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抄録
【背景】心疾患患者の高齢化が進んでおり、維持期は介護予防のための睡眠障害や認
知症予防も重点課題である。運動指導ネットワークを活用し、多施設共同研究による
維持期高齢心疾患患者の身体活動特性と睡眠状況や認知機能との関連性を検討した。
【方法】全国 6 施設で維持期心臓リハビリテーション継続中の高齢心疾患患者 102 名
(年齢:74.1±7.4 歳、男/女:64/38、左室駆出率:57.8±13.7%)を対象とした。身体活動量
は活動量計(HJA-750C)を起床から就寝まで装着し、連続 7 日間の平均値を算出した。
体力要素は 6 分間歩行、握力、10m 歩行速度(通常と最大)、開眼片足立ち、10 回椅子
時間を測定した。睡眠状況はピッツバーグ睡眠質問票(PSQI)、認知機能は Mini-Mental
State Examination(MMSE)を用いた。
【結果】平均歩数は 5507 歩/日、PSQI 値は 5.8 点、MMSE は 28.4 点であった。歩行
エネルギーは全ての体力要素、入眠潜時、MMSE との間に有意な相関関係を認めた。
一方、生活活動エネルギーは握力以外の体力要素と有意な相関関係を認めたが、入眠
潜時や MMSE とは相関関係を認めなかった。入眠潜時を従属変数とするステップワ
イズ重回帰分析の結果、歩行エネルギーのみが抽出された。また、MMSE を規定する
因子を分析したところ、6 分間歩行のみ抽出された。1 日 40 分以上の歩行時間がある
患者の介護認定率は有意に低値であった(4.9 vs. 33.3%、p＜0.01)。
【結論】維持期心リハ継続中の高齢心疾患患者の歩行エネルギーは入眠潜時と関連し、
認知機能は運動耐容能と関連した。
キーワード：高齢心疾患患者、身体活動、睡眠、体力、認知機能、介護予防
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１．はじめに

