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Summary
In Japan, basal metabolism and daily activity index were established for healthy people, but not for the
physically handicapped. In this study, we determined resting metabolic rate (RMR) on adults with cerebral palsy by indirect calorimetry to compare with RMR of healthy subjects, and found that the RMR of
the subjects with cerebral palsy was higher (1.3 to 1.9 folds) than that of the healthy subjects, as well
as daily energy intake. This study suggested that it is diﬃcult to justify the necessary energy allowance
of people with cerebral palsy because their daily activity index is estimated to be low with their poor
physical movement. This study also suggested that it is important to examine basal metabolism in the
physically handicapped, especially those with cerebral palsy.
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1．緒言

分類」がある。「麻痺別分類」では、単麻痺、片・対麻痺、

脳性麻痺（Cerebral Palsy; CP）は、脳の発達過程に

両麻痺、三肢麻痺、四肢麻痺に分類され、「臨床的型別

おいて非可逆的脳障害によって生じた運動および姿勢

分類」では、痙直型、不随意運動（アテトーゼ）型、失

異常の総称であり、独立した 1 疾患ではなく、 1 症候群

調型、弛緩型、強剛型、混合型に分類される２)。アテトー

とされる。通常、半永久的に持続し、非進行性である。

ゼは脳の錐体外路が障害を受けることによって引き起こ

CP の発症は、出生時の未熟児、仮死、黄疸が 3 大原因

される不随意運動であり、意識的な運動と無意識的な運

とされるが、出生前や周産期、出生後における種々の原

動のバランスが崩れてしまうため、運動の調節や協調の

因によって発症することが知られている

１)

。主な症状

として、精神薄弱（mental retardation; MR）、てんかん

制御ができない。また、CP 発症の70〜80％を占める痙
直型はアテトーゼを併発するものが多い３) 。

（epilepsy; Epi）、行動異常（behavior disorder; ED）が
あげられる。

また、痙直型は日常生活における些細な身体的活動に
対しても発汗が多く、疲労しやすいことや空腹をきたし

CP の病態分類には、「麻痺別分類」と「臨床的型別

やすいことから、消費エネルギーは健常者に比べて高い

（1）
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ことが推察される。Reilly et al.

４)

や Hogan ５) は小児 CP

REE=3.94xVO2 (ℓ/day) +1.11xVCO2 (ℓ/day)
4

4

のエネルギー摂取量は非常に高いことを報告している。
さらに、鈴木６) は肢体不自由者の基礎代謝が高いこと、
久我

７), ８)

