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～運動ケア その２～



ナイチンゲールと運動ケア

姿勢が悪いと呼吸に問題が生じやすい
筋力が低下すると姿勢を保つのが難しくなる

筋力の低下を予防して健康を害しない姿勢保持、
転倒しないで歩行や移動ができることが重要
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運動ケアとはなにか？

「運動ケア」とは、適切な運動を習慣とする
ことで健康に害のない姿勢を保ち、要介護度
改善に必須である起居動作の改善を中心に
機能訓練や運動により、日常生活動作の
自立を目指すケアのことです
転倒骨折予防も含まれます
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日常生活動作
排泄
【排尿】
①排尿動作（ズボンの上げ下げ→立位訓練、
トイレ・尿器への排尿→実はできる）
②陰部の清拭→できるかも？
③トイレの水洗→できるかも？
④排尿後のトイレ等の清掃→できるかも？
⑤オムツ等の交換
⑥抜去したカテーテルの後始末
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排泄

【排便】
①排便動作（ズボン、パンツの上げ下げ→立位訓練、
トイレ・排便機への排便→実はできる？
②肛門の清拭→どうかな？
③トイレの水洗→できるかも？
④トイレ等の掃除→できるかも？
⑤オムツ等の交換
⑥ストーマ袋の準備、交換、後始末→どうかな？
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口腔清拭
①歯ブラシやうがい用の水を準備→できるかも？
②歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備→できる
かな？
③義歯をはずす→できるかも？
④歯を磨く→どうだろう？
⑤うがいをする→できるかも？

なんでもかんでもやってあげてませんか？
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洗顔

①タオルの準備→できるかも？
②蛇口をひねる→できるかも？
③顔を洗う→どうかな？
④タオルで拭く→できるかも？
⑤衣服の濡れの確認→どうかな？
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整髪

①ブラシの準備→できるかも？
②整髪料の準備→結構できそう
③髪をとかす→どうかな？
④ブラッシングする→どうかな？

ブラッシングの練習の運動はどうでしょう？
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更衣

上衣の着脱は、拘縮している上肢の脇をどのよ
うに開くかがポイント

①肩、肘に手を添える
②上肢を内側にゆっくり動かす
③弧を描くように外側に動かすと脇が開く
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転倒の要因

１．筋力の低下
２．バランス力の低下
３．足の支持力の低下
４．握力の低下
５．視野や視力が悪くなる
６．感覚が鈍くなる
７．緊張・興奮・注意力不足
８．内服薬の影響など
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改善方法 今よりお元気にする方法
車いす脱却

学生時代に学ぶこと
「リハビリテーションは生活の中に取り入れて実施しよう」

実際の現場の理想と現実の差

食事、入浴、排泄などの移動時
車いすを使わないで歩行介助してみよう
「忙しいから」できないって本当？
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ICF（国際生活機能分類）
ICF（国際生活機能分類）の「生活機能構造モデル」
人が生きることを、「心身機能・身体構造」だけでなく、「活動」と「参加」を
併せた３つの側面から総合的にみようというもの

健康状態
（変調または病気）

活動 参加心身機能
身体構造

環境因子 個人因子
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どのような人生を送りたいのか？

毎日の生活でどんな活動をしたいのか？
どんなことに参加したいのか？
第11章の自律支援ケアとつながる部分

例えば、脳梗塞の後遺症で左半身麻痺
麻痺状態を少しでも改善したいのか？
麻痺が残ったとしてもやりたい活動はなんであるのか？
仕事や社会の活動に参加したいのか？
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作られた歩行不能者がいないか？

自宅では歩行しているのにデイサービスでは車いすという矛盾
転倒したら危険なのでという虐待

トイレへ歩いて行こう！

リハビリテーション医 大川弥生氏
「作られた歩行不能者」は
寝たきりではないけれど、本当は歩けるのに
車いすに座らされている人のこと
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スウェーデンで大活躍のシルバーカー

車いすや杖よりもシルバーカー

四肢の左右差がない場合には
シルバーカー歩行が一番安定する

片麻痺の場合には
麻痺が強い場合はウォーカーケイン
軽度の場合には杖を使用
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転倒骨折予防体操の実際
運動器の機能向上マニュアル(改訂版) 平成21年3月
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1d.pdf