つまり、高齢心疾患患者に対して継続的

本邦の地域住民を対象とした研究から、
虚血性心疾患の死亡リスクは男女ともに

とが極めて重要な課題である。

身体活動量の上昇に伴い有意に低下する

身体活動は通常歩行に加え、掃除や洗

1)。メタ解析において、身体活動量は循環

濯などのさまざまな生活活動に分類でき

器疾患死亡リスクを減少させ、身体活動

る

量の最も高い群は最も低い群よりもリス

に関連し

クが 0.70 と低値であった 2)。一方、医療

ることが報告されている

の発達は高齢者の心疾患の罹病率を増加

身体活動は減少する中で、臥床時間は長

させているのも現状である。心疾患の 2

くなるが、寝つきが悪くなり、中途覚醒

次予防のために心臓リハビリテーション

回数も増え、睡眠効率が悪くなるという

(心リハ)の有用性が証明されており、運

特徴がある。一方で、高齢者の日中の身

動耐容能が 1METs 改善するごとに生存

体活動量が不眠の予測因子となることが

率が 12%改善すること 3)、回復期心リハ

報告されている

の継続で軽度冠動脈プラークの退縮効果

や 認知機能の低下は、遺伝的要因だけで

4)。そのため、心リハ

はなく、日常の生活習慣が関連しており

は生涯にわたり継続する必要があるが、

10)、日常的な歩行活動と海馬体積に相関

維持期心リハを継続できる施設が少なく、

を認める 11)。これらの報告は身体活動、

エビデンスも少ないのが現状である。

睡眠、認知機能が密接に関連することを

が報告されている

6)。近年、身体活動は睡眠状態が密接
7）、認知機能の低下にも影響す
8）。加齢により

9)。また、認知症の発症

最近、医療現場における健康運動指導

示唆しているが、その多くは一般高齢者

士の技量向上と社会的台頭を目的として

を対象とした結果であり、高齢心疾患患

Clinical exercise physiology association

者を対象とした研究は皆無である。また、

(CEPA) Japan が 設 立 さ れ た 。 CEPA

身体活動の中で、歩行活動と生活活動の

Japan は 2014 年に日本臨床運動療法学

どちらが睡眠や認知機能への影響が大き

会の分科会として承認され、メーリング

いかは不明である。以上のことから、
「維

リストを利用した情報共有や症例検討な

持期心リハを継続することで適切な身体

どを通じてネットワークの強化や技量の

活動量を保ち、歩行活動や生活活動が多

向上に取り組んでいる。医療現場の健康

いと睡眠の質が良く、介護認定率が低い」

運動指導士のフィールドの一つが維持期

との仮説を立てた。この仮説を検証する

心リハであるが、心疾患患者の高齢化が

ことは、高齢心疾患患者の再発予防、生

進んでおり、2 次予防や長期予後の改善

活の質(QOL)の向上を通じて医療・介護

だけでなく、介護予防や認知症予防に対

費削減に貢献できる可能性があり、その

するアプローチも取り組むべき課題であ

臨 床 的 意 義 は 高 い 。 本 研 究 は CEPA

る。高齢心疾患患者の身体活動の減少は、

Japan のネットワークを活用して、多施

虚弱や認知機能の低下を招き、自己管理

設共同研究による維持期高齢心疾患患者の

不良や心疾患の再発リスクを高める
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な支援を行い、身体活動を増加させるこ
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5）

。

身体活動特性と睡眠状況や認知機能との関

連性を検討することを目的とした。

さまざまな活動を識別することで、歩行
時の活動強度だけでなく、一般の活動量

２．方法

計では捉えることができない生活活動時

A. 対象者

の活動強度も精度良く計測できる 12)。起

2016 年 9 月～12 月の間に全国 6 施設

床から就寝までの 1 日 10 時間以上かつ

で維持期心リハを継続している 65 歳以

連続７日間以上測定できたものを解析条

上の高齢心疾患患者 102 名(年齢: 74.1±

件とした。対象者には、来院時に加度計

7.4 歳、男/女: 64/38)を対象とした。除外

を渡し、7 日以降に来院した際に加度計

基準は、感染症患者、慢性透析患者、調

を回収した。歩数計の解析は、活動量計

査に協力が得られなかった患者とした。

アプリケーションを使用して連続 7 日間

本研究は、武田病院グループ倫理委員会

の平均値を算出した。評価項目は歩数、

の承認を得て実施した(承認番号:

