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第Ⅰ章

第１節

序論

緒言

平成 27 年 10 月 1 日現在，我が国の高齢化率は 26.7%に達し，約 4 人に 1 人が 65 歳
以上の高齢者である（内閣府, 2015）．今後も高齢化率は上昇を続け，平成 47 年に 33.4%
で 3 人に 1 人となり，平成 72 年には 39.9％に達して，約 2.5 人に 1 人が高齢者となる
社会が到来すると推計されている（国立社会保障・人口問題研究所, 2012）．平均寿命
は男性で 80.2 年，女性で 86.6 年に対して，健康寿命は男性で 71.2 年，女性で 74.2 年
である（厚生労働省, 2013）．したがって，平均寿命と健康寿命の差である日常生活に
制限のある期間は男性で 9.02 年，女性で 12.40 年となり，いかに健康寿命を延伸させ
要介護状態の期間を短縮できるかが課題である．さらに，予防の観点からは高齢期に
入る前の中年期での運動の取り組みがその後の健康状態を左右するといっても過言で
はない．
我が国において介護が必要となる主な原因の上位 5 つは脳血管疾患（21.5%），認知
症（15.3%），高齢による衰弱（13.7%），関節疾患（10.9%），骨折・転倒（10.2%）で
あり（厚生労働省, 2010），様々な原因によって要介護状態をきたしている．さらに要
介護度別にみたところ，要支援 1～2 では関節疾患が最も多く，次いで高齢による衰弱，
骨折・転倒であるのに対して，要介護 1～5 では脳血管疾患が最も多く，次いで認知症，
高齢による衰弱であった（厚生労働省, 2013）．このように，比較的要介護度の低い要
支援者では身体機能の低下による原因が大きいとされている．以上のことから，でき
るだけ早い段階から運動に取り組み，身体機能の低下を予防することが高齢期におけ
る QOL（quality of life）の向上や健康寿命の延伸に寄与すると考えられる．
多くの身体機能は 20 歳以降，加齢に伴い緩やかに低下し（文部科学省, 2014），低
下の経過は項目によって異なり，瞬発力のように年々ほぼ同じ割合で直線的に低下す
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るものと筋力や敏捷性のようにある年齢階級で屈折して低下するものがある（木村ら,
1989）．また，Demura ら（Demura et al.,2003）は高齢期以降も加齢とともに身体機能
が低下することを確認しており，平衡性や下肢筋力・瞬発力は特に低下の程度が大き
いとしている．このように，身体機能の中でも転倒と関連のある身体機能は，加齢と
ともに顕著に低下するとされている．さらに，転倒の主要因である姿勢制御能力の低
下（古名と島田, 2006）は 40 歳代から始まる身体機能の低下である（Bohannon et al.,1984）
ことからも，高齢期に入る前の段階である中年期から転倒予防に努めることが重要で
ある．
これまで，さまざまな動的姿勢制御能力の評価法が提案されてきた．運動指導の現
場では，動的姿勢制御能力の評価法として信頼性と妥当性が高いとされるファンクシ
ョナルリーチテスト（Duncan et al.,1990）
（以下，FRT）や Timed Up & Go test（ Podsiadlo
and Richardson, 1991）
（以下，TUG）が頻用されているものの，中村ら（中村ら, 2006）
は FRT と TUG は有意な相関関係は認められなかったと報告している．さらに ，FRT
は足関節底屈筋および体幹の柔軟性と筋力が関与している可能性があり（ Daubney
and Culham, 1999），TUG は歩行能力や移動能力を反映しているため，真の動的姿勢
制御能力の評価であるとは言い切れない．また，転倒のほとんどが躓きやスリップに
よって発生しており（Gabell et al., 1985），転倒予防の観点からは実際の転倒を想定し
た評価を行う必要があり，足元が不安定な状態または外乱負荷が伴う状況での動的姿
勢制御能力の評価が望ましい．そのため，外乱負荷を伴う評価法として三次元的床面
動揺装置である EquiTest や転倒刺激付きトレッドミル（大渕ら, 2004）が用いられて
いるものの，環境面（実験室的な環境や大掛かりな装置）や安全面（予測し得ない外
乱負荷）の問題が挙げられ，運動指導の現場における高齢者を対象とした評価として
は難しい一面もある．
そこで，本研究では時間や場所を問わず，動的姿勢制御能力の測定が可能である不
安定傾斜板を用いた方法を採り，運動指導の現場で活用できるように外乱負荷を伴う
2