種目 体力要素 所要時間
ウォーミングアップ ストレッチング 柔軟性 30分

バランス運動 平衡性
主運動 コンディショニング運動 筋力・筋持久力 50分

筋力向上運動
機能的運動

クーリングアップ ストレッチング
リラクゼーション

10分

※コンディショニング運動：筋肉や靭帯などの組織が、生活機能や運動負
荷に耐えられるようにする運動
※ストレッチング・リラクゼーション：全身の緊張をほぐす運動
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具体的な運動
ストレッチング バランス・機能的運動 筋力向上運動

第1期 座位・仰向けで静
的・動的な種目

四つん這い姿勢・膝立ち
姿勢など重心が低く支持
面が広い運動

座位・仰向け中心
のコンディショニ
ング運動（6種目
程度）

第2期 徐々に可動範囲を
広げる

座位～立位にて動的バラ
ンス（支持基底面内*で
身体重心を大きく移動さ
せる）

立位種目も取り入
れ、筋力向上運動
（8種目程度）

第3期 立位種目を追加す
る場合は支持物を
使用

立位にて機能的バランス
（積極的に身体重心を移
動させる）

負荷の漸増（ぜん
ぞう）※だんだんに増え
ること
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バランス力や足の支持力を強めよう

バランス力：開眼片足立ちで鍛えよう
横歩き、ボックスステップを踏む

足の支持力：足の指で地面をぎゅっと踏みしめる力
足の指の柔軟性が重要
新聞紙体操で鍛えよう
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注意点
水分を十分に補給しよう
脱水傾向の要介護高齢者が
急に運動をすると脱水が悪化するリスクあり
運動したら微熱がでた→運動により脱水悪化？

起立性低血圧
長期間寝たきりの方は急に起き上がると
起立性低血圧のリスク
ギャッジアップの角度を徐々に上げる
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体調不良の際には無理はしない
体調不良を訴える場合には無理をしない。
関節可動域を改善するための足もみなどは可能

履物の重要性
サイズの合っていない、かかとを踏んだままの
運動靴やサンダル、スリッパで転倒
マジックテープになっているリハビリシューズ
を勧める
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https://www.amazon.co.jp/%E3%81%82%E3%82%86%E3%81%BF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF2-23-0-23-5cm-%E6%96%BD%E8%A8%AD-%E9%99%A2%E5%86%85%E7%94%A8-%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA/dp/B0078IS9H8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1483880589&sr=8-1&keywords=%E3%81%82%E3%82%86%E3%81%BF+%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA


対処方法 具合が悪くなった時に現れる症状
骨折

転倒：前方6割・横３割・後方が最も少ない

大腿骨頸部骨折→大手術で生活不活発病のリスク

肋骨・脊椎圧迫骨折は手術ができない
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捻挫
関節部分が傷つき炎症を生じている

打撲

皮膚や皮下組織（脂肪）が傷ついた状態
皮下組織の小さな血管から出血して内出血を起こ
す場合もあり
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硬膜下血腫

転倒時に頭部を強く打った場合
数日から数か月後に頭痛、片麻痺、歩行障害、
認知症症状など
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入院、死亡を予防するための対処方法
骨折

骨粗鬆症の治療
医師の指示通りに内服

骨粗鬆症予防・改善のための生活習慣改善
タンパク質・カルシウム・マグネシウム
ビタミンD
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骨＝コンクリ＋鉄骨
コンクリート：カルシウム・マグネシウム・

リン・鉄などのミネラル
骨密度

鉄骨：コラーゲン=タンパク質
骨量

骨強度=骨密度＋骨量
骨を強くするには、ミネラルとタンパク質が重要
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タンパク質 牛肉、豚肉、鶏肉、豆腐、納豆、卵、魚、プロテイン等

カルシウム 桜エビ、チーズ、シラス、あゆ等

ビタミンD あんこうのきも、シラス、いわし、にしん等



捻挫・打撲

入院することなく在宅や施設で療養
医師の指示にて安静、冷湿布、鎮痛剤

硬膜下血腫
ぶつけた頭部をアイシングすることで止血効果あり
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連携方法
骨折
痛みを訴えたり、患部が腫れてきたらすぐに入院
設備のある整形外科受診
痛みのある部分は動かさない
足の付け根の部分である大腿骨頸部骨折の可能性
が高い場合は、救急車で搬送

捻挫・打撲
入院する必要はありませんが、骨折が隠れている場
合もあるので骨折確認のために整形外科受診をしま
しょう 26



連携方法
硬膜下血腫

転倒、頭部殴打直後に症状がないのに受診しても血
腫が見つからないことが多い
症状が出たら直ちにCT、MRT設備のある病院を受診
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