる．近年，アルブミン尿を含めた蛋白尿と冠動脈疾患と
の関連が明らかになっており，運動開始前には心血管疾患の評価を行う必要がある．重篤
な末梢神経障害を有する患者では下肢への荷重運動を控える必要があり，水泳やサイクリ
ング，上半身運動などが勧められる．足病変に対してハイリスクの場合にはフットケアが
重要である（
「10．糖尿病足病変」参照）
．自律神経障害を有する患者では運動中に血圧低下
や上昇を起こしやすく，また運動中に突然死や無症候性心筋梗塞などの合併症を起こすお
それもあるため，慎重に運動療法を進めていく．また，高齢者や肥満者においては腰椎や
下肢関節の整形外科的疾患を伴う場合が多く，このような場合，筋力の増強を図るととも
に，水中歩行，椅子に座ってできる運動，腰痛体操を勧めるなどの配慮が必要である（
「18．
高齢者の糖尿病」参照）
．

4

運動と血糖値の変化

健常者では中等度の強度の運動を行った場合，血液中のブドウ糖は骨格筋に取り込まれ
て利用されるが，インスリンの低下とグルカゴンの上昇により肝臓での糖産生が増加する
ことで血糖値はほとんど変化しない．
2 型糖尿病患者が同様の運動を行った場合，インスリンの低下が起こりにくいため肝臓
での糖産生は増加しにくいことに加え骨格筋での糖利用は増加するので，運動中の血糖値
は低下する．この血糖低下作用は，インスリンやスルホニル尿素薬で治療中の患者では増
大し低血糖を起こすリスクが高まる e）
．また，運動終了後においてもグリコーゲン合成やイ
ンスリン感受性の亢進により血糖値は低下する．そのため，インスリンや経口血糖降下薬
（特にスルホニル尿素薬）で治療中の患者では，運動中のみならず運動当日〜翌日にも低血
糖を生じるおそれがある．したがって，速効型あるいは超速効型インスリンにて治療して
いる症例では運動前のインスリン投与量を，中間型あるいは混合型インスリンにて治療し
ている場合は朝食前のインスリン投与量を運動量に合わせて減量するなどの調節を要する．
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運動療法

インスリン投与量の調節は運動強度や運動の持続時間により異なるが，投与インスリン量
を 1/2〜2/3 に減量するのが一般的である．夕方以降に運動を行う場合には夜間の低血糖
のリスクが高まることに注意する．
一方，インスリン欠乏状態で全身性の強い運動を行った場合，肝臓での糖産生の増加は
正常に生じるが，糖利用が障害されるために運動中または運動後にかえって血糖値は上昇
し，ケトーシスを生じる可能性がある．1 型糖尿病患者でケトーシスを起こしやすい症例
などでは運動に際してインスリン投与量をあまり減らさず，補食で調整するとよい場合が
ある．
インスリン療法を行っている患者では，運動誘発性の低血糖を起こすリスクがあるため，
インスリン投与法，運動の時間帯，持続時間，運動量の調整が必要である．運動療法を行
う時間帯については，強化インスリン療法中の 1 型糖尿病患者においては早朝空腹時に行
うのが最も低血糖が少ないとの報告 26）があるが，朝食後に行うと食後の血糖コントロール
が改善するとの報告 27）もある．また，1 型糖尿病患者において，持続的な中等度の運動中
に間欠的な高強度の運動をはさむことで血糖値の低下が抑制されたとの報告がされた 28）
．
インスリン投与量の調整の標準化は難しく，患者自身の経験に基づいて調整する必要があ
る．そのため，運動前，運動中，運動後の血糖自己測定を行い，運動による血糖値の変化
を把握し，食物摂取やインスリン療法の調整または運動療法の変更などで患者自身が対応
しなければならず，運動が血糖値に与える影響を理解する必要がある．
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13） Ishii T, Yamakita T, Sato T et al：Resistance training improves insulin sensitivity in NIDDM subjects without altering maximal oxygen uptake. Diabetes Care 21：1353-1355, 1998 レ
レベル❸
ベル❸