動的姿勢制御能力の評価法を確立させることとした．

第２節

目的

転倒予防の観点から，不安定傾斜板を用いて中高齢者を対象としたより実際の転倒
に近い状況下での動的姿勢制御能力の測定を行い，身体機能，体幹，運動量との関連
性を検討する．さらに，不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力に対する信頼性の高
い変数を明らかにし，評価表を作成する．これにより，運動指導の現場における簡便
な動的姿勢制御能力の評価が可能となる．

第３節

用語の定義

１．中高齢者

厚生労働省は人生の 6 段階として，幼年期 0-5 歳，少年期 6-14 歳，青年期 15-30 歳，
壮年期 31-44 歳，中年期 45-64 歳，高年期 65 歳-という段階で区分をしている（厚生
労働省, 2013）．また，高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では，45 歳以上の者を
中高年齢者，65 歳以上の者を高年齢者としている．さらに，40 代-50 代を中年世代と
している報告もあり（内閣府, 1998），中高齢者について明確な定義はされていない．
一方で，姿勢制御能力は 40 歳代から低下し始め，60 歳を超えると加齢とともに著し
く低下することが報告されている（Bohannon et al., 1984）．これらを踏まえ，本論文で
は 40 歳以上を中高齢者とみなして論を展開する．

２．動的姿勢制御能力

3

姿勢制御能力は静止立位保持といった静的な要素から，歩行や応用動作といった動
的な要素まで極めて広範囲にわたる（内山, 1997）．本研究では島田ら（島田ら, 2006）
の分類に基づき，姿勢制御能力の中でも外乱負荷応答，支持基底面を固定した状況に
おける随意運動中のバランス機能，支持基底面が移動する状況における随意運動中の
バランス機能といった動的な要素を含むものを総称して「動的姿勢制御能力」と定義
する．

３．身体機能

パフォーマンステストや体力測定によって評価される各機能を総称して「身体機能」
と定義する．例としては，筋力，筋持久力，柔軟性，敏捷性等が挙げられる．

4

第Ⅱ章

第１節

文献研究

転倒と姿勢制御能力

転倒とは「自らの意志によらず，足底以外の部位が床，地面についた場合」と定義
されている（Gibson, 1990）．転倒は 65 歳以上の高齢者の中で 5 人に 1 人の割合で毎年
生じており，転倒による骨折は加齢とともに増加する（金ら, 2001; 安村, 1994）．70
歳を超える地域在住女性高齢者を対象とした研究では，1 年間の転倒発生率は 49%で
あり，約 2 人に 1 人が転倒を生じているとの報告もされている（Hill, 1999）．さらに，
転倒によって 10%は骨折を生じ，特に大腿骨の骨折は寝たきりにつながるため（鈴木
ら, 1999），介護予防のためにも転倒を回避する必要がある．たとえ転倒による骨折等
の外傷がなかったとしても，転倒を経験することにより移動に対する自信感を失う転
倒後症候群（post fall syndrome）
（Murphy and Isaacs, 1982）が生じ，転倒恐怖感によっ
て日常生活の活動性を低下させ，身体機能の低下を引き起こす．身体機能の低下は新
たな転倒を引き起こす原因となり，悪循環となる．Nivetti ら（Nivetti et al.,1989）は転
倒を経験した者の約 3 分の 2 が翌年に繰り返すことを報告しており，転倒しやすい高
齢者は再転倒の危険性が高い傾向にある．このように，転倒による問題は身体面だけ
でなく，精神面においても大きな問題となっている．
転倒を引き起こす要因は内的要因と外的要因に大別することができ（星, 2002），内
的要因とは転倒者自身に由来する因子であるのに対し，外的要因とは転倒者自身に起
因しない環境などに由来する因子である（杉原と郷, 2005）．内的要因は「身体的疾患」
「薬剤」
「加齢変化」の 3 つに分類され，中でも「加齢変化」である加齢に伴う機能減
衰（反応時間の遅延，筋力低下，バランス機能低下等）は高齢者の転倒原因の大きな
割合を占めている（鈴木, 2003）．外的要因には 1～2cm ほどの段差や滑りやすい床，
スリッパやサンダルといった履物などが挙げられる（鈴木, 2003）．また，高齢者の怪
5