エクササイズ、歩行エネルギー、生活エ

20160005)。全ての対象者に対し研究の

ネルギー、歩行時間とした。

主旨、内容及び注意点について説明し、
参加についての同意を得た。

体力要素は、運動耐容能(6 分間歩行)、
歩行能力(通常および最大 10m 歩行速度)、
平衡性(開眼片足立ち)、下肢筋力(10 回椅

B. 冠危険因子と心機能の評価

子立ち上がり時間)を測定した。

体 組 成 は 体 重 と body mass index
(BMI)を測定した。血圧は安静後に座位

D. 睡眠の評価

で収縮期血圧と拡張期血圧を測定した。

睡眠の評価にはピッツバーグ睡眠質問

生化学検査は、随時の静脈血から中性脂

票(PSQI)を用いた。PSQI は過去 1 ヵ月

肪、high density lipoprotein (HDL)コレ

間の睡眠を量的・質的に評価することで、

ス テ ロ ー ル 、 low density lipoprotein

睡眠障害のスクリーニングをすること

(LDL) コ レ ス テ ロ ー ル 、 血 清 血 糖 、

が可能である。本質問票は睡眠の質、入

hemoglobin A1c (HbA1c) 、 estimate

眠潜時、 睡眠時間、睡眠効率、睡眠困難、

glomerular filtration rate (eGFR) 、

眠剤の使用、日中の眠気の計 7 要素から

brain natriuretic peptide (BNP) 、

構成され、各構成要素の得点(0～3 点)か

C-reactive protein (CRP)を測定した。

ら PSQI 総合得点(0～21 点）を算出し

心機能は心臓超音波法にて、左室拡張

た。総合得点が 5.5 点以上の場合は睡眠

末期径と左室駆出率(LVEF)を測定した。

障害ありと評価した 13)。

C. 身体活動量と体力要素

E. 介護度と認知機能

身体活動量の評価は、3 軸度加度計セ

介護度は電子カルテから介護認定の有

ンサー活動量計(HJA-750C Active style

無に分類した。有りの場合は、要支援 1

Pro，OMRON 社製)を用いた。この活動

～2、要介護 1～5 に分類した。

量計は、体の動きと姿勢の変化を捉え、

認 知 機 能 は Mini Mental State

平成 28 年度健康・体力づくり事業財団研究助成

13

Examination (MMSE)を用いた。MMSE

分析を用いた。従属変数は入眠潜時と

は時間の見当識、場所の見当識、3 単語

MMSE、独立変数は入眠潜時と MMSE

の即時再生と遅延再生、計算、物品呼称、

との間にそれぞれ有意な単相関を認めた

文章復唱、3 段階の口頭命令、書字命令、

因子と調整因子を投入した。身体活動時

文章書字、図形模写の計 11 項目から構成

間の分類による介護認定率の比較は、χ2

される 30 点満点の認知機能検査である。

乗検定を用いた。統計処理は統計ソフト

MMSE は 23 点以下が認知症疑いである

SPSS19.0J for Windows を用い、有意水

14)。27

準は 5%未満とした。

点以下は軽度認知障害(MCI)が疑

われる 15)。
３．結果
F. 統計処理

A. 患者背景と測定結果

測定値はすべて平均値±標準偏差で表

対象者の患者特性は表 1 に示した。年

した。正規性の検定は、Shapiro-Wilk 検

齢は 74.1±7.4 歳、維持期心リハ継続期

定を用いた。身体活動特性、睡眠状況、

間は 5.3±5.0 年であった。心疾患は心筋

認知機能、体力要素の 2 変数の単相関分

梗塞が 50.9%と最も多く、心不全合併率

析 は 、 Pearson の 相 関 係 数 も し く は

は 34.3%であった。

Spearman の順位相関係数を用いた。ま

測定結果は表 2 に示した。1 日の平均

た、多変量解析はステップワイズ重回帰

歩 数 は 5506.8 ± 3743.6 歩 / 日 ( 男 性

表 1 患者背景

* ACE: angiotensin converting enzyme, AII: angiotensin II
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表 2 測定結果

6078.1 歩、女性 4544.2 歩)、エクササイ

立ち、10 回椅子立ち上がり時間との間に

ズは 4.5±2.8MET・時/日、歩行エネル

有意な相関関係を認めた。入眠潜時と

ギーは 158.0±106.5kcal/日、生活活動エ

MMSE は歩行エネルギーとの間に相関

ネルギーは 497.0±165.7kcal/日、歩行時

関係を認めたが、生活活動エネルギーと

間は 78.3±40.0 分/日であった。PSQI は

は相関関係を認めなかった。

5.8±3.5 点、MMSE は 28.4±1.7 点、介
護認定率（要支援と要介護）は 10.8%で

C. 入眠潜時と MMSE に対する多変量解

あった。

析
入眠潜時を従属変数、入眠潜時と単相

B. 身体活動特性の相関関係
歩行エネルギーと生活活動エネルギー

関を認めた歩行エネルギー、歩数、エク
ササイズと調整因子の年齢、性別、LVEF、

との相関関係を表 3 に示した。歩行エネ

睡眠薬を独立変数としてステップワイズ

ルギーは年齢、BNP、6 分間歩行、握力、

重回帰分析を行った。その結果、歩行エ

通常 10m 歩行速度、
最大 10m 歩行速度、

ネルギーのみ有意な独立因子として抽出

開眼片足立ち、10 回椅子立ち上がり時間、

された(R2=0.036)。次に MMSE を従属変

入眠潜時、MMSE との間に有意な相関関

数、MMSE と単相関を認めた歩数、6 分

係を認めた。一方、生活活動エネルギー

間歩行、最大 10m 歩行速度、開眼片足立

は年齢、LVEF、6 分間歩行、通常 10m

ちと調整因子の年齢、性別、LVEF を独

歩行速度、最大 10m 歩行速度、開眼片足

立変数としたところ、6 分間歩行のみ独
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表 3 歩行エネルギー、生活活動エネルギーとの相関関係

立変数として抽出された(R2=0.077)。

表 4 入眠時間を規定する独立因子

D. 1 日の歩行時間と介護認定率
健康づくりのための身体活動基準
201316)から 65 歳以上の高齢者の目標で
ある 1 日の身体活動 40 分で分類して、
介護認定率を比較した。40 分以上の歩行
時間がある患者の介護認定率は有意に低
値であった(4.9 vs. 33.3%、p＜0.01) (図
1)。
表 5 MMSE を規定する独立因子

４．考察
維持期心リハ継続中の高齢心疾患患者
の 1 日の平均歩数は 5506.8±3743.6 歩/
日(男性 6078.1 歩、女性 4544.2 歩)であ
った。健康日本 21 の最終評価では 70 歳
以上の歩数が男性 4707 歩、女性 3797 歩
であり 17)、本症例の歩数の方が多い。ま
た、本症例の要支援と要介護を含む介護
認定率は 10.8%であった。平成 28 年版
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図 1 1 日 40 分の歩行時間と介護認定率