14） Yamanouchi K, Shinozaki T, Chikada K et al：Daily walking combined with diet therapy is a
useful means for obese NIDDM patients not only to reduce body weight but also to improve
insulin sensitivity. Diabetes Care 18：775-778, 1995 レ
レベル❸
ベル❸
15） Cuff DJ, Meneilly GS, Martin A et al：Effective exercise modality to reduce insulin resistance
in women with type 2 diabetes. Diabetes Care 26：2977-2982, 2003 レ
レベル❶
ベル❶

16） Yokoyama H, Emoto M, Araki T et al：Effect of aerobic exercise on plasma adiponectin levels
and insulin resistance in type 2 diabetes. Diabetes Care 27：1756-1758, 2004 レ
レベル❸
ベル❸

17） Snowling NJ, Hopkins WG：Effects of different modes of exercise training on glucose control
and risk factors for complications in type 2 diabetic patients：a meta-analysis. Diabetes Care
29：2518-2527, 2006 レ
レベル❸
ベル❸
18） Sigal RJ, Kenny GP, Boulé NG et al：Effects of aerobic training, resistance training, or both on
glycemic control in type 2 diabetes：a randomized trial. Ann Intern Med 147：357-369, 2007

レベル❶
レ
ベル❶

19） Church TS, Blair SN, Cocreham S et al：Effects of aerobic and resistance training on hemoglobin A1c levels in patients with type 2 diabetes：a randomized controlled trial. JAMA 304：

2253-2262, 2010 レ
レベル❶
ベル❶
20） Mosher PE, Nash MS, Perry AC et al：Aerobic circuit exercise training：effect on adolescents
with well-controlled insulin-dependent diabetes mellitus. Arch Phys Med Rehabil 79： 652657, 1998 レ
レベル❸
ベル❸
21） Laaksonen DE, Atalay M, Niskanen LK et al：Aerobic exercise and the lipid profile in type 1
diabetic men：a randomized controlled trial. Med Sci Sports Exerc 32：1541-1548, 2000 レ
レベル❶
ベル❶

22） Andrews RC, Cooper AR, Montgomery AA et al：Diet or diet plus physical activity versus
usual care in patients with newly diagnosed type 2 diabetes：the Early ACTID randomised
controlled trial. Lancet 378：129-139, 2011 レ
レベル❶
ベル❶

23） Di Loreto C, Fanelli C, Lucidi P et al：Make your diabetic patients walk：long-term impact of
different amounts of physical activity on type 2 diabetes. Diabetes Care 28：1295-1302, 2005

レベル❸
レ
ベル❸

24） Eriksen L, Dahl-Petersen I, Haugaard SB et al：Comparison of the effect of multiple shortduration with single long-duration exercise sessions on glucose homeostasis in type 2 diabetes

mellitus. Diabetologia 50：2245-2253, 2007 レ
レベル❶
ベル❶
25） Manders RJ, Van Dijk JW, van Loon LJ： Low-intensity exercise reduces the prevalence of
hyperglycemia in type 2 diabetes. Med Sci Sports Exerc 42：219-225, 2010 レ
レベル❶
ベル❶
26） Ruegemer JJ, Squires RW, Marsh HM et al：Differences between prebreakfast and late afternoon
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glycemic responses to exercise in IDDM patients. Diabetes Care 13：104-110, 1990 レ
レベル❶
ベル❶
27） Yamanouchi K, Abe R, Takeda A et al：The effect of walking before and after breakfast on
blood glucose levels in patients with type 1 diabetes treated with intensive insulin therapy.

