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前回は，運動の効果と，実施前に行うチェックについてお

話ししました．今回は，具体的な運動の仕方と，注意点につ

いてお話しします．

運動療法を指導する際，まず押さえておかなければならな

いポイントは，“安全性”と“有効性”です．運動したら，かえ

って病気が悪くなってしまった．一生懸命運動しても，少し

もよくならない．このように感じた患者さんは，運動から離

れていってしまいます．運動の弊害を最小限に抑え，効果を

最大限に引き出す運動の仕方を指導することが必要です．

前回お話しした３つのチェック（メディカル，フィジカル，

ライフスタイル）を参考に，患者さんの状態を把握し，それ

に応じた運動の仕方を組み立てていくのが運動処方です．表

１に示す５つの項目が運動処方の基本となります．

1 ◆運動の種類

身体を動かすことすべてを運動と考えたとき，運動にはた

くさんのものが含まれます．糖尿病の治療，あるいは健康増

進を目的として行う場合，何をするのがよいのでしょうか．

①中心となるのはウォーキング

運動による糖代謝改善の効果は，運動に動員された筋肉に

現れます．このため，できるだけたくさんの筋肉，大きな筋

肉群を使う運動が効果的です．具体的にはウォーキングや自

転車運動などの有酸素運動が勧められます．

私たちは歩くことが運動の基本と考えています．少し歩幅

を広げ早足で歩くことで，より多くの筋肉群が動員されます．

また，歩く速さで運動の強さを調節することが可能であり，

運動療法として適切な運動強度と継続時間を満たすことがで

きます．

自転車に乗るのもよい運動です．上半身の動きが少ない分

だけ運動量は減りますが，サドルで体重を支えるため，膝や

足の関節にかかる負担は，より小さくなります．体重が重い

人，膝関節に障害を起こしやすい人に適した種目です．

肥満の人には水中の運動も適しています．脂肪をたくさん

身につけている人ほど，水中では浮力が大きくなり，体重の

負担が少なくなります．泳げなくてもビート板を使ってバタ

足をしたり水中を歩いたりすれば，よい運動になります．

②準備運動，整理運動としての体操

ウォーキングなどの主運動に加え，ラジオ体操やテレビ体

操，ストレッチングなども実施したい種目です．これらの運

動は筋肉の柔軟性を高め，身体の動きをよくすることに役立

ちます．主運動の前に準備運動として実施することで，障害

の予防に役立ちます．また，整理運動として主運動後に実施

すると，疲労の軽減や早期回復に役立つでしょう．
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糖尿病看護

●運動の種目（何をすればよいか）
有酸素運動；ウォーキングを中心に

●運動の強さ（どのくらい頑張るか）
４０～６０％の力で；ややきついと感じる程度

●継続時間（どのくらい続ければよいか）
少なくとも１５分；長くても６０分

●実施時間帯（いつするのがよいか）
理想的なのは食後；ライフスタイルを参考に

●実施頻度（週何回すればよいか）
週３～５日；疲労がなければ毎日でも
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表１　運動処方の基本
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これらの運動は腰痛や肩こりなどの予防･軽減などにも効

