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患者・家族、コミュニティと
透析医療者をつなぐ

気になる人がいたら
オフィス JOC（Japan Okan Consultant）代表
ホスピーグループ腎透析事業部

おかやま

岡山 ミサ子

職場に悩んでいる人がいたら、あなたはどん

た。そして、横並びで座りました。「最近どうし

なふうに声をかけていますか。私は自殺防止セ

たの？暗い表情だけど、あの患者さんのところ

ンターの電話相談員として、11 年間で 2,000

に行くとき、特に気になるよ」と私が問いかけ

人の悩みを聴いてきました。「誰にも本音を吐

ると、Aさんは「苦手なんです」
「行こうとする

き出せない」
「周りに心配かけたくない」
・・・。

とドキドキして、怖い」と話してくれました。ミ

そんな人から相談が来ます。悩んでいる人は遠

スが多く、遅刻をしていることもあるので 、
「眠

慮して悩みを打ち明けられないのです。 気づ

れている？」と尋ねてみました。Aさんは「あの

いたら声をかける 職場環境を目指しましょう。

患者さんのことを思うと眠れないんです」と少
し涙ぐみました。

私が 3 0 代の頃の話です。出勤したら同僚

私は上司に新人看護師 Aさんの状況を相談

から、
「新人看護師のAさんが 1 人で更衣室で

しました。しばらくその患者さんの担当から外

泣いていたよ」と耳打ちされました。そういえば

す配慮がなされました。

Aさんは近頃ミスが続いていて、遅刻も数回あ
りました。苦手な患者さんのところに行くと、

いつもと違うと感じたり、何か気になる人が

口数が少なくなり、表 情も暗かったのです。

いたら、声をかけましょう。誰もが気軽に声を

そんなとき、どんなふうに声をかけますか。

かけることで、話しやすい、相談しやすい職場

私は「ご飯、一緒に食べよ」と話しかけまし

になります。

岡山ミサ子『ケアする人をケアする本』
（株式会社 gene、2020）参照
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HOT TOPIC INTERVIEW

透析中運動療法の実際
ー明日から始めるための 5つのポイントー
令和 4年度診療報酬改定で透析時運動指導等加

まつざわ りょうた

算が認められた。
「慢性維持透析患者に対して透析

松沢 良太氏

中に療養上必要な運動療法を指導した」場合、開始

兵庫医科大学リハビリテーション学部
理学療法学科 講師
2009 年 北里大学医療衛生学部リハビリテーショ
ン学科理学療法学専攻卒業
2014 年 同大学院医療系研究科博士課程修了
さがみ循環器クリニック、北里大学病院を経て、
2019 年 兵庫医療大学リハビリテーション学部講師
2022 年より現職

日から 90日間、人工腎臓技術料に 75点が加算さ
れる1)。そこで日本腎臓リハビリテーション学会（以
下、腎リハ学会）で幹事を務める松沢良太氏に、透
析中運動療法の実際を聞いた。同氏は、定期的な
身体機能評価の重要性を強調する。

て頑張って指導していただく必要があるかと思います。
Point

1

Point

透 析患者の
「改善」が期待できる運動療法！

2

▶先生は以前から透析患者の運動療法に取り組まれて

「楽である」程度の軽い負荷からスタート

▶具体的に透析中どんな運動をするのですか。

きましたが、今回の加算をどう見ておられますか。

映像や音楽に合わせたベッド上での体操や、エルゴ

透析患者の全身状態を改善できる治療はあまりあり

メーター、セラバンドまたは重錘を用いたトレーニン

ません。運動療法は、例えば歩けなかった人を歩かせ

グがよいでしょう。エルゴメーターなどの有酸素運動

ることが可能です。国はそうしたエビデンスを評価し

と筋肉を鍛えるレジスタンス運動の組み合わせが理想

たのでしょう。透析による医療費圧迫が語られる中で

です。高齢者では特に筋力トレーニングが大切で、そ

加算が付いた点には、大きな期待を感じました。

れは「軽い負荷で始める」のがコツ。効果は重要です

▶ 75点という点数、90日という期間については？

が、継続も考えないといけません。運動終了後や翌日

点数の評価は難しいです。90日は短いですが、最短

に疲れや倦怠感が残らない程度、ボルグスケールで言

2カ月で効果が出たとの報告もあります。気になるの

うと通常の運動療法では「13. ややきつい」が目標です

は算定可能な職種に臨床工学技士（CE）
が含まれない

が、透析患者では「11. 楽である」程度を目指します。

2)