Diabetes Res Clin Pract 58：11-18, 2002 レ
レベル❶
ベル❶
28） Guelfi KJ, Jones TW, Fournier PA：The decline in blood glucose levels is less with intermittent high-intensity compared with moderate exercise in individuals with type 1 diabetes. Diabetes Care 28：1289-1294, 2005 レ
レベル❶
ベル❶
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（Silver Spring）16：241-256, 2008
b） Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA et al：Exercise standards for testing and training：a
statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation
104：1694-1740, 2001
c） Gordon BA, Benson AC, Bird SR et al：Resistance training improves metabolic health in type
2 diabetes：a systematic review. Diabetes Res Clin Pract 83：157-175, 2009
d）Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B et al：Exercise and type 2 diabetes：the American College of
Sports Medicine and the American Diabetes Association：joint position statement. Diabetes
Care 33：e147-e167, 2010
e） Galbo H, Tobin L, van Loon LJ： Responses to acute exercise in type 2 diabetes, with an
emphasis on metabolism and interaction with oral hypoglycemic agents and food intake.
Appl Physiol Nutr Metab 32：567-575, 2007
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方

法

結

果

1）Boule NG et al, 2003
8 週間以上運動療法を行った 2 有酸素運動療法（最大酸素摂取
メタアナリシス 型糖尿病（9 の RCT）
（266 人） 量の 50〜75％，平均：1 回 49
分，週 3.4 回，20 週間）132 人
レベル❶
レ
ベル❶
vs 対照 134 人

最大酸素摂取量が 11.8％増加
した．運動量より運動強度が心
肺機能と HbA1c の改善と関連
した

2）Loimaala A et al, 2003
フィンランド．2 型糖尿病男性 最大酸素摂取量の 65〜75％の
RCT （53.3±5.1 歳）
（49 人）
運動を週 2 回＋筋力トレーニ
ン グ 週 2 回（24 人 ）vs 対 照
レベル❶
レ
ベル❶
（25 人）
［12 ヵ月間］

最 大 酸 素 摂 取 量 の 増 加（1.9
mL/kg/min）， 筋 力 増 強 ，
HbA1c 改善（−0.6％）
，圧反
射感受性の改善

3）Loimaala A et al, 2009
フィンランド．2 型糖尿病男性 最大酸素摂取量の 65〜75％の
RCT （52.3±5.6 歳）
（48 人）
運動を週 2 回＋筋力トレーニ
ン グ 週 2 回（24 人 ）vs 対 照
レベル❶
レ
ベル❶
（24 人）
［24 ヵ月間］

脈波伝播速度（PWV）は変化し
なかった. 最大酸素摂取量の増
加（2.9mL/kg/min），筋 力 増
強，HbA1c 改善（−0.6％）
，
レプチンの低下（−0.7μg/L）

4）Umpierre D et al, 2011
12 週間以上運動療法を行った 有酸素運動，レジスタンス運 HbA1c は，対照と比較し，有酸
メタアナリシス 2 型 糖 尿 病（ 47 の RCT） 動，または有酸素運動＋レジス 素運動（−0.73％）
，レジスタン
タンス運動
ス運動（−0.57％），有酸素運
レベル❶
レ
ベル❶ （8,538 人）
動＋レジスタンス運動
（−0.51％）
で低下した．週 150 分を超え
た運動群で，150 分以下の運動
群より低下した．運動に対する
アドバイスは，食事のアドバイ
スと同時にすることで，有効で
あった
5）Boule NG et al, 2001
8 週間以上運動療法を行った 2 運 動 療 法（ 154 人 ）vs 対 照 体重減少は有意ではなかった
メタアナリシス 型糖尿病（11 の RCT）
（156 人）
が，HbA1c は改善（−0.66％）
した
レベル❶
レ
ベル❶
6） Balducci S et al（ IDES）, イタリア．606 人の 2 型糖尿
2010
病（58.8 歳）
RCT
レベル❶
レ
ベル❶

対照（303 人）
，有酸素運動＋ HbA1c（− 0.30％ ），収 縮 期
レジスタンス運動（303 人）
（両 （−4.2mmHg）と拡張期（−1.7
群 と も structured exercise mmHg）血圧，HDL-C（＋3.7
のカウンセリングあり）
［12 ヵ mg/dL）
，LDL-C（−9.6mg/dL）
，
月間］
ウエスト周囲径（−3.6cm），
BMI， HOMA-IR， hs-CRP が
対照群と比較し改善した．対照
群でも運動量は増加したのでカ
ウンセリングは有効であった
が，心血管疾患リスク因子の改
善は限定的であった