我が発生した場所の 6 割は住宅等居住施設であり，そのうちの 8 割が転倒によるもの
であると報告されている（東京消防庁, 2011）．これら内的要因と外的要因の相互作用，
また身体状況と外的環境との不適応などによって転倒が発生している（星, 2002）．そ
して，内的要因の中でも可変的因子において介入するべきであり，特に健康・スポー
ツ科学分野では，可変的因子のうち身体機能の低下に対するアプローチが主となる（出
村ら, 2012）．
身体機能に関連した転倒の危険因子には，姿勢制御能低下，歩容の変化，筋力低下，
反射の減弱等が挙げられ，特に下肢の機能障害や姿勢制御能の障害が重要である（加
藤と黒澤, 2002）．古名ら（古名と島田, 2006）は感覚障害，反応時間の遅延，筋力低
下，バランス機能低下，歩行機能低下，起居動作能力の低下などを転倒に危険因子と
して挙げており，その中でもバランス機能や歩行機能低下は転倒の主要因であると報
告している．このように姿勢制御能力は転倒と密接な関係であり，姿勢制御能力の低
下を防ぐことが転倒予防に寄与するため，姿勢制御能力の評価が必要である．

第２節

動的姿勢制御能力の評価法

姿勢制御能力は静止立位保持といった静的な要素から，歩行や応用動作といった動
的な要素まで極めて広範囲にわたり（内山, 1997），「一定の重力の下で支持基底面内
に身体の重心点を保持する能力．もしくは重心点が支持面から逸脱したときにそれを
引き戻し，身体の平衡状態を維持する能力」と定義づけられている（Horak, 1987）．
また，姿勢制御能力は静的姿勢制御能力と動的姿勢制御能力に大別することができ，
島田ら（島田ら, 2006）は姿勢制御能力を静的姿勢保持，外乱負荷応答，支持基底面
を固定した状況における随意運動中のバランス機能，支持基底面が移動する状況にお
ける随意運動中のバランス機能の 4 つに分類している．漆畑ら（漆畑ら, 2010）も姿
勢制御能力を静的な立位姿勢を維持している時に重心を支持基底面内に安定させる静
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的バランス能力，新たな支持基底面内に重心を移動させる動的バランス能力，外乱に
対して重心を支持基底面内に維持させる外乱応答バランス能力の 3 つに分類している．
このように動的姿勢制御能力の中でも細かく分類されている．さらに，静的姿勢制御
能力よりも動的姿勢制御能力のほうが転倒との関連が大きい（代と松尾, 2009）こと
からも，動的姿勢制御能力の評価が重要である．
動的姿勢制御能力の中でも外乱負荷応答の測定には，三次元的床面動揺装置である
EquiTest や転倒刺激付きトレッドミル等を用いる研究がされている（大渕ら, 2004）．
一方で，支持基底面を固定した状況における測定には FRT（Duncan et al., 1990）や
Limits of stability test（Juras et al., 2008），Star excursion balance test（Kinzey and Armstrong,
1998），Cross test（ 月村と池田, 1982），Body tracking test（ 山本ら, 1996）等が用いられ，
支 持 基 底 面 が 移 動 す る 状 況 に お け る 測 定 に は Timed Up & Go test （ Podsiadlo and
Richardson, 1991）やステッピングテスト（出村ら, 2008）等が用いられている．この
ように動的姿勢制御能力には数多くの評価法が提案されているものの，実際の転倒は
ほとんどが躓きやスリップによって発生している（Gabell et al., 1985）ことからも，足
元が不安定な状態または外乱負荷が伴う状況での動的姿勢制御能力の評価が望ましい．
前述した外乱負荷応答の評価法では実験室的な環境や大掛かりな装置が必要になり，
運動指導の現場での評価法としては不向きである．さらに，高齢者にとっては予測し
得ない外乱負荷は安全性の面からも十分に注意しなければならず，できるだけ高齢者
の負担を減らすべきである．そこで，実用性や安全性を考慮して，中高齢者を対象に
した不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の測定を行うことで，現場で外乱負荷に
対する評価ができるようになると考えた．