3

は小児 CP の作業代謝 (R.M.R) は健常者に比べ

身体運動によるエネルギー消費量の測定
身体運動に基づいたエネルギー消費量の測定には、

て高いことを報告している。しかしながら、わが国にお

歩数にあわせて線形的に消費カロリーが計測される万

ける基礎代謝基準値や身体活動レベルは健常者を対象と

歩計（運動習慣測定器

したものであり、身体障害者に対する設定や基準は、日

SUZUKEN）を使用した。

カロリーカウンター e-style：

本人の食事摂取基準（2005年度版）の障害者施設におけ
る活用９) において、「一般に知的障害者では、健常者に

4

食事調査

比較して身体活動レベルが低いことが報告されているこ

20歳代 CP 痙直型の症例 A に対して、エネルギー代謝

とから身体活動レベルは1.50とする。重症心身障害者の

動態の測定日をはさんで、前後 3 日間の食事調査を24時

身体活動レベルは、アテトーシス型、痙直型のどちらの

間思い出し法によって実施した。得られたデーターはコ

タイプにおいても1.20とする。」さらに、基礎代謝基準

ンピュータソフト（APPRON：大阪市立環境科学研究

値については、「重症心身障害者ではアテトーシス型の

所附設栄養専門学校）を用いて解析し、 1 日の摂取エネ

場合には健常者と同じ値を用い、痙直型の場合には健常

ルギー量を算出した。

者の値の80% 前後とする。」としているが、具体的な数

5

値を示すための十分な根拠がないのが現状である。
そこで本研究では、身体障害者の CP 痙直型に対する
エネルギー代謝動態を調べ、基礎代謝基準値と比較する

有意差検定
有意差検定には t 検定を使用し、有意水準は 5 % とし

た。

ことによって身体障害者における身体活動の現状を検討
した。

Ⅲ．実験結果
1

Ⅱ．実験方法
1

エネルギー代謝動態の測定

健常者および CP 痙直型における RQ、REE および 1

調査対象者

日消費エネルギー量を表 1 に示した。CP 痙直型の REE

年齢階級が20〜30代の CP 痙直型に分類される男性 3

および 1 日消費エネルギー量は、健常者と比較して高値

名と20〜50代の健常者 3 名（男性 1 名、女性 2 名）を対

を示した。その中でも、CP 痙直型重度の男性は全身不

象とした。また、20代 CP 痙直型の症例を A とした。

随で電動車椅子を使用しているため、活動量は低いのに

調査対象者にはあらかじめ研究の目的、試験方法につ
いて十分説明した上で、自発的に試験参加を同意した調

もかかわらず、REE は健常者の男性よりも高値であっ
た。

査対象者に対して、ヘルシンキ宣言（1964年承認、2002
年追加）の精神に則り、大阪市立大学大学院生活科学研

表 1.

究科倫理委員会の承認の元に実施された。

2

健常者と CP 痙直型における呼吸商（RQ）、安静時エネ
ルギー代謝量（REE）、1日消費エネルギー量および body
mass index（BMI）

エネルギー代謝動態の測定
間接熱量計測定にはデルタトラックⅡ・代謝モニター

（フィンランド・ダーテックス社）を使用し、午前 9 時
〜11時の時間枠において調査対象者をそれぞれ30分間測
定した。また、測定体位は臥位とした。測定値は、測定
開始前30分間以上休息した後、約30分間の測定値を採用
した。間接熱量計によって得られた分時平均酸素消費量
（VO2）および分時平均炭酸ガス産生量（VCO2）から呼
4

一方、RQ は両群とも有意な差は認められなかったが、

4

吸商（RQ）と 1 日エネルギー消費量を測定した。さら

CP 痙直型における VO2および VCO2は、健常者と比較

に、安静時エネルギー代謝量（REE）の算出は、以下

すると高値を示した（図 1 ）。

4

10)

の Wier の尿中窒素排泄量を用いない変式 を使用した。
（2）

4
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値は、健常者を基準にした CP 痙直型の身体活動レベル
であることが推察される。さらに、CP 痙直型重度の男
性における身体活動レベルは1.8を示したことから、こ
れは、純粋な緊張のみの活動レベルであることが示唆さ
れる。
そこで、CP 痙直型のエネルギー消費量に見合ったエ
ネルギー必要量の算出方法を検討するためには、CP 痙
直型に対する身体活動レベルが必要となる。CP 痙直型
に対する基礎代謝基準値 Z は以下の式から算出される。
Y ＝α・Z ・X

⇒

Z

＝ Y/( α・X )

ここで、 1 日あたりの身体活動レベル（X ）は被験者
Fig. 1

健常者と CP 痙直型における平均酸素消費量（VO2）
および平均炭酸ガス産生量（VCO2）
4

4

自身の生活スタイルに基づいて決定した。すなわち、症
例 A では、学生であるため学校生活があり、毎日適度に
歩行すること、CP 痙直型軽度の男性は毎日決まった運

2

身体運動によるエネルギー消費量の測定

動を行っていないこと、また、CP 痙直型重度の男性は

症例 A の身体運動について万歩計を用いて測定したと

電動車椅子を使用していることから、身体活動レベルの
区分11) を用いて判定すると X はそれぞれ1.75（ふつう）、

ころ、消費カロリーは1644 kcal であった。

1.50（低い）、1.30（電動車椅子における座位が主な活動）

3

食事調査

とした。また、 1 日エネルギー消費量（Y）は間接熱量

症例 A の食事調査を実施したところ、 1 日の平均摂取

計測定によって得られた値を用いた。

エネルギー量は3216 kcal となった。小児 CP のエネル

これらを用いて得られた CP 痙直型に対する基礎代謝

ギー摂取量は高値を示す４, ５) ことがすでに報告されてい

基準値（Z ）を表 3 に示した。年齢別に区分すると、20

るように、今回、成人の症例であっても同様な結果が得

歳代および30歳代男性の痙直型の基礎代謝基準値は、そ

られた。

れぞれ45.3と29.7であることが示された。

4

表 3.

