
第5回 そらまめ教室

「笑って、動いて、健康管理」
～これならできる簡単な運動～



第5回 そらまめ教室

やってみよう！
透析中の運動

2018年4月22日
日産厚生会玉川病院 リハビリテーション科

理学療法士 喜古 勇



昔と今
これまでの考え方

運動制限

これからの考え方
運動療法

腎機能を悪化させない
ために安静が治療

適度な運動は腎機能を
保護するための治療



透析患者さんの
身体的な状況
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※地域在住者の平均を100とした時

運動機能



•運動機能は同年代の健常成人の
60～80％まで低下している

•運動機能は透析期間が長いとそれに
伴い徐々に低下してくる

齋藤正和・他．透析会誌40(2)：2007

運動機能②

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
⑧透析患者の身体的特徴は数々の報告がありますが健常成人と比して運動機能・QOLともに低下しており。透析期間に影響をうけます



生活動作

日本透析医学会 「図説 我が国の慢性透析療法の現況2009

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
昨年の平均年齢が約68歳なので



日常生活の自立度
動作に介助を要する患者さんの割合
•「入浴をする」（7.7％）
•「着替え」（4.9％）
•「室内を移動する」（4.8％）
•「排便をする」（3.3％）
•「食事をする」（2.4％）

一般社団法人全国腎臓病協議会2016

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日常生活の自立度を「不自由なくできる」から「まったくできないのでいつも手助けが必要」までの 5 段階の選択肢で質問した。「非常に難しいので時々手助けが必要」あるいは「まったくできないのでいつも手助けが必要」通院時につきそいを必要としているか否かについては、「たいていは一人で通院している」が 74.2％、「しばしば誰かにつきそってもらっている」が3.1％、「いつも誰かにつきそってもらっている」が12.8％であった。



運動の効果



効果が証明されているもの！！
•透析の効率が良くなる
•生活の質が良くなる
•歩行の機能が良くなる
•持久力が上がる

透析中の運動による効果



効果がある可能性があり！
•寿命がのびる
•心臓の働きがよくなる
•筋力と筋肉量が増加する
•睡眠の改善
•不安やうつの軽減

透析中の運動による効果②



運動習慣と生命予後
•運動習慣がない人は，ある人と比較して
死亡リスクが高い
•運動を行わないことは低栄養や心臓病と同程度
に長生きに影響する

O’Hare AM,et al:Am J Kidney Dis.2003 41: 447–454.   

対象者2837例
アンケート調査

活動群

非活動群
運動習慣がない人は60％増加する

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
⑦透析患者の運動習慣のない人はある人と比べて死亡リスクが高く。また運動を行わないことは低栄養や左室肥大と同程度に生命予後に影響します。週１回以上の定期的な運動習慣をもつ割合が多い施設ほど死亡率が低く，10％増加するごとに死亡リスクが9％低下したとの報告があります。しかし，これらの報告のように身体不活動が死亡リスクと強く関係することは証明されていますが実際の介入研究は少なく運動習慣を増やすことで死亡リスクを緩めるかは明らかではない．



運動習慣と生命予後②
日本による研究（282名の歩数）
•非透析日の歩数と生命予後

1日４０００歩が目安

Matsuzawa R.：J Ren Nutr. 2018 Jan;28(1):45-53.

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本邦での



•正直、透析中より非透析日のほうが
身体機能の改善効果は高いです

透析中にやる必要があるの？

：運動時間の改善率

：持久力の改善率A＝非透析日の
監視下運動

B＝透析中の運動
C＝自宅での運動
指導

D＝指導なし



透析中に運動する利点！！
•医療スタッフがいるから安心・安全
•運動と透析を一緒にやるため一石二鳥
•透析効率が改善
•改めて時間や場所をとらずに運動ができる

透析中にやる必要があるの？



運動を行う際の注意点①
運動するまえに主治医の先生に確認
体調の悪いときには休みましょう
頭痛･胸痛･冷や汗･脱力感などが
あれば、直ちに運動をやめて相談しましょう



安定していない心不全や最近の心臓の病気が
あるかたは基本的には中止
透析直前の運動は軽いものにする
透析直後の運動は禁止
透析中の運動は透析の前半2時間内に

運動を行う際の注意点②



運動の強度
•心拍数で考える場合は
安静時より20～30回/分以内

•自覚的な運動強度は
「楽である」～「ややきつい」
話しをしながらできる強さ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