果が期待できます．しかし，朝晩の体操だけでは糖尿病の運

動療法として十分とはいえません．中心となる運動と一緒に

行う補助的な運動と考えてください．

③楽しく続けるためのスポーツ

運動を継続するには｢楽しくできる｣ことも大きな要素とな

ります．楽しく実施するには，仲間や親しい人と一緒に行う

スポーツがよいでしょう．スポーツには勝敗を争うというイ

メージがあります．しかし，勝敗も１つの要素にすぎず，そ

れを楽しむのが本来のスポーツです．

最近は既存のスポーツに加え，初心者でも参加しやすいニ

ュースポーツがたくさん開発されています．これらの情報を

患者さんに提供することも，運動指導者の役目と考えていま

す．

しかし，レクリエーション的なスポーツといえども，種目

によってはかなりハードなものもあります．また，つい夢中

になりすぎると，運動療法としての限度を超えてしまうこと

もあるでしょう．

メディカルチェックやフィジカルチェックをしっかりと行

い，実施するスポーツの内容を考慮しながら，参加可能な患

者さんを決定することが重要です．

2 ◆運動の強さ

運動の安全性と有効性を考慮するとき，最も重要な要素と

なるのが“運動の強さ”です．あまり弱すぎると十分な効果

が得られず，強すぎるとさまざまな障害を引き起こす危険性

が大きくなります．

図１に漸増式運動負荷テストを実施した際の，収縮期血圧

と心拍数の変動を示します．強度の上昇とともに血圧は増加

し，140ワットに達したときには200mmHgを超えています．

とくに年代が進むに従い，同一強度に対する血圧の反応が大

きいことがわかります．

心疾患や血管系の合併症をもつ患者さんの場合，血圧が高

くなりすぎると病態を悪化させる危険性が大きくなります．

この血圧上昇にはカテコールアミンの反応も関係していま

す．カテコールアミンは抗インスリンホルモンの１つであり，

この分泌により血糖値が上昇してしまうことも考えられま

す．抗インスリンホルモンの分泌を引き起こさないためには，

無酸素性作業閾値（AT：anaerobic threshold）を超えない強

度で実施することが勧められます．

運動負荷テスト中の呼気ガス分析や，乳酸の測定などによ

り，患者さん個々のATを測定することができれば理想的で

しょう．しかし，ATの測定のためには設備や専門家が必要

になります．ATは最大心拍数の40～60％くらいに相当する
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図１　運動負荷に対する収縮期血圧･心拍数反応

illustration：増田 康夫
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ことが確認されています１）．表２に示した中等度の心拍数を

目標にするとよいでしょう２）．

脈拍をうまく測定できない人は，運動中に感じるきつさが

よい指標となります．私たちが実施している負荷テストでは，

ATを超えるところから｢きつい｣，｢苦しい｣といった感じを

訴える患者さんが多くなります．｢ややきつい｣くらいを目安

にするのがよいでしょう．

3 ◆運動の持続時間

運動量は，強さと継続時間の積で表されます．ややきつい

程度の強さで，血液中のブドウ糖の代謝に影響を与える運動

量を確保しようとすると，15分くらいの継続時間は必要と考

えています．体重が正常，もしくはやせ型の患者さんの場合

には，このくらいの運動で十分です．しかし，減量も目的の

１つとなる肥満の患者さんの場合，もう少し運動量を増やす

必要があります．

運動量を増やすには少し強度を抑え，継続時間を長くした

ほうが効果的です．30～40分くらい続けるよう指導しましょ

う．あまり長い時間同じ運動を繰り返すと，関節や筋肉を傷

めてしまうおそれがあります．60分以上行うときは，２回に

分けて実施するよう指導するのがよいでしょう．

4 ◆運動の実施時間帯

糖尿病の患者さんが運動を行う時間帯として，最も理想的

なのは，食後１時間ぐらいの時間帯です．この時間帯に運動

すると，食後血糖の上昇を抑えることが可能となります．ま

た，インスリン注射や血糖降下剤で治療を行っている患者さ

んの場合，低血糖の危険性を少なくすることができます．

しかし，ライフスタイルチェックの結果をみると，食後に

運動できない患者さんも少なくありません．むりに食後にこ

だわると，思うように運動できず，結局は続かなくなってし

まいます．

運動は，そのときの血糖をコントロールすることだけが目

的ではありません．運動の持続性効果や慢性の効果を考えた

とき，継続することが最も重要です．ライフスタイルにあわ

せ，患者さんの最も実施しやすい時間帯に運動するよう指導

することが必要です．

5 ◆運動の頻度

運動を習慣化する意味では，毎日実施するのもよいでしょ

う．しかし，運動の効果を引き出すには，休養とのバランス

が重要です．休養が十分にとれないと，疲労の蓄積や意欲の

減退が起こり，ひいては使い過ぎによる障害を起こす危険性

があります．

運動は１日おきでも継続すれば十分に効果が期待できま

す．体調が悪かったり，環境が悪いときにはむりせず休むよ

う指導することが重要です．

運動処方に従って，運動療法を実施できれば理想的です．

しかし，実際の場面では，教科書的な処方が適用できない人

も少なくありません．いくら理想的な処方であっても，患者

さんが実行できなければ，絵に描いた餅と同じです．十分な

運動療法とはいえなくても，現状より少しでも活動的な生活

を送れるよう，指導することも重要です．

糖尿病看護

190
（32）

165
（28）

135
（23）

110
（18）

100
（17）

185
（31）

160
（27）

135
（23）

110
（18）

100
（17）

175
（29）

150
（25）

130
（22）

105
（18）

95
（16）

165
（28）

145
（24）

125
（21）

100
（17）

80
（13）

155
（26）

135
（23）

120
（20）

100
（17）

80
（13）

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０歳以上

文献２）より一部改変（ ）の中は10秒間の脈拍数を示す．

年
　
代

割合（％） 100 80 60 40 20

運動強度 最大 強い 中等度 軽い

表２　運動強度に対応する年代別心拍数
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1 ◆忙しくて時間がとれない人