高齢社会白書によると 65 歳以上の高齢

ク要因であり、不眠症状は身体症状や精

者の介護認定率は 17.8%であり、本症例

神症状を誘発しやすい 19)。身体的な疲労

の介護認定率の方が低い。維持期心リハ

回復を妨げるのみならず、心血管疾患の

の継続は、生涯にわたり専門的な運動指

回復を遅らせて再発リスクを上げる要因

導を受けることができるのが最大のメリ

にもなる 20)。定期的な運動習慣保有者は

ットである。その結果、患者の適切な身

入眠困難率が低いことが報告されており、

体活動の確保や介護予防に貢献できる可

本研究の結果を支持する 21)。しかし、本

能性が示唆された。なお、本研究に参加

研究は高齢心疾患患者の身体活動を歩行

した全ての施設に心臓リハビリテーショ

と生活活動に分類して分析したことが特

ン指導士を取得した健康運動指導士が勤

徴であり、歩行エネルギーと入眠潜時の

務しており、患者指導の質は担保されて

関連を示した初めの研究である。メカニ

いたことが推測された。

ズムは、歩行による副交感神経活動の亢

身体活動を歩行エネルギーと生活活動

進や心理状態の改善 22, 23)、体調調節機能

エネルギーに分類して、各因子との関連

の向上、セロトニンの増加 24)などが考え

性を検討したところ、両エネルギーとも

られる。質の高い睡眠を得た翌日は身体

に体力要素との関連性を認めた。興味深

活動が増加することも報告されており 25）、

いことに、睡眠特性の一つである入眠潜

睡眠の質の亢進と身体活動の増加は双方

時と MMSE は歩行エネルギーとの間に

向性である可能性が高い。しかしながら、

のみ相関関係を認めた。そこで、入眠潜

長時間の高強度運動は睡眠を阻害する可

時を従属変数とする多変量解析を行った。

能性もあり 26)、最適な運動強度や運動時

年齢、性別、心機能、睡眠薬を調整して

間については今後の介入研究が必要であ

も入眠潜時は、歩行エネルギーのみが独

る。

立因子であった。睡眠障害は循環器リス

次に MMSE を従属変数とする多変量
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解析では、6 分間歩行のみが独立因子で

ある。本研究の結果をもとに、無作為化

あった。運動耐容能は健常者でも心疾患

による前向き介入研究が必要である。2

患者でも生命予後を規定する強力な因子

点目は、歩数計による身体活動の評価で

である 27)。本研究の結果から運動耐容能

あり、自転車や水中運動のような種類の

の増加が生存率を改善させるだけでなく

身体活動が計測できていない。最後に、

4)、
認知機能の予測因子となることも示唆

維持期心リハ継続中の高齢心疾患患者が

された。メタ解析において、身体活動水

対象者であり、心リハを継続していない

準が高い者は、低い者よりも認知機能低

高齢心疾患患者の結果が同様になるかは

下の相対リスク 0.65(95%CI: 0.55-0.76)

不明である。

が低減している 28)。また、運動耐容能と

維持期心リハ継続を通じて身体活動増

海馬の容量との正の相関が報告されてい

加もしくは維持され、睡眠障害や認知機

る 29)。以上のことから、身体活動による

能を含めた介護予防が可能となる。維持

循環や代謝の亢進が多様な効果をもたら

期心リハは単に運動療法を提供する場で

し、認知症の危険因子の減少や保護因子

はなく、個々に病態に応じた運動指導や

の促進が期待できる。潜在的な予防のメ

疾病管理に有用であり、今後の普及が望

カニズムが想定されるが、1 つの要因で

まれる。

はなく、複合的な要素が関係すると考え
るのが妥当である。

５．結論

健康づくりのための身体活動基準で推

維持期心リハ継続中の高齢心疾患患者

奨されている 65 歳以上の身体活動は、強

の身体活動量、睡眠の質、認知機能は保

度を問わず毎日 40 分の活動であり、本研

たれており、介護認定率が低値であった。

究では 40 分の歩行時間の有無で分類し

また、歩行エネルギーは入眠潜時と関連

て、介護認定率を比較した。すると、1

し、認知機能は運動耐容能と関連した。

日 40 分以上の歩行時間がある患者の介
護認定率は 4.9%であった。本症例全体の
介護認定率は 10.8%であり、維持期心リ
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