運動を始める時間は
透析開始後30分～2時間以内

透析中の運動の流れ

準備運動
レジスタンス運動

有酸素運動
クールダウン

3～5分 3～5分10～60分



どんな運動がいいの？
ストレッチ

•準備運動、クールダウン

有酸素運動

•エルゴメーター、足踏み

レジスタンス（抵抗）運動

•重り、自分の体重



ストレッチ（体をねじる）

•両膝を立てて左右に倒す
5～10秒静止 左右各3回



•両足をそらし、
つま先を下に向ける
5～10秒静止
各5回

ストレッチ（足首をのばす）



ストレッチ（足の後ろをのばす）

•片膝を伸ばしながらもちあげる
5～10秒静止、左右各3回



有酸素運動

•交互に足踏みをする
30～50回を1セットとして体力に応じて増減



有酸素運動②

•両足を持ち上げて自転車をこぐように
20～50回を1セットとして体力に応じて増減



レジスタンス運動

•つま先を天井に向けたまま
両足を外にひらく
15回 1~3セット

•片膝を立てて、反対の膝
をのばしながらもち上げる
10回 1~3セット



レジスタンス運動②

•両足を曲げて、おしりを
持ち上げる
10～15回 1~3セット

•両足を曲げて、あたまを
持ち上げる
10～15回 1~3セット



当院の運動場面
•当日は日産厚生会玉川病院の透析室で実
際に運動療法が行われている様子が動画で紹
介されました。

•この資料では動画は割愛させていただきます。



運動中の事故
•運動中に気分の不快や体調不良者はいなかった
足のつりが数回認められた患者さんがいた

•これまで11名が実施しており、2名は途中で
やめてしまった。透析日や透析施設の変更などで
やむを得ずやめてしまったかたもいた



運動療法を行って・・・
患者さんの声
・膝の痛みが消えて歩くようになった
・浴槽の跨ぎ動作が楽になった
・自宅でも少し運動するようになった
・透析中は休みたいのに休めない
スタッフの声
・透析室に活気が出てきた
・患者の不定愁訴が減ったなど

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
㉛運動療法を行って，患者様からは膝の痛みが消えて歩くようになった．・浴槽の跨ぎ動作が楽になった・小走りができた・自宅でも少し運動するようになったなど良い声が聞かれました．逆に寝れないとの声を聞かれました．またスタッフから，透析室の雰囲気が変わった，患者さんの不満などの訴えが減ったなどいい声も聞かれました．



最後に
•まずは普段の歩数を確認してみてください

4000歩以上を目指しましょう！！
•透析中に運動する場合は必ず先生に相談を
してください
•運動は継続することが大切です

まずは出来る運動から
始めましょう！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
おわりにということで、今日のお話や実技はいかがだったでしょうが。運動効果の持続は3日以内に低下し1週間でほとんど消失すると言われていることからも、繰り返しにはなりますが運動は継続することがとても大切です。しかし、運動だけをやればいいという訳では決してなく運動療法に加え薬物療法・食事療法どれもかけてはいけません。ただ、なかなか運動が続かない時間がとれない…という方はまず先ほど例に挙げたような工夫はもちろんのこと、自分の出来る範囲の運動から一緒に初めてみていただければと思います。以上で運動療法についてのお話を終わりにします。ありがとうございました。



ここからは余談です



•透析中の運動をしていない20名
過去1年以内の転倒有無
あり 10名 無し 10名

•過去に転倒しているかたはしていない方と比べる
と今後転倒する可能性が2~6倍とも言われ
ている

当院でのアンケート



転倒の危険因子
•本人の特性など
バランス障害
筋力低下
視力障害
めまい
服薬（4つ以上）

•環境など
不適切な靴
滑りやすい床
暗すぎる照明
段差



•透析が長期間に及ぶことに伴い代謝性骨疾患
や骨代謝の異常による骨脆弱性となり骨折し
やすくなる
•特に転倒による足の骨折（大腿骨骨折）が
多く、地域在住の方と比較すると男性・女性とも
に発生率が約5倍も高くなる

骨折の頻度

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
二次性副甲状腺機能亢進症やアルミニウム骨症、アミロイド骨症などの腎性骨異栄養症や透析関連アミロイド症に伴う代謝性骨疾患、骨代謝が極端に低下した無形性骨などを合併し骨代謝の異常による骨脆弱性により骨折が発生しやすくなっている



転倒の悪循環

転倒
筋力低下

バランス能力低下

安静
活動性低下

転倒に対する
不安・恐怖感

骨折



対象者 有効なアプローチ

転倒リスクが明らかでない ・運動（個別、グループ）

・運動を含む複合的な治療

転倒リスクをある場合 ・包括的な評価と修正
（身体や環境）

・グループ運動

転倒予防のアプローチ

予防するには運動が大事！！



ご清聴ありがとうございました
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