第３節

転倒関連体力相互の関係

転倒関連体力は，自立した日常生活を営むうえで重要となる移動・移乗動作能力と
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転倒回避能力から構成され（出村ら, 2012），姿勢制御能力（静的姿勢制御能力，動的
姿勢制御能力）の他に筋力（体幹筋力，下肢筋力，上肢筋力），全身持久力，敏捷性が
含まれている．また，日常生活の各動作は姿勢制御能力や筋力等様々な体力構成要素
が関わってくることが考えられ，転倒を防ぐには転倒関連体力を高めることが重要で
ある．古名ら（古名ら, 1995）によると，若年者では各体力構成要素間には相関関係
がみられないが，高齢者では各体力構成要素間に相関関係を認めるとしている．これ
は若年者に認められる運動能力の特異性が，高齢者では必ずしも成り立たず，各体力
構成要素の寄与が加齢に伴って増大することが原因だと考えられている．
そこで，動的姿勢制御能力と身体機能の関連に着目すると，FRT のような最前傾位
での安定性の規定要因として筋力の重要性が増大するという報告（藤原 ら, 1982）が
されているように下肢筋力との関連が大きい．他にも TUG と大腿四頭筋筋力（村田
ら, 2010），TUG と全身持久力評価である 2 分間歩行テストの歩行距離（Samson et al.,
2000），FRT および TUG と下肢敏捷性（小林と柊, 2015）等の関連がみられる．しか
し，動的姿勢制御能力の評価については現場において用いられやすい FRT や TUG が
多く，動的姿勢制御能力の中でも外乱負荷に対する評価と身体機能との関連を検討し
ているものは少ないことから，外乱負荷を伴う動的姿勢制御能力と身体機能との関連
を検討する必要がある．

