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.

緒

言

の低下をもたらすため，筋力低下を予防すること
が重要である1)8) ．また，下肢筋力の機能低下は

わが国の高齢化は世界に類を見ない速度で進ん

転倒リスクファクターの要因であり，転倒は高齢

でおり，2015 年には高齢者が 26.0  , 2050 年には

者の寝たきりの原因となる7)．高齢期における筋

35.7に達し，国民の約 3 人に 1 人が65歳以上の

力をはじめ体力の保持向上は介護予防になり，そ

高齢者という超高齢化の到来が予測されている10)．

れが医療費高騰の予防策の 1 つになると考えられ

2005年に高齢率が20を超えて超高齢社会に突入

る．介護予防においても先に述べた筋力低下のも

した日本は，これまでをさらに上回るペースで高

たらす問題を解決するため，近年様々な取り組み

齢化の進行が予測されている12)．また総人口は減

がなされている．しかし，70歳以上の高齢者の 1

少していくことが予測されており，医療費の高騰

日当たりの歩数は男女共に低下しており，さらに

を防ぐ観点からも高齢者をサポートする体制づく

高齢者の介護予防を図るための目標達成には不十

りのみならず，高齢者自身がいきいきと地域で自

分であるため，高齢者の運動機能を保つための運

立生活を送れることが望まれる．

動指導を行うなどの積極的な取り組みが必要であ

WHO は2000年に日本人の平均健康寿命は男性

ると指摘している4)．

71.9歳，女性77.2歳と発表しており，健康寿命以

2001年のデータによると，介護が必要になった

降の余命期間の寝たきりなどが問題となってきて

主な原因として「関節疾患」
，「転倒・骨折」，「高

いる14) ．高齢者における筋力低下は身体的 ADL

齢による衰弱」が挙げられ，それらの男女の総数
は38.3であり，女性に限ると45.9と約半数を
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占めている5)．しかし，これらの原因の多くは，
運動の実施により疾病の緩和，事故の予防，体力
の改善がある程度期待できるため要介護回避の可
能性が少なからず考えられる．
介護予防を目的とした場合，一過性の運動では
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効果が期待できない．運動の継続性，さらには運

形態測定は身長，体重，体脂肪率を測定し，

動習慣の形成を図ろうとする際は，運動教室への

BMI も指標として用いた．体脂肪率はインピー

参加が有効な手段となる．なぜなら運動教室で

ダンス法にて測定した
（デュアル周波数体組成計，

は，運動・スポーツの促進条件として挙げられて

TANITA）．体力測定は文部科学省の65～79歳向

いる「一緒に行う仲間の存在｣11) を満たすことが

け体力テスト（握力，上体起こし，長座体前屈，

可能であり，さらに生きがいや QOL といった

開眼片足立ち， 10 m 障害物歩行， 6 分間歩行テ

「楽しみ」の要素を共有できる場が提供されるた

スト），椅子立ち上がり（ 30 秒間椅子スクワッ
ト），脚筋力（ mTas MT 1, ANIMA ），重心動揺

めと考えられるからである．
そこで本研究は，地域在住の高齢者を対象とし
た運動教室において対象の体力，日常生活状況，
心理的変化に及ぼす影響ついて調査することで，
介護予防における運動実施効果の基礎資料を得る
事を目的とした．

.

.

度測定（下肢荷重計 G 620, ANIMA ）を実施し
た．


.

アンケート

アンケートは全て自己記入方式で，老研式活動
能力指標， ADL テスト（文部科学省体力テスト

方

法

対象

I 県 H 市在住の高齢者15名（男性 3 名，女性12

実施前に行われるスクリーニングテスト）， SF 
36v2 ( QOL の包括的判定尺度）， POMS 短縮版

（感情プロフィール検査），日常生活アンケートを
実施した．

名），平均年齢72.1±3.3歳（66～77歳）であった．

本研究はアンケートの質問項目が多く，対象の

対象の形態は身長 148.8 ± 8.3 cm ，体重 56.2 ± 7.4

精神的苦痛が予想されるため，運動実施で即時的

kg, BMI 25.4 ± 3.4 ，体脂肪率 32.1 ± 7.0 であっ

変化が予測される POMS 短縮版を体力測定前に

た．対象は現在通院中であるが医師による運動制

実施することを除き，その他のアンケートは体力

限がない者である．対象に研究の趣旨を説明し承

測定中の休憩時間や待ち時間を利用するなど回答

諾を得た．

の際の負担を軽減するように配慮した．また全問


.