7）Balducci S et al, 2010
イタリア．メタボリックシンド 対照（20 人）
，低強度の有酸素
RCT ロームを伴う 2 型糖尿病（40 運動（カウンセリングのみ）
（20
（82 人）
人）
，高強度の有酸素運動（20
レベル❶
レ
ベル❶ 〜75 歳）
人）
，高強度の有酸素運動＋レ
ジスタンス運動（22 人）
（カロ
リー消費は高強度有酸素運動群
と同等）
［12 ヵ月間］

HbA1c は，運動群すべてで低
下．体重はすべての群で低下し
なかったが，HOMA-IR と hsCRP は，高強度の運動をした
2 群で有意に低下した

8）Thomas DE et al, 2006
運動療法を行った 2 型糖尿病 有酸素運動，レジスタンス運 運動は，体重減少を伴わないで
メタアナリシス （14 の RCT）
（377 人）
動，または有酸素運動＋レジス も，血糖コントロールを改善し
タンス運動［8 週〜12 ヵ月間］（HbA1c −0.6％）
，内臓およ
レベル❶
レ
ベル❶
び皮下脂肪の減少，トリグリセ
ライドの低下，コレステロール
と血圧は不変
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論文コード

対

象

4

方

法

9）Dunstan DW et al, 2002
オーストラリア．高齢肥満 2 型 1 回 45 分間，週 3 回，6 ヵ月
RCT 糖尿病（60〜80 歳）
（29 人） 間の高強度レジスタンス運動＋
体重減少（16 人）vs 体重減少
レベル❶
レ
ベル❶
のみ（13 人）

結

運動療法

果

HbA1c の 改 善 （− 1.2± 1.0
％），除脂肪体重の増加（0.5
±1.2kg）
，体重減少は両群で
同様，空腹時血糖，インスリ
ン，脂質，血圧は不変

10）Castaneda C et al, 2002 スペイン系米国人．高齢肥満 2 1 回 45 分間，週 3 回，16 週 HbA1c の改善（−1.1％）
，収
RCT 型糖尿病患者（66±8 歳）
（62 間の高強度レジスタンス運動 縮期血圧の低下（−9.7±1.6
（31 人）vs 対照（31 人）
mmHg）
，骨格筋グリコーゲン
レベル❶
レ
ベル❶ 人）
貯蔵量増加
11）Cauza E et al, 2005

オーストリア．2 型糖尿病患者 2 セット（10〜15 回の繰り返
RCT （平均 57 歳）
（39 人）
し運動）週 3 回のレジスタンス
運動（22 人）vs 15〜30 分間，
レベル❶
レ
ベル❶
週 3 回の最大酸素摂取量の
60％ の 有 酸 素 運 動（17 人 ）
［4 ヵ月間］

レジスタンス運動において
HbA1c（−1.2％），空腹時血
糖 値（− 57mg/dL）の 低 下 ，
HOMA-IR 改善（−1.96）
．総コ
レステロール（−23mg/dL）
，
LDL-C（−14mg/dL）
，トリグ
リ セ ラ イ ド（− 79mg/dL），
HDL-C（5mg/dL）の改善

12）Kelley GA et al, 2007
8 週およびそれ以上の有酸素運 運動療法（平均 15.1 週，週 4.2 LDL-C は約 5％の低下．総コ
メタアナリシス 動を行った 2 型糖尿病（7 の 回，最大酸素摂取量の 68.3％， レステロール，HDL-C，総コ
（220 人）
1 回 47.1 分）
レステロール/HDL-C，トリグ
レベル❶
レ
ベル❶ RCT）
リセライドは変化しなかった．
HbA1c は低下傾向を示した
13）Ishii T et al, 1998
日本．非肥満 2 型糖尿病（51.9 週 5〜6 回のレジスタンス運動 グルコースクランプ法によるイ
（17 （9 人）vs 対照（8 人）
非ランダム化比較試験 ±8.2 歳）
（BMI 22kg/m2）
［4〜6 週 ンスリン抵抗性の改善（GDR
間］
の 3.3mg/kg/min の 増 加 ）が
レベル❸
レ
ベル❸ 人）
認められた
14）Yamanouchi K et al, 1995 日本．肥満 2 型糖尿病（41.6 1 日 1 万 歩 以 上 の 歩 行 （14 グルコースクランプ法によるイ
（24 人）
非ランダム化比較試験 ±3.5 歳）
人）vs 対照（10 人）
［6〜8 週 ンスリン抵抗性の改善（GIR の
間］
1.6mg/kg/min の増加）が認め
レベル❸
レ
ベル❸
られた
カナダ．閉経後肥満 2 型糖尿 1 回 75 分間，週 3 回，
（有酸
（28 人） 素 運 動 の み 9 人 ，有 酸 素 運
RCT 病女性（63.4±2.2 歳）
動＋レジスタンス運動 10 人，
レベル❶
レ
ベル❶
対照 9 人）
［16 週間］