第４節

体幹と動的姿勢制御能力

そもそもヒトの立位姿勢は四足位に比べて重心が高く，支持基底面が小さいため不
安定であるが，姿勢制御能力によって安定性を高め，転倒を防ぐことで，日常生活活
動を行っている．そして，立位姿勢を制御するために足関節戦略，股関節戦略，ステ
ッピング戦略の 3 種類の姿勢戦略を用いている（Horak et al., 1989）．足関節戦略は弱
く遅い外乱や安定した支持基底面上での外乱への対応に用いられるのに対して，股関
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節戦略は強く速い外乱や不安定な支持基底面上での対応に用いられる．ステッピング
戦略は非常に大きな外乱への対応に用いられ，前述の 2 つの戦略と異なり，足を踏み
出して新たな支持基底面を形成することで転倒を回避することができる．このように
外乱の大きさに応じて姿勢を制御している．また，高齢者は足関節戦略よりも股関節
戦略を用いる傾向にあり（Horak et al., 1989; Woollacott et al., 1986），股関節の伸展や
屈曲に伴い，体幹の前傾や後傾が生じることが考えられる．さらに，前述した転倒関
連体力にも体幹筋力が含まれていることからも，動的姿勢制御能力において体幹は重
要な要因となる．
樋口ら（樋口ら, 2012）は TUG と座位での左右方向の体幹機能に有意な関連を示し
ており，松田ら（松田ら, 2009）は簡易的な腹部ベルトを装着して姿勢制御能力を測
定したところ，静的姿勢制御能力には変化がみられなかったものの，動的姿勢制御能
力に改善がみられたと報告している．さらに，体幹に対する運動介入を行った研究も
されており，週 2 回 12 週間の体幹筋のバランス運動を行ったところ，体幹筋力発揮時
間に運動効果がみられるとの報告がされている（高橋ら, 2013）．このように，体幹と
動的姿勢制御能力との関連を示している研究があるものの，前節同様，外乱負荷を伴
う動的姿勢制御能力と体幹との関連を検討している研究は少ない．
また，桂ら（桂ら, 2010）は腹囲径 90cm 以上の腹部肥満女性を対象に 8 週間の水中
運動トレーニングを行ったところ，腹部周囲径の減少や腹筋群と背筋群の筋持久力の
増強，TUG の向上等がみられたと報告しており，体幹筋の増加や動的姿勢制御能力の
向上だけでなく，我が国のメタボリックシンドロームの必須条件（腹囲：男性 85cm
以上，女性 90cm 以上）（メタボリックシンドローム診断基準検討委員会, 2005）であ
る腹部周囲径においても効果があったとしている．また，メタボリックシンドローム
の必須条件として腹部周囲径の他に内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪面積 100cm²以上）が挙
げられる（メタボリックシンドローム診断基準検討委員会, 2005）．内臓脂肪の蓄積を
測定するための一つの方法として用いられている腹部 X 線 computed tomography 検査
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（以下，腹部 CT 検査）は体幹筋も同時に測定が可能であり，断層画像から筋肉量を
評価する方法は他の方法と比べて客観性や正確性が高い（Mourtzakis et al., 2008）とも
言われている．
以上のことから，腹部 CT 検査を用いて体幹筋と動的姿勢制御能力との関連を検討
することで，より体幹筋の重要性を示すことができると考えられる．