CP 痙直型における身体活動レベルおよび基
礎代謝基準値の算出

健常者の身体活動レベルをもとにして算出した
CP 痙直型の基礎代謝基準値

間接熱量計測定によって得られた REE から、CP 痙直
型の身体活動レベルを算出したものを表 2 に示した。
表 2.

健常者の基礎代謝基準値をもとにして算出した
CP 痙直型の身体活動レベル

さらに、症例 A の間接熱量計測定によって得られた 1
日消費エネルギー量は3847 kcal であったこと、万歩計
によって測定した消費カロリーは1644 kcal であったこ
とから、その差（2203 kcal）が CP における筋肉の緊張
および運動の調節や協調の制御ができないために引き起
1 日当たりの身体活動レベルの算出方法は以下の計算
式に基づいた。

こされる筋肉の運動による消費エネルギー量であること
が示唆された。

Y ＝α・Z・X
（X: 1 日当たりの身体活動レベル、Y: 1 日エネルギー消
費量、Z: 基礎代謝基準値、α: 体重）
しかしながら、基礎代謝基準値（Z）は健常者の基礎
11)

代謝基準値 を用いたため、この式から算出された X の

Ⅳ．考察

CP 痙直型における RQ は健常者に比べて有意な差は

認められなかったが、身体を動かしていなくても、VO2

（3）

4
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および VCO2は、健常者と比較すると高値を示した。

栄養基準量は健常者に比べて低い値を設定している。

4

CP 痙直型におけるエネルギー必要量の算出には、現

本研究で明らかにされたように CP 痙直型に対する基

在のところ、CP 痙直型に対する基礎代謝基準値が設定

礎代謝基準値は、同年代・同性の健常者における基礎

されていないために、健常者の基礎代謝基準値を用いな

代謝基準値よりも約1.3倍〜1.9倍高い値を示したことか

ければならない。また、「電動車椅子を使用しているこ

ら、各個人の特性にあわせた栄養指導において、身体障

とや、それほど運動しているように見えない」という外

害者の身体活動レベルおよび基礎代謝基準値を設定する

見上の判断から身体活動レベルを低く設定し、 1 日あた

ことは非常に重要なことであることが示唆された。

りのエネルギー必要量を決めることは好ましくない。実
際に、CP 痙直型のエネルギー摂取量は非常に高いため、
健常者の基準に基づいて算出したエネルギー必要量では
低栄養を引き起こす危険性がある。電動車椅子を使用し
ている CP 痙直型重度の男性は手首および足首から先を
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除いて随意運動が不可能なため、不随意運動と筋肉の緊
張を示す身体活動レベルを1.76と算出したところ、この
身体活動レベルは健常者ではふつうの身体活動レベルに
相当する。一方、これらに基づいて CP 痙直型に対する
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大記、

要旨：わが国における基礎代謝基準値や身体活動レベルは健常者を対象としたものであり、身体障害者に対する設
定や基準は作成されていない。そこで本研究では身体障害者の脳性麻痺（CP）痙直型に対するエネルギー代謝動態
を間接熱量計によって調べた。その結果、CP 痙直型の安静時エネルギー代謝量および 1 日消費エネルギー量は健常
者と比較して高値を示した。さらに、 1 日平均摂取エネルギー量も非常に高いことが認められた。そこで、間接熱
量計による測定値から CP 痙直型に対する基礎代謝基準値を算出すると、同年代・同性の健常者よりも1.3〜1.9倍高
い値を示した。CP 痙直型は身体活動が少ないという見かけ上の判断で身体活動レベルを低値に設定すると、エネル
ギー必要量が本来必要とする量よりも低く算出されてしまうことから、身体障害者に対する基礎代謝基準値を設定
することが非常に重要であることが明らかとなった。さらに、各個人の特性にあわせた栄養指導においても重要な
ファクターになることが示唆された。
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