運動ができない理由，運動しなかった理由として，時間的

な問題が多いようです．私たちの調査でも，退院後運動を継

続できなかった理由としていちばん多かったのは，｢忙しく

て運動の時間がとれない｣というものでした３）．確かに忙し

い現代生活のなかで，まとまった時間を確保するのは難しい

ことかもしれません．しかし，忙しいことを理由に運動をし

ていない人は，ほんとうに自由になる時間がないのでしょう

か．

図２は，運動している人としていない人の自由時間を比較

したものです．20歳代，60歳代を除いてあまり差がないこと

がわかります．このくらい自由な時間があれば，15分くらい

の時間はとれそうな気がします．ライフスタイルをもう一度

チェックし，運動を実施できる時間帯を一緒に見つけてあげ

ましょう．また，運動に対する動機づけを高め，患者さん自

身が運動の優先順位を上げることで，運動実施が可能になる

ことも少なくありません．

ほんとうに時間がとれない人に対しては，日常生活のなか

の行動をできるだけ活発にするよう，指導するのがよいでし

ょう．運動量が一定なら，途切れ途切れの運動でも継続した

運動と減量効果に差がないことが報告されています５）．

外出のときはできるだけマイカーを使わず，歩いたり公共

の交通機関を利用するように心がける．エレベーターやエス

カレーターを使わず，階段を利用する．それらの積み重ねが，

必要な運動量を確保することにつながります．アメリカのス

ポーツ医学会も，日常生活の活動量を高めることが重要であ

ると勧告しています６）．

2 ◆膝関節に障害がある人

肥満者，高齢者には変形性の膝関節症など膝の障害をもち，

そのために運動ができないという人も多いようです．そのよ

うな患者さんには，一度整形外科の診察を受けていただきま

しょう．その結果，運動しても問題ないと診断された患者さ

んには，できるだけ膝への負担が少ない種目を選んで指導し

ます．

ジョギングよりはウォーキング，ウォーキングよりは自転

車運動が適しています．水中の運動ならさらによいでしょう．

また，膝を保護してくれる大腿四頭筋のトレーニングもあわ

せて指導することも必要です．

図３に示すような運動は，膝の曲げ伸ばしが困難な患者さ

んでも実施できるトレーニングの１つです．筋力の増強には

ある程度時間がかかるため，１か月くらいは根気よく続ける

ことが必要となります．

3 ◆合併症の進行した人

合併症や併発生が進行し，積極的な運動療法は禁止されて

いる場合でも，よほどのことがないかぎり絶対安静といった

状態は好ましくありません．患者さんの状態にあわせて，ス

トレッチングや軽い散歩程度の運動は実施すべきと考えてい
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ます．