第５節

転倒予防のための運動介入

前述したように，内的要因の中でも可変的因子である身体機能の低下に対するアプ
ローチが必要であり，運動介入を行うことで身体機能の低下を防ぎ，転倒予防につな
がることが考えられている．ルーの法則である「身体機能は適度に使うと発達し，使
わなければ萎縮（退化）し，過度に使えば障害を起こす」ということは，高齢者にお
いても当てはまり，適度な運動の有用性を示している．
これまでも転倒予防のための運動介入 を行っている研究は数多く報告されている
ものの，対象（年齢や体力水準等）や介入方法（集団や個別等），介入した運動内容（期
間や内容等）等の違いによって，その効果は必ずしも一定ではない．
転倒予防の運動介入に関するメタアナリシスでは，個別に処方された筋力強化とバ
ランス運動によって転倒が 35%減少した報告（Robertson et al., 2002）や補助が少なく
重心動揺の大きいバランス運動を行うことが転倒予防において有効である報告
（Sherrington et al., 2008）がされている．また，身体活動と転倒発生率に着目したメ
タアナリシスでは，筋力や持久力，柔軟性などを包括した運動では修正転倒リスク比
が 0.90（0.70-0.98）であるのに対して，バランストレーニング（バランスプレート・
エクササイズ，太極拳など）を包括した運動では 0.83（0.70-0.98）と有意に減少して
おり，転倒予防の効果が高いことが分かっている（Province et al., 1995）．特に太極拳
は，転倒予防において有効とされ，Gillespie ら（Gillespie et al., 2012）は単一の運動種
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別（種目）において転倒予防の効果を認めるのは，グループで行う太極拳のみである
とも報告している．このように転倒予防においては複合的な運動やバランス運動が有
効であり，①自分の体重がかかる（立位での）運動であること，②水平方向（前後方
向）への素早い運動を含み，身体と頭部（眼球運動）の相互作用があること， ③垂直
方向（上下）の振幅運動を含み，大腿部と股関節周辺の筋群が働くことの 3 点が転倒
予防効果の高いバランス運動の特徴であると報告されている（Province et al., 1995）．
運動の介入方法には，大きく分けて集団運動と個別運動の 2 種類が挙げられる．横
山ら（横山ら, 2003）は個別運動を主体とするグループと比較して，集団運動を加え
たグループの方が運動教室への出席回数が多く，活動の自己評価，楽しさ，達成感，
満足感，及び有能感などの得点が有意に増加したことから運動の習慣化を形成するた
めには有効であることを報告している．しかし，集団運動の場合，参加者全員が同じ
運動量になるため，参加者によってはその運動量が過剰または不足している可能性も
考えられる．また，神崎（神崎, 2010）は病院に通っていない「元気な高齢者」に対
する将来の虚弱予防への対策と，施設入所中の「虚弱高齢者」への転倒予防対策は当
然異なるとし，体力に応じた運動介入が重要であると述べている．そして，山田（山
田, 2012）は高齢者の転倒予防を行うにあたって，高齢者をひとまとめに扱うのでは
なく，機能レベルに応じてその対応を変更すべきであるとのテーラーメード型転倒予
防の考えを示している．また，地域在住高齢者を対象として転倒予防に効果的な方法
を明らかにしたシステマティックレビューでは，対象者に応じた運動を実施した場合
は転倒リスクが減少するものの，どの対象者にも同じ運動を実施した場合は転倒予防
の効果が認められなかったと報告されており（Gillespie et al., 2001），個別に対応せず
に一様な運動を行っていても，転倒予防の効果は期待できないと考えられる．以上の
ことから，個別に対応した運動を実施している中高齢者を対象にした運動量と動的姿
勢制御能力の関連を検討する必要がある．
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第Ⅲ章

第１節

課題設定

検討課題の設定

課題１：身体機能と動的姿勢制御能力との関連性

これまで，さまざまな動的姿勢制御能力の評価法が提案されている．そのうちの一
つである Body tracking test（山本ら, 1996）は，提示される目標点に向けて自身の足圧
中心（以下，COP：Center of pressure）位置を追従させるテストでトラッキング動作の
速さだけでなく正確さも評価される．しかし，転倒の原因が躓きやスリップである
（Gabell et al., 1985）ことを考慮して，足元が不安定な状態においても評価すべきであ
る．また，先行研究では若年者を対象とする研究（竹内ら, 2008; 吉田ら, 1997）が多
い．
本課題では，中高齢者を対象として，不安定傾斜板上でのトラッキング動作による
動的姿勢制御能力の評価を行い，さらに身体機能との関連性を検討する．

課題２：腹部断面積と動的姿勢制御能力との関連性

先行研究では動的姿勢制御能力と下肢に関する研究（塩田ら, 2008; 村田ら, 2010）
が多くされているものの，動的姿勢制御能力は下肢の筋肉だけでなく体幹の筋肉も重
要である（松田ら, 2009）．さらに，姿勢戦略の点からも強く速い外乱や不安定な支持
基底面上での対応には股関節戦略が用いられ，高齢者は足関節戦略よりも股関節戦略
を用いることが多い（Horak et al., 1989; Woollacott et al., 1986）ため，体幹の前傾や後
傾が伴い，体幹の安定性が必要になる．
本課題では，客観性や正確性が高い（Overstall et al., 1977）とされる腹部 CT 検査を
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用いて測定した腹部断面積と動的姿勢制御能力との関連性を検討する．

