
第5回そらまめ教室

自分の体力を知ることから始めよう！！
～自宅でできる運動療法～

東邦大学医療センター大橋病院 看護師 尾毛川 麻紀





運動で悪いサイクルを断ち切ろう！！



運動を始める前に

• 透析患者さんは心疾患・脳血管疾患・糖尿
病・末梢動脈疾患など様々な病気が合併して
いることが多い。

• 安全に運動が行えるよう評価が大切。

まずは自分の体をよく知ること！

運動を開始できる状態か主治医に確認！
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腎臓以外にあなたはどんな病気を持っていますか？

①腎臓以外に疾患がない

②心臓に疾患がある、または既往がある

③歩行が困難



いろいろな選択肢があります。
自宅だけではなく、普通のフィットネスクラブでの
トレーニングも可能でしょう。

水分摂取や栄養摂取に工夫が必要になりますが、
専門医療スタッフによる体力測定（心肺運動負荷試験など）、
に基づいたトレーニングプログラムをこなすことが
できるはずです。

ただし、透析をしている分体力がつきにくいことを
忘れずに慌てず頑張りましょう。

写真は透析をしながらトライアスロンに参加している
Shad Irelandさん。

腎移植に2回失敗した後20歳から11年かけて
トレーニングを積み見事トライアスロンを完走しました。

①腎臓以外に疾患がない



透析をしている人の死因の多くを占めるものが、
心疾患、脳血管障害です。

低栄養、筋力低下が心不全の悪化の原因の一つと
されています。

心臓疾患のある人が行っている
心臓リハビリテーションに積極的に参加することが
推奨されます。

②心臓に疾患がある、または既往がある



歩けない理由は様々ですが、残された運動能力、状態
に合わせたトレーニングを行うことは有用です。

リハビリテーションの専門機関を受診し、
専門家と一緒にプログラムを考えていきましょう。

③歩行が困難(脳梗塞や下肢のトラブル)



透析患者さんが運動する妨げとなる要因
がたくさんありますよね！

• 透析後の疲労感で身体活動量が低くなってしまうことに加えて･･･

週3回4時間透析を行うと
→1回の透析あたり5時間の安静が必要
→5時間×年間156回＝780時間
32日相当！！

透析の拘束による社交性の低下腎臓病やそのほかの合併症



運動だけではなく生活活動も高める事で
効率の良い身体活動おこないましょう！(時間の有効活用を！)

お買い物に歩く（20分）
掃除をする（15分～20分） ＝ 軽いジョギング（10分）



透析患者さんの筋肉骨格系が弱くなってしまう理由に
たんぱくとエネルギーの蓄積が減少しやすい事があげられます。
栄養士さんとの連携も運動療法には不可欠です！

栄養の取り方も運動療法の大切なポイントです。



運動を始めるための評価をするために必要な
項目を覚えましょう。

①METｓ（メッツ）

②嫌気性代謝閾値（けんきせいたいしゃいきち）

③Borg（ボルグ）指数



METs（メッツ）は「Metabolic equivalents」の略

運動を行った時に安静状態（座っているとき）の何倍の代謝（カロ
リー消費）をしているかを表したものです。
3METｓ相当の運動ができなくなってくると自立した生活が困難に
なってきます。



嫌気性代謝閾値（Anaerobic threshold：AT)とは
有酸素運動ができる限界の運動量で、METｓで
示すことができます。

心疾患患者ではAT レベル以上の運動強度で

体内のアドレナリン分泌の増加による心拍数や血圧の上昇，
心筋酸素消費量の増加

↓
左室駆出率の低下や不整脈などが生じやすくなる

↓
安全に心疾患患者が運動を行える運動強度の限界点！！

息切れしないで
話しながらできるレベルの
運動ともいえます



Borg指数とは：運動がどれほどきついか、自分の感覚で表したもの。
10倍すると心拍数になるとされています。

嫌気性代謝閾値



（METｓ）

METｓ、嫌気性代謝閾値、Borg指数の組み合わせて適切な
運動計画を立てることができます。



心肺運動負荷試験
主観であるBorg指数ではなく、呼吸ガスを測定することでより正確な
運動耐用能（体力）があるか、
嫌気代謝閾値（anaerobic threshold ; AT）があるか分かります。
スポーツ選手も計測してトレーニングに役立てています。