点 。全国で運動療法に携わるCEは少なくありません。

▶どの患者にも運動療法を勧めていいのでしょうか。

今後は、幅広い職種の関与を可能にしてほしいです。

絶対的禁忌と相対的禁忌は『腎臓リハビリテーショ

▶腎リハ学会主催の研修への参加が加算の要件です。

ンガイドライン』に記されています 3)。書籍または学会
ホームページのPDFに必ず目を通してください。禁忌

初回は7月31日にオンラインで行われ、4,000人以

に注意すれば、基本全例が実施可能だと思います。

上の医療関係者が参加しました。第2回は10月30日に
予定されています。内容はリハ職以外の職種にも分か

Point

りやすく構成されていました。理学療法士や作業療法

3

士が在籍する施設は少ないので、看護師が中心になっ

定期的な身体機能評価を施設の年中行事に

▶透析中いつも寝ている人が運動するでしょうか。
そこは工夫が必要です。命令一下、全員

表

参加で始める手はありますが、嫌がる人に

Short physical performance battery（SPPB）の採点方法

快適歩行テスト
（4m 歩行時間）
4.82 秒未満 4

椅子立ち座りテスト
（立ち座り 5 回）

立位バランステスト

無理に参加を強いることはできません。私
のお勧めは、全患者に身体機能評価を実施

タンデム：

10 秒以上

4

4

し、身体機能低下やフレイルを認めた場合

〜6.2 秒

3

タンデム立位：

3〜9.9 秒

3

〜13.69 秒

3

に運動指導を行うという方法です。これな

〜8.7 秒

2

セミタンデム立位：10 秒以上

2

〜16.69 秒

2

8.7 秒超

1

閉脚立位：

1

16.7 秒以上

1

実施困難

0

実施困難

0

実施困難

0

（Guralnik JM, et al.
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10 秒以上

11.19 秒未満

2020; 55: 221-231より一部修正）

ら患者さんも納得するでしょう。現在は身
体機能評価に点数はつきませんが、身体機
能の継続的観察は非常に重要です。施設の
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図

透析中運動療法のアルゴリズム（私案）
主治医が臨床的に安定していると判断
身体機能評価
SPPB < 9点

赤字：透析中運動療法
青字：透析前後あるいは自宅での運動指導

SPPB 㱢9点

重度の身体機能低下

身体機能低下なし
SPPB 低下項目の検討

活動量評価

歩行速度の低下

バランス機能の悪化

椅子立ち座り速度の低下

①歩行機能低下例

②バランス機能低下例

③筋力低下例

有酸素運動主体

バランストレーニング主体

筋力トレーニング主体

（日常生活指導）

（レジスタンス運動）

片脚立位
閉脚立位
タンデム立位
セミタンデム立位

重錘
セラバンド
ゴムチューブ、自重トレ

非透析日の歩数 㱢 4,000 歩 ・30 分以上の散歩 㱢 週 5 回
No

Yes

④活動量減少例
エルゴメーター
トレッドミル
ウォーキング
（歩数計を用いた指導）

活動量減少なし

有酸素運動主体
エルゴメーター
トレッドミル
ウォーキング（歩数計を用いた指導）

6カ月後または1年後の定期身体機能評価へ
（Matsuzawa R, Roshanravan B et al.

年中行事にしていただきたいですね。
▶身体機能評価とは、どんな検査を行うのですか。
Short physical performance battery(SPPB)がい

Point

5

2018; 196: 101-109より修正）

まず身体機能低下例と活動量減少例に分ける

▶専門家がいないので不安という声をよく聞きます。

いでしょう。4m 歩行時間、立位バランス機能、椅子

そういう施設は多いのですが、必要なのは専門家で

からの5回立ち座り時間を測定します
（表）
。満点を取

はなく、検査結果から最適な運動処方を導くアルゴリ

れないと
「軽度の身体機能低下」
、9点未満であれば「重

ズムだと思います。本当は「歩行速度が●秒だから▲

度の身体機能低下」と判定されます。SPPB実施が難

運動を■分行う」といった機械的なアルゴリズムが欲

しい患者では、日常生活の困難度を問う問診がありま

しいのですが、データがなく現時点では無理。私は、

す。椅子や床から立ち上がる／座る等の基本動作、距

日常活動量の評価とSPPB結果を組み合わせ、①歩行

離の異なる歩行動作、2階または3階分の昇降動作を、

機能低下例、②バランス機能低下例、③筋力低下例、

4)

5段階で評価するものです 。
Point

4

退院直後は運動療法開始の好機

▶透析中運動療法はどの程度有効なのでしょう。

④活動量減少例−に分け、軸となる運動療法を提示す
る程度の簡単なアルゴリズムを考えています
（図）
。
▶透析ベッドでバランス機能は訓練できませんね。
バランス機能低下例には、透析前後や家にいる時間