もちろん，主治医と密接な連携をとり，運動が病状を悪く

しないことを確認しながら指導することが必要です．運動療

法としての効果は期待できなくても，不定愁訴の軽減や気晴

らしに大いに役立つと思われます．

メディカルチェックやフィジカルチェックの結果，運動実

施に全く問題がない患者さんの場合でも，常に体調が万全と

はかぎりません．また，運動中に異常を感じることもあるか

もしれません．そのようなときはむりをせず，運動を休んだ

り中止するよう指導しておくことが重要です．

1 ◆運動を休むべきとき

血糖のコントロールが乱れ，空腹時の血糖が250mg/dlを

超えるようなときには，運動を休むよう指導します７）．コン

トロールが悪すぎると，運動で血糖を下げようとしてもむり

であり，反対に上昇してしまうおそれがあることをお話しし

ておきましょう．

また，血圧が高く頭重感や耳鳴りなどがあれば，運動を控

えるべきです．そのほか，かぜ気味で熱があり，脈拍が速く

なっているとき，頭痛や腹痛があったり，寝不足や二日酔い

のときなども運動は休んだほうがよいでしょう．

2 ◆運動を中止すべきとき

運動中，胸が締めつけられるようになったり，いつもと違

う激しい動悸を感じるときには，運動をただちに中止すべき

です．また，筋肉や関節に強い痛みを感じるときも同様です．

このような異常事態になって，さらに運動を続けようとす

る人はいないと思われますが，重篤な障害が起きている可能

性もあり，すぐに主治医と連絡をとるよう指導しておくこと

が重要です．

薬物療法を併用している人が，運動中に冷や汗や強い空腹

感を感じた場合には，低血糖を起こしている可能性がありま

す．運動を中止し，糖質を補給しましょう．可能であれば血

糖自己測定を行い，血糖値を確認するのがよいでしょう．

3 ◆その他の注意事項

運動に減量の効果を求める患者さんも多数みられます．こ

れらの患者さんのなかには，たくさんの服を着こみ，通気性

の悪い服を着て運動する方もときおり見受けられます．汗を

たくさんかいて，やせようとするのですが，あまり効果はあ

りません．夏の暑い時期にこのような状態で運動すると，熱

中症に陥る危険性があります．減らすべきは脂肪であり，汗

をかいて減少するのは水分であることを理解してもらいまし

ょう．

同様の理由で，運動で汗をかいたあと，水分の摂取を我慢

してしまう人も少なくないようです．発汗による脱水状態を

そのままにしておくことは，百害あって一利なしです．カロ

リーのない水分であれば，一過性に体重は増加しても脂肪に

なることはありません．運動後は発汗した分だけノンカロリ

ーの水分を補給するよう指導しましょう．とくに，高齢者で

は自覚症状が乏しく，脱水状態でも渇きを感じない場合があ

ります．運動して汗をかいたら，喉が渇いていなくても水分

をとるよう指導しておくことがよいでしょう．

定期的にウォーキングやジョギングを実施する際，靴の選

び方を指導することが必要です．いいかげんな靴で長期間ウ

ォーキングを続けると，膝や足関節を傷める原因となります．

かかとの部分が着地のショックを十分吸収できるものを選び

ます．また，自分の足に合っていることが重要であり，必ず

試着してから購入するよう指導しましょう．

＊

強制された運動は決して長続きしません．運動の効果を理

解し，その効果が実感できるよう指導することが重要です．

このような指導により，患者さんは自発的に運動に取り組ん

でくれるでしょう．患者さんが楽しく運動を継続できるよう，

指導していくことが重要であると考えています．
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５）Murphy, M. H., et al：Training effect of short and long bouts of brisk
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cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults.
Med. Sci. Sports Exere., 30（６）： 975～991, 1998.
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糖尿病と診断された患者さんは，日常

生活に制約を受けたり，一生治らないと

いう思いから，気分的にも落ち込みます．

しかし，きちんとした生活を送るための

サポートがあれば，楽しみながら日常生

活を過ごすことができるという思いか

ら，15年ほど前に糖尿病情報提供の小冊

子｢生活エンジョイ物語｣が誕生し，現在

そのノウハウは，日本で最大の糖尿病情

報サイトへ引き継がれました．

｢糖尿病ネットワーク｣と名づけられた

この糖尿病情報サイトは，1996年6月20

日にスタートし，５年目を迎えました．

多くの糖尿病関連サイト，健康情報サイ

ト，全国の病院，診療所，公的施設のサ

イトからリンクされており，糖尿病のポ

ータルサイトとして機能しています．

最大のメリットは，糖尿病ネットワー

ク訪問登録．登録をしておくだけで，糖

尿病関連のニュースが無料で配信されま

す．さらに必要な情報にはすぐにアクセ

スできるようになっています．６月現在

で，約7000名の登録があり，その内約

1000名ほどがナース．｢糖尿病医療に携

わっている人は，必ずここに登録してお

いてほしい｣と糖尿病ネットワークの生

みの親，三　
みかど

健二氏．

●糖尿病教室のテキストはここから入手

糖尿病の基礎から，食事療法，運動療

法，高齢者の糖尿病，インスリン療法な

ど糖尿病全般の知識がすべて得られ，患

者指導などに有効利用できます．

●患者の本音，悩みが聞ける

いま患者さんが，どんなことで悩んで

いるのか，日常生活で困っていることは

何か，など病院ではなかなか聞けない本

音や悩みを聞くことができます．本では

得られない，まさに生きた教材です．

●困ったとき，知りたいときはここ

糖尿病の患者さんが日常生活を送るた

めに，役立つ商品･サービスが提供され

ています．糖尿病食の宅配，低カロリー

食，糖尿病でも加入できる保険，インス

リン療法･低血糖関連などの医療情報が

盛りだくさん．

その他，イベント情報，医療機関リス

ト，糖尿病に関する｢本･ビデオ｣，料理

のメニュー集，海外旅行･海外交流の情

報など，糖尿病に関するすべての情報が，

このサイトで入手できます．

＊

｢糖尿病患者さんは身近な問題で悩ん

でいます．会社にも友人にも相談できな

いことも．インターネットを通じて，患

者さん同士がいろいろな悩みを相談しあ

い，解決できたらいいと思います｣と，

ホームページの制作に携わる稲垣直美

氏．

今後は，各コーナーの内容の充実をは

かるとともに，利用者と双方向のコミュ

ニケーションができるようなサイトを目

標にし，他媒体との連携に取り組み，イ

ンターネットの可能性を広げていきたい

と三　氏．まさに糖尿病に関するすべて

のネットワーク･サイトです．利用しな

い手はないですね．

●お問い合わせ：（株）創新社 TEL 03-5470-9090

三　 健二氏 稲垣 直美氏

糖尿病セミナー

談話室

糖尿病情報源100

話題の新製品から、臨床の現場で役立つ便利でお得な情報などを，実際に開発にかかわった
スタッフにインタビュー．開発意図や内容を聞き出すページです．さて，今回の訪問先は……．

http://www.dm-net.co.jp/
E-mail:dm-net@ba2.so-net.ne.jp
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