15）Cuff DJ et al, 2003

有酸素運動＋レジスタンス運動
群において，グルコースクラン
プ法によるインスリン抵抗性の
改善（GIR の 1.82mg/kg/min
の増加）が認められた

16）Yokoyama H et al, 2004 日本．2 型糖尿病患者（54.2± 3 週間の食事＋運動療法（29 食事＋運動療法にて HOMA-IR
（40 人）
非ランダム化比較試験 12.6 歳）
人）vs 食事療法のみ（11 人） の低下（−1.3）
，グルコースク
ランプ法にて評価したインスリ
レベル❸
レ
ベル❸
ン 感 受 性 は 改 善（GIR の 1.3
mg/kg/min の増加）．血中ア
ディポネクチンは不変
17）Snowling NJ et al, 2006 比較を伴うスーパーバイズ下の 有酸素運動，レジスタンス運 有酸素運動，レジスタンス運
メタアナリシス 運動療法（有酸素運動，レジス 動，有酸素運動＋レジスタンス 動，有酸素運動＋レジスタンス
運動において HbA1c に対して
レベル❸
レ
ベル❸ タンス運動，または両方）を 運動［5〜104 週間］
行った 2 型糖尿病（27 の con改善効果を認めた．有酸素運
trolled trials，18 の RCT を
動＋レジスタンス運動の意義に
含む）
（1,003 人）
ついては，結論に至らなかった
カナダ．2 型糖尿病（39〜70 45 分の有酸素運動（最大心拍
（251 人）
RCT 歳）
数の 75％）
（60 人）
，レジスタ
ンス運動（64 人）
，および両方
レベル❶
レ
ベル❶
（64 人）
，週 3 回 vs 対照（63
人）
［22 週間］

18）Sigal RJ et al, 2007

有酸素運動単独およびレジスタ
ンス運動単独で HbA1c は改善
した．さらに，有酸素＋レジス
タンス群は，単独群より
HbA1c を改善した
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19）Church TS et al, 2010
米国．2 型糖尿病（262 人） 対照（41 人）
，有酸素運動（72 HbA1c は，対照と比較し，有
RCT （55.8±8.7 歳）
人），レ ジ ス タ ン ス運動（73 酸素運動＋レジスタンス運動
人）
，または有酸素運動＋レジ （−0.34％）でのみ有意に低下
レベル❶
レ
ベル❶
スタンス運動（76 人）
（運動の し，有酸素運動（−0.24％）と
3 群は，週あたりほぼ同時間の レジスタンス運動（−0.16％）
運動を行った）
［9 ヵ月間］
は有効でなかった
20）Mosher PE et al, 1998
米国．1 型糖尿病（17.2±1.2 週 3 回，1 回 45 分のサーキッ 体脂肪率の低下，HbA1c（−1.0
前後比較試験 歳）
（10 人）
，健常者（10 人） ト・有酸素運動［12 週間］
％）低下，LDL-C（−14mg/dL）
低下．総コレステロール，トリ
レベル❸
レ
ベル❸
グリセライド不変
21）Laaksonen DE et al,
2000

フ ィ ン ラ ン ド ． 1 型 糖 尿 病 週 4〜5 回，1 回 30〜60 分の
（32.5±5.7 歳）
（42 人）
有 酸 素 運 動（20 人 ）vs 対 照
RCT
（22 人）
［12〜16 週間］
レベル❶
レ
ベル❶