透析患者の身体機能は基本的に右肩下がりです。高

で行うバランストレーニングを指導しなければなりま

齢者はみんなそうですが、透析患者の機能低下は著し

せん。つまり、透析中の運動だけでなく日常生活を指

い。その下降曲線をフラットにできたら、大成功と考

導することも必要になりますね。

えてください。焦らずにじっくりと続けることが、運

今や透析施設はフレイル、サルコペニア対策なしに

動療法成功の秘訣だと思います。

は生き残れません。今回の診療報酬改定を機に、施設

▶効果の出やすい患者、タイミングはありますか。

全体で運動療法に力を注いでほしいと願っています。

最も大事なのは退院直後です。透析患者は頻繁に入
院します。度重なる入院で身体機能を損ね、フレイル
に陥る人は多いのです。退院して透析施設に戻るタイ
ミングを捉え、運動療法を始めてください。なぜなら
入院中の廃用症候群で低下した機能は、早期の運動で
必ず改善するからです。この時期に指導を行うと著明
な改善が患者の成功体験となり、運動療法を続ける強
い動機となります。運動療法の担当者は、患者の動静
を常に把握しておかなければなりません。
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文献
1)令和４年度診療報酬改定Ⅳ‒ 6 ‒ ①
2)令和 4 年 3 月 4日保医発 0304 第 1号「診療報酬の算定方法の一部改
正に伴う実施上の留意事項について」
《透析時運動指導等加算につい
ては、透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、
作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護
師が、1回の血液透析中に連続して 20 分以上、患者の病状及び療養
環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる》
3)日本腎臓リハビリテーション学会『腎臓リハビリテーションガイドラ
イン』
4)Watanabe T, et al.
2018; 4: 8.
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どう進める？
超 図 解 かゆみ ケア

ケアを行う。チームは視診による皮膚の乾燥チェックを定期的に実施（図1）
して、スキンケアの導入と

高橋 直子氏
えきだ

看護師

看護師による
護師による
乾燥チェックとスキンケア

大町土谷クリニックでは医師、看護師、臨床工学技士、薬剤師の多職種チームで透析患者の“かゆみ”

あかね会
大町土谷クリニック
院長

第2回

継続のきっかけにしている。ドライスキンは “かゆみ” 患者に見られる症状で、改善すれば “かゆみ”の多

さと こ

くが軽快するからだ。問診では “かゆみ”のタイミング、部位の確認（図 2）が大切で、看護師の隘田聡子

隘田 聡子氏

氏らはそれを「かゆみチェックリスト」に記入してスキンケアと患者指導（表）に役立てている。

表 患者指導

図1 乾燥チェックのアルゴリズム

1

皮膚の乾燥チェック

保湿スキンケア指導

● 熱い湯や長風呂は避ける。40℃未満のぬるめ

なし

保湿スキンケア指導
生活指導
外用剤の塗り方指導

あり

にする
● 石鹸は控えめに。ゴシゴシこすらず、泡立てて

手で洗う
● 入浴後 5〜15 分の間に保湿剤を塗る

保湿スキンケア継続

● 入浴しない日も毎日の保湿剤塗布を欠かさない

1週間後チェック

● かゆくても掻かずに保湿剤を塗る

良

不良

保湿スキンケア継続

2

再指導

生活指導

● 肌着は木綿か絹にする
● 爪は短く切り、搔いても傷ができないように

2 週間後チェック

● 汗をかいたら洗うか拭く。そのときもこすらな

良

不良

保湿スキンケア継続

いように
● 冷暖房の使い過ぎを避け、空気が乾燥しない

再指導

よう注意する

外用剤の塗り方指導

3

以後 4 週間ごとに乾燥チェック
保湿スキンケア指導を継続

●
「皮 膚が少し光り、ティッシュが付く程 度」に

たっぷりと

※皮膚の写真撮影を適宜行う
※処方の変更があった場合は1週間後にチェック

● 皮膚の目に沿って、
体表面の横方向に塗る

図 2 “かゆみ”のチェックポイント
When “かゆみ”出現のタイミング

① 血液透析の施行中、終了後
② 空気が乾燥しているとき（冬など）

Where

乾燥しやすい部位

③ 毛布、化繊の衣類に触れたとき

通院透析患者 336人で行った
“かゆみ”の部位の調査結果（複数回答）

④ 汗をかいたとき

1）背中

⑤ 入浴中、入浴後

2）頭皮

⑥ リラックスしたとき

3）腹部

⑦ ストレスを感じたとき
⑧ その他

背中

腕〜肩

乾燥しやすい部位に
“かゆみ”は起こりやすい

わき腹

腰

44.6％
24.4％
18.5％

4）下腿

16.1％

5）前腕

15.2％

（Takahashi N, et al.

太もも
すね

2021; 7: 24.）

隘田氏のコメント
涙目で「かゆくて夜も寝られない」と訴える患者さんがいます。“かゆみ”
と不眠で、抑うつ傾向になっているのでしょう。うつの透析患者は少なく
ないのですが、“かゆみ” でさらに悪化します。そうした方にスキンケアを
行うと、“かゆみ”の部位・程度は目に見えて改善し、患者さんの笑顔を見
ることができます。ただし再燃しやすいので、図1に示した皮膚の定期的
チェックが重要になります。
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