調査期間

2006年 4 月上旬～同年 7 月上旬の 3 ヶ月間，週
1 回の頻度で運動教室を実施した．


.

運動教室全体の概要

回答ができなかった場合，次回の教室参加時に回
答してもらった．


.

配布冊子及び加速度計

対象の自宅での運動実施の動機づけとして運動

教室は全13回であった．第 1 回はオリエンテー

内容を記載した冊子（筋力トレーニング，ウォー

ション，第 2 回及び第 12 回は評価判定（体力測

キング，ストレッチングの実施方法や注意点に関

定，アンケート，血液検査），第 3 回～ 11回は運
動，第13回は結果説明及び運動教室のまとめであ
った．また対象者の平均出席率は83.9であった
（図）
．

.

調査方法

I 県の N 医院と共同で運動教室を開催した．運

動教室は医院のリハビリルームにおいて医師，看
護師，健康運動指導士，学生ボランティアのスタ
ッフらによって運営された．

.

調査内容

運動教室前後に以下の調査を実施した．


.

身体計測及び体力測定

図

研究概要
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する冊子），運動記録用紙（運動実施の有無をセ

51.5 から 507.7 ± 63.2 m ( p ＜ .001 ）に有意な向上

ルフモニタリングするための冊子），また身体活

が見られた（表 2）．

動 量 増 加 へ の 動 機 づ け と し て 加 速 度 計 （ Life

重心動揺度測定

アニマ社の定める標準解析項目（総軌跡長，単

Coder EX, SUZUKEN）を配布した．


.


.

位軌跡長，単位面積軌跡長，矩形面積，外周面

運動内容

健康運動指導士が構成及び指導した運動プログ
ラムで，1 回の教室は約75分であった．内容は筋

積，実効値面積）について分析したが，教室前後
で有意な変化は見られなかった．

力（自重負荷）トレーンング（呼吸を止めずに行


.

うため回数を声に出して実施した），ウォーキン

教室前後で TP（血清総蛋白基準値6.0～8.0 g

グ（適切なフォームで歩けるように指導し，また

/ dl ）は 7.4 ± 0.4 から 7.0 ± 0.5 へと有意な変化（ p

意識して実施してもらった），ストレッチング

＜.05）が見られた（表 3）．低栄養や老化の指標

（その日に使った筋肉を中心に全身をまんべんな
く実施した），リズム体操，レクリエーションで

血液検査

になるアルブミンに変化は見られなかった．

.

アンケート

あった．なお，運動教室を通して無理をしないよ

SF36v2 は教室前後で有意な変化は認められず

うに主観的運動強度の「楽である（fairly light）」

保持された結果であった（表 4 ）． POMS 短縮版

を目安に実施するよう指示をした．

.

は「緊張不安」，「情緒混乱」の 2 因子に有意な

分析方法

改善（p＜.01）が認められた（表 5）． ADL テス

運動前後における運動測定項目，重心動揺度測

トは教室前後で総合得点の平均が 27.9 ± 4.4 から

定値，血液データの平均値の差の検定には対応の

28.1 ± 4.6 点へと変化したが有意な差は認められ

ある t 検定を用い，アンケートにおける平均値の

なかった．日常生活アンケートは，運動・スポー

差の検定には Wilcoxon の符号付き順位検定を用

ツの実施に関する質問で教室前後の運動実施頻度

いた．

が増加した（p＜.05）．

.

.

結


.

果

運動実施頻度及び日あたりの平均歩数

運動記録用紙によると，全83日間の教室期間中
の平均運動実施日数は，筋力トレーニングが52.6

形態測定

教室前後で体重が56.2±7.4から55.6±7.5 kg (p

日（63.6），ストレッチングが57.1日（68.8），

＜.05），体脂肪率が 32.1± 7.0から 28.9±7.1  (p
＜.001）に有意な改善が見られた（表 1）．

.

体力測定

表2

教室前後で長座体前屈が35.2±8.6 cm から40.3

体力測定の結果
(n＝15)

± 9.6 cm ( p ＜ .01 ）， 6 分間歩行テストが 443.3 ±

pre

post

測定項目

Mean
表1

身体測定の結果

握力平均（kg)

24.3
4.7

5.6
5.1

長座体前屈（cm)

35.2

8.6

40.3

9.6

開眼片足立ち（秒)

47.7

46.6

43.5

54.1

8.1

1.2

8.1

1.2

7.5

10 m 障害物歩行（秒)
6 分間歩行（m)

443.3

51.5

507.7

63.2

25.2

3.3

椅子立ち上がり（回)