課題３－１：テーラーメード型運動プログラムの有効性

介護を必要とする主な原因には，生活習慣病の発症や身体機能の低下が挙げられる
（厚生労働省, 2010）．これまでも様々な条件（運動期間，運動頻度，運動強度等）を
組み合わせながら運動介入を行い，体組成の変化や血液生化学検査の改善（原ら,
2003.），身体機能の向上（大高ら, 2003）といった運動効果を検証しているものの，教
室型運動プログラムによる集団エクササイズの運動介入が多い．
本課題では，対象者に応じた運動プログラムであるテーラーメード型運動プログラ
ムの有効性を示すために，身体組成および身体機能の変化を検証する．

課題３－２：運動量と動的姿勢制御能力との関連性

転倒予防には内的要因の中でも可変的因子である身体機能の低下に対して運動を
行うことが重要であり，特に複合的な運動やバランス運動が転倒予防には有効とされ
ている（Robertson et al., 2002; Sherrington et al., 2008）．しかし，先行研究では集団運
動による運動介入をしていることが多く，個別運動による運動介入をしていることは
少ない．対象者に応じた運動介入では転倒リスクが減少するものの，どの対象者にも
同じ運動を介入した場合には，転倒予防の効果が認められなかったと報告されている
（Gillespie et al., 2001）．
本課題では，テーラーメード型運動プログラムを実施している中高齢者を対象にし
て，運動量と動的姿勢制御能力との関連性を横断的および縦断的に検討する．

課題４：不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の測定の信頼性と評価表の作成
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これまで，さまざまな動的姿勢制御能力の評価法が提案され，運動指導の現場で動
的姿勢制御能力を評価することができている．しかし，動的姿勢制御能力の中でも転
倒に近い状況である外乱負荷を伴う動的姿勢制御能力の評価は，環境面や安全面の問
題からも運動指導の現場に取り入れることが難しい．また，不安定傾斜板を用いた動
的姿勢制御能力の評価が行われているものの，基準値等は設定されておらず， 運動指
導の現場で活用するまでには至っていない．
本課題では，不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の評価法を確立させるために，
性別，年代別の評価表の作成を行い，運動指導の現場で活用できるようにする．

第２節

不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の測定と評価変数

不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の測定には，不安定傾斜板であるディジョ
ックボード・プラス/SV-200（酒井医療株式会社製）を用いた（Figure Ⅲ-1）．本測定器
はパーソナルコンピューター（以下，PC）と USB ケーブルを介して使用し，ボード
に内蔵されている加速度センサーによって傾斜角度や方向を PC 画面上の四分円にリ
アルタイムで表示することができる（Figure Ⅲ-2）．傾斜方向はボードの裏面に船底状
のボスを取り付けることで設定することができるようになっており，前後に 12°，左
右に 7°まで傾斜させることができる．傾斜角度や方向を示す点である計測マーカーが
四分円の中心にあるときはボードが水平であり，中心よりも上方または下方にある場
合は前後方向への傾斜，左方または右方にある場合は左右方向への傾斜を示している．
また，本測定器にはダイナミックスタビリティ計測，リミットオブスタビリティ計
測，ランダムターゲット計測の 3 種類の計測があり，本研究ではリミットオブスタビ
リティ計測（表示される目標点に向けて，計測マーカーを移動させる）とダイナミッ
クスタビリティ計測（ボードを水平に保ち，計測マーカーを中心に静止させる）を使
14

用した．データは左右方向（X 方向），前後方向（Y 方向）それぞれの座標を CSV フ
ァイルとして PC に取り込んだ．サンプリング周波数は 40Hz とした．
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１．リミットオブスタビリティ計測（第Ⅳ章，第Ⅵ章）