どんな運動をしたら良いか
①運動の種類

• 有酸素運動

ウォーキング、サイクリング・ラジオ体操

• レジスタンストレーニング

軽い筋トレ

２つ組み合わせて行うことが◎

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
合わせて行うことが推奨されている。

http://www.town.mashike.hokkaido.jp/menu/kakuka/chomin/mashike-walking/index.html
http://www.town.mashike.hokkaido.jp/menu/kakuka/chomin/mashike-walking/index.html


どの位行ったらよいか
②運動の頻度

• 有酸素運動

３～５日/週、２０分～60分/日

• レジスタンストレーニング

２～３日/週、10～15回反復1セット

色々な種類の運動を選ぶ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
運動の頻度については週2回未満であれば効果がえられず、週5回を超えてもほとんど有益性がないといわれている。



どの位の強さで行ったらよいか
③運動の強度＝嫌気性代謝閾値

①心肺運動負荷試験の結果をもとに設定

②自覚的運動強度

Borg11～13を目安に

会話ができるくらいの
息切れ



運動をする際の注意点①

• 血圧や脈拍、血糖値が安定している

• 透析間であるため急激な体重増加がない

（体重の６％以上又は主治医と相談）
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運動する際の注意点②

• ウォーミングアップ、クールダウンをしっかり
行う。

• 体の調子の良い時に行う。

• 食後すぐに行わない。

• 水分補給は適切に行う。

• 天候に合わせて行う。

• 適切な服装と靴で行う。

• シャントの外傷や閉塞をきたさないよう注意。

• 定期的に医師の診察を受ける。



運動する際の注意点③

• 無理をしないでこんな時は運動を中止して
休みましょう

①胸が痛い （狭心症発作?)
②息苦しい （心不全?)
③動悸がする (不整脈？)
④めまいやふらつきがする （血圧低下？)
⑤冷や汗（循環不良や低血糖?)

などの症状が出た時には運動を中止して
主治医へ相談、受診して下さい。



ウォーキングする時のポイント☆☆

歩幅はいつもより少し
広めに

まっすぐ前を見る
あごを引く

肩の力を抜いて
背筋を伸ばして

肘を曲げ
軽く腕を振る

着地は踵からつま先へ
通気性がよく、歩きやすい

服装と靴を選ぶ

https://www.photolibrary.jp/img212/134974_1470515.html
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実際にやってみよう！！

椅子から手を使わずに立ち上がれますか？？



自宅でできるレジスタンス運動をやってみよう！①
座位

• 椅子に浅く座り、背筋を伸ばす
• ゆっくり上げてゆっくり下す
• できるだけ膝を上げる

• 太ももを触りながら

• 足をしっかり上げたらつま先が
自分の方へ向くように意識

• ゆっくり上げ、上げきったら数
秒止めゆっくり戻す



自宅でできるレジスタンス運動をやってみよう！②

• 足は少し手前に引いて
• お辞儀をするように立ち上がる
• 4秒かけて立ち座り
• 座るときはお尻を突き出すようにゆっくり
• きつさの調整は座面の高さで

• 簡単な方は座面を低めに設定！
• 慣れてきたら、素早く立ち上がり

ゆっくり座るにチャレンジ！



自宅でできるレジスタンス運動をやってみよう！①
座位

つま先を上げる
• 足を肩幅程度に開く

• つま先を上げられる所まで
しっかり上げる

• 上げきったら1・2秒止めて
ゆっくり戻す

踵を上げる
注意点は同様



自宅でできるレジスタンス運動をやってみよう！②
立位

• ゆっくり上げ下げ
• 上で数秒止める
• つま先をしっかり上げる

• 上から引っ張られるような感じで
• ゆっくりあげてゆっくり下す

簡単な方は片足にチャレンジ！
※転倒しないよう必ずつかまりながら！



レジスタンストレーニング ポイント☆☆

• トレーニングしている部位を意識しましょう

• 反動はつけずにゆっくり行いましょう

• 息を止めないように気をつけましょう

→回数を数えながら行いましょう

• 無理のない程度に徐々に増やしていきましょう

→１０回１セットから、慣れてきたら回数・セット数
を増やしていきましょう



おわりに

リハビリのゴールは運動することではなく、

「自分らしく生きる事！」

体を動かし、疾患併発の予防、健康寿命(介護
されない)の延長、「自分がやりたいことができ
る体作り！！」



ご清聴ありがとうございました
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