14.7

2.9

14.6

3.5

28.9

7.1

脚筋力 Ave.（kg)

24.8

10.4

28.8

5.8

SD

Mean

SD

体重（kg)

56.2

7.4

55.6

BMI
体脂肪（)

25.4

3.4

32.1

7.0

p＜.05

6.5
4.3

post

Mean

pre vs post

SD

4.1

上体起こし（回)

測定項目

Mean

25.3

(n＝15)

pre

SD

p＜.001

pre vs post

p＜.01

p＜.001
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血液検査の結果

表5

Pre

POMS 短縮版の結果
(n＝15)

Post

項目（基準値)
n

Mean

WBC
(3500～9000/mm3)

12

5525.0

1497.3

RBC 男（420万～
560万/mm3)

2

478.0

46.7

449.5

23.3

10

425.2

25.5

418.9

18.5

Hb 男
(13.5～17.5 g/dl)

2

14.6

0.5

13.9

女
(11.0～15.0 g/dl)

10

12.9

0.7

TP
(6.0～8.0 g/dl)

14

7.4

Alb
(3.5～5 g/dl)

14

TG
(38～149 mg/dl)
HDL
(41～98 g/dl)

女
(370万～500万/mm3)

SD

Mean

Pre

SD

Post

Mean

SD

Mean

SD

TA（緊張不安)

4.9

2.9

2.9

2.3

D（抑うつ失意)

2.1

2.5

1.3

1.6

AH（怒り)

2.1

2.3

1.1

1.5

0.0

V（元気活動性)

6.8

4.2

7.4

4.3

12.5

0.5

F（疲労無力)

3.4

2.6

3.5

2.7

C（情緒混乱)

6.1

2.4

4.6

1.6

0.4

7.0

0.5

4.5

0.3

4.4

0.3

14

156.3

52.9

129.0

59.4

14

61.3

10.5

60.2

10.0

5125.0 1355.9

pre vs post

.

.

pre vs post


p＜.05

考

p＜.01

察

体力測定と運動記録用紙

運動実施の有無をセルフモニタリングした運動
記録用紙から判断すると，教室期間中における平

表4

SF36v2 の結果

均運動実施日数はストレッチングが57.1日で頻度

Pre

(n＝15)

が最も高かった．この実施日数の多さが柔軟性の

Post

改善に影響を与えたと考えられる．また別の側面

Mean

SD

Mean

SD

から捉えると，運動の中で最も取り組みやすいの

PF（身体機能)

46.4

14.8

46.7

12.3

がストレッチングであったと考えられる．雨の日

RP（日常役割機能)

42.1

12.8

42.6

14.1

BP（体の痛み)

49.3

11.4

47.8

7.7

GH（全身的健康感)

45.5

4.6

47.4

9.3

VT（活力)

51.7

6.5

51.7

7.5

った．これはストレッチングと同様に，場所をと

SF（社会生活機能)

48.3

10.1

48.3

9.5

らず実施できる特性のためと考えられる．実施日

RE（日常役割機能)

43.2

14.0

43.8

12.9

数はウォーキングの 50.9 日を上回っていたもの

MH（心の健康)

47.7

10.9

49.6

7.3

の，握力や脚筋力に有意な変化は見られなかっ

(国民標準値に基づいたスコアリング)

でも場所をとらず，身体的・精神的負担が少なく
手軽に実施できる点で頻度が最も高かったのでは
ないかと考えられる．
筋力トレーニングの平均実施日数は52.8日であ

た．これは筋力トレーニングの過負荷の原理が精
神的ストレスとしてあった可能性が考えられる．
つまり実施はするものの，運動効果の現れてくる

ウォーキングが50.9日（61.2）であった．また

負荷をかけ続けることが精神的にストレスであっ

加速度計による 1 日あたりの平均歩数は7224.9±

た可能性が考えられる．そのため，心身共に過度

3032.4 歩で平均 76.7 日間のデータであった（ n ＝

の負荷がかかる筋力トレーニングの実施は，1 人

14）．

で実施するよりも運動教室といった機会や仲間の
いる環境での実施が望ましいのではないかと推察
される．
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運動の中で最も少なかったが，直接関連してくる
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基準値内の変化であるため，とりわけ問題がある
とは考えられない．