HDL/LDL 比（20％）増加，ト
リグリセライド（−15％）低
下，アポ B（−11％）低下が認
められた．HbA1c 不変

22）Andrews RC et al, 2011 英国．試験開始前の 5〜8 月以 対照（99 人）
，食事療法（248 HbA1c は，対照に比較し 6 ヵ
RCT 内 に 診 断 さ れ た 2 型 糖 尿 病 人）
，食事＋運動療法（246 人） 月で，食事療法（−0.28％）と
（593 人）
［12 ヵ月間］
食事＋運動療法（−0.33％）で
レベル❶
レ
ベル❶ （30〜80 歳）
改善し，12 ヵ月でも効果は維
持された．しかし，食事療法単
独と比較し，運動療法の効果は
認められなかった
23）Di Loreto C et al, 2005
英国．2 型糖尿病（62±1 歳） 身体活動に関するカウンセリン
前後比較試験 （179 人）
グ介入．エネルギー消費増加
（2 年間）レベルに基づき 6 群
レベル❸
レ
ベル❸
に分類

週あたり運動強度（METs）と運
動時間（時）の積が 10 を超えて
エネルギー消費量が増加した群
では，HbA1c，血圧，総コレ
ステロール，トリグリセライ
ド，10 年での冠動脈疾患リス
クが改善，20 以上ではさらに
体重，ウエスト周囲径，空腹時
血糖，血清 LDL-C，HDL-C の
改善をみた

24）Eriksen L et al, 2007
オランダ．2 型糖尿病（50〜 最大酸素摂取量の 60％の運動
RCT 70 歳）
（18 人）
を 1 日あたり 10 分を 3 回（9
人）vs 30 分を 1 回（9 人）
［5
レベル❶
レ
ベル❶
週間］

心肺機能の改善（亜最大運動負
荷での心拍数および血漿乳酸濃
度の低下，最大酸素摂取量の増
加）はほぼ両群で同等であった．
空腹時血糖値およびブドウ糖負
荷試験においては運動 10 分を
3 回した群において改善した
が，30 分を 1 回した群では変
わらなかった

25）Manders RJ et al, 2010 オランダ．9 人の 2 型糖尿病 最大酸素摂取量の 35％の 60
RCT （57±2 歳）
分の単回の有酸素運動 vs 最大
酸素摂取量の 70％の 30 分の
レベル❶
レ
ベル❶
単回の有酸素運動（消費カロ
リーは同等）
［クロスオーバー
試験］

運動後 24 時間の連続グルコー
ス・モニタリング（CGM）では，
低強度の運動でのみ有意に血糖
を低下させた．さらに，高血糖
の頻度も高強度の運動より低強
度の運動で少なかった

26）Ruegemer JJ et al, 1990 米国．1 型糖尿病（6 人）
RCT
レベル❶
レ
ベル❶

朝食前または午後 4 時に 30 分 朝食前の運動療法では運動誘発
の最大酸素摂取量の 60％程度 性低血糖のリスクが少なかった
の運動［クロスオーバー試験］

27）Yamanouchi K et al, 2002 日本．1 型糖尿病（42.7±13.6 朝食前または朝食後に 30 分の 朝食後に歩行運動を行うほうが
RCT 歳）
（6 人）
歩行運動（最大酸素摂取量の 朝食後の血糖コントロールが良
50％未満の運動）
［クロスオー 好であった
レベル❶
レ
ベル❶
バー試験］
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28）Guelfi KJ et al, 2005
オーストラリア．7 人の 1 型糖 30 分 の 最 大 酸 素 摂 取 量 の
RCT 尿病
40％の持続的な運動 vs 最大
酸素摂取量の 40％の持続的な
レベル❶
レ
ベル❶
運動中，2 分おきに 4 秒の全
速力走を入れる［クロスオー
バー試験］

結

運動療法

果

中等度の運動に間欠的な高強度
の運動をはさむことで，運動量
が多いにもかかわらず中等度運
動単独と比較して血糖値の低下
が抑制された
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