6 分間歩行は有意に改善した．これは筋力トレー

血清アルブミン値は加齢により低下が見られ，

ニングと異なり，心身共に追い込まなくても良い

またその値の低い高齢者は上下肢の筋力が低いこ

という点で，精神的ストレスをそれほど感じずに

とが報告されているめため老化の指標とされてい

実施でたためと考えられる．また，本研究の対象

る13)．本研究の対象を見ると血清アルブミン値は

は ADL 能力が高いことからも，屋外に出る際の

正常範囲内であり，教室期間中の栄養状態は特に

身体的，精神的な負担が少なかったことも歩行能

問題が無く，しかも体力は決して低くはないこと

力の改善に影響を与えたと推察される．

が伺える．今後より詳しく調査するためにも，今

高齢者の足腰の筋力低下は歩行能力にも直接影
響を与え，つまずきや転倒を引き起こす可能性が

回実施していない栄養状態を含めた包括的アプ
ローチが必要になるであろう．

十分考えられるため，筋力低下防止のための継続


.

的実施が重要になる．また，柔軟性の向上は疲労

ADL テストは教室前後で有意な変化は認めら

の回復促進ばかりでなく，関節可動域を広げ，結

れなかった．この結果は対象者が地域で自立した

果的に腰痛や肩こりなどの予防にもつながること

生活を送っていたことからもある程度予測できる

から，筋力低下防止と同時に継続的実施が重要で

ものであった．出村ら2)は健康度及び体力自己評

あろう．高齢者が自立した生活を送りつつ，社会

価が高いほど ADL 得点も高い傾向があると述べ

参加を可能にするためにも，自宅に閉じこもりが

ており，これを支持する結果となった．

ちにならないような総合的な体力づくりを目的と
したプログラムの提供が必要になる9)．

アンケート

SF36v2 は各項目に有意な変化は見られなかっ

たものの，POMS 短縮版には「緊張不安」，「情

これらの結果から，介護予防を目的とした場

緒混乱」に有意な改善が見られた．この 2 つのア

合，運動教室に参加することは 1 人で実施する場

ンケート結果から判断すると，運動教室への参加

合よりも動機づけにおいて非常に有効であり，さ

は心理的良好な状態をより高めるというより，む

らに運動頻度の増加が期待できることからも運動

しろ負の要素となる心理的状態の改善を促すので

の継続がなされ，各個人にあった運動習慣の形成

はないかと考えられる．

に寄与すると推察される．人が実際に行動を変容

性・年齢階級別にみた悩みやストレスの原因に

し，運動習慣を確立することは容易なことではな

関する報告6) では，「悩みやストレスあり」とし

い3)ため，運動教室への参加は高齢者の運動実施

た者を 100とした割合で65歳以上を見ると，男女

のきっかけとして有効であると推察される．

共に 1 位が「自分の健康・病気」（男性 59.9 ，


.

重心動揺度測定

女性61.8），2 位が「自分の老後の介護」（男性

重心動揺度測定の結果に統計的な変化は認めら

33.0，女性38.3），3 位が「同居家族の健康・

れなかった．重心動揺計では静止立位でのバラン

病気」（男性 26.1 ，女性 22.6 ）であった．さ

ス能力を測定しているが，今回の教室の運動内容

らに85歳以上では女性 3 位と男性 4 位に「話し相

には特にバランス能力の向上を目的とした運動を

手がいない」が入ってくる．この報告から，高齢

取り入れていなかったことが主な要因と考えられ

者は健康に関する悩みを多く抱えており，歳を重

る．介護予防を考えた場合，転倒予防を目的に運

ねるに連れて話す相手や機会の減少といる問題を

動内容にバランス運動を取り入れることや，自身

抱えていることが伺える．以上のことから，対象

の身体を適切にコントロールする訓練の導入な

者は運動教室に参加することで精神的ストレスを

ど，プログラム内容の工夫が課題になるであろう．

軽減していたのではないかと推察される．


.

血液検査

血液検査では TP に有意な変化が見られたが，
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活基礎調査室（2001）平成13年国民生活基礎調査の
概況

本調査結果より，運動教室に参加した対象の日

性・年齢階級別にみた上位 5 位までの悩みや

頃の運動実施頻度の増加が柔軟性や歩行能力の向

ストレスの原因． http://www-bm.mhlw.go.jp/toukei

上，体重や体脂肪率の低下につながったと推察さ

/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa01/xls/kenkou.xls

れる．また，運動教室への参加によって心理的状

7)

態の改善が期待できることが示唆された．このこ
とは介護予防における運動習慣形成の過程におい
て，運動教室が果たす役割の重要性を示唆するも

厚生省大臣官房統計情報部（2000）平成10年国民

生活基礎調査（全 4 巻）第 2 巻．財団法人厚生統計
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8)
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