ボードの裏面に船底状のボスを左右に 2 個取り付け，ボードが前後方向にのみ動く
ように設定した．対象者はボード上で足幅を肩幅程度に開いた立位姿勢をとり，COP
は踵からつま先までの約 45％付近に位置していることから（浅井ら, 1991），足長の
50％地点をボードに記されている前後の中心線に合わせて足部を位置するように指示
した．また，上肢の影響を避けるために両上肢は体幹の側方に下垂させた．対象者の
前方 1m の位置，および視線の高さに PC を設置し，PC 画面を注視させながら目標点
に 計 測 マ ー カ ー を 追 従 さ せ る 課 題 を 実 施 し ， 課 題 に 要 す る 時 間 を 測 定 し た （ Figure
Ⅲ-3）．なお，対象者がボード上で姿勢が安定したことを確認してから，測定を開始し
た．
1 試行は計測マーカーが前方の目標点に到達後，中央に戻り，前方－中央を 3 往復
することとし，目標点到達後は目標点内に 0.5 秒間計測マーカーを保持しなければ次
の目標点が出現しないように設定した（Figure Ⅲ-4）．なお，出現する目標点は長谷川
ら（長谷川ら, 2010）の方法に基づいて，PC 画面に表示される外周円の半径に対する
80%に設定し，目標点の大きさは 30%に設定した（Figure Ⅲ-5）．したがって，目標点
は前方で 4.55～6.65°，中央で 1.05～-1.05°であった．練習を 1 試行後，2 試行のうちの
最小値を採用した．各試行間は 1 分間の休憩をとり，前試行の疲労の影響がないよう
にした．なお，測定中にボードから落下した場合は再度測定した．前方の目標点に到
達するまでの時間である COP 移動時間に着目し，1 試行の中で 3 回みられる COP 移
動時間の平均値を評価変数とした．したがって，COP 移動時間が小さいほど目標点に
向けて計測マーカーである自身の COP を移動できていることを示しており，動的姿勢
制御能力が優れていると判断される．

16

17

２．ダイナミックスタビリティ計測（第Ⅴ章，第Ⅶ章）

ボードの裏面の中央部に船底状のボスを 1 個取り付け，ボードが全方向に動くよう
に設定した．対象者はボード上で足幅を肩幅程度に開いた立位姿勢をとり，COP は踵
からつま先までの約 45％付近に位置していることから（浅井ら, 1991），足長の 50％
地点をボードに記されている前後の中心線に合わせて足部を位置するように指示した．
また，上肢の影響を避けるために両上肢は体幹の側方に下垂させた．対象者の前方 1m
の位置，および視線の高さに目印を設置し，目印を注視して立位姿勢保持を行い，ボ
ードの縁が床に着かないようにボードを水平に保持すること，ボードの縁が床に着い
てもボードを水平に戻すことを留意させた．なお，対象者がボード上で姿勢が安定し
たことを確認してから，測定を開始した．
1 試行の測定時間は 20 秒間とし，全方向安定指数，全方向平均変位，全方向角度変
動域，総角度変動指数を評価した．それぞれの評価変数は以下の式を用いて算出した．
X は左右方向の座標，Y は前後方向の座標， は左右方向の平均座標， は前後方向の
平均座標，i はサンプル番号を表す添字，n はデータサンプル数を示している．
n

n

 (0  X )   (0  Y )
2

・全方向安定指数

i

i 1

=

i 1

2

i

n

測定中のボードが水平を基準としてすべての方向へ動いた角度を指数として示す

n


・全方向平均変位

=

i 1

X i2  Yi 2
n

測定中に変動したすべての方向における角度の平均を示す
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n


i 1

=

・全方向角度変動域

( X i  X ) 2  (Y iY ) 2
n

全方向平均変位を基準として，測定中に変動した角度範囲を示す

n

・総角度変動指数

=


i 1

( X i  X i 1 ) 2  (Y iYi 1 ) 2

測定中に変動した角度の総量を示す

全ての評価変数は，数値が小さいほど動的姿勢制御能力が優れていることを示して
いる．練習を 1 試行後，本試行を 2 試行し，総角度変動指数の最小値の試行を採用し
た．各試行間は 1 分間の休憩をとり，前試行の疲労の影響がないようにした．なお，
測定中にボードから落下した場合は再度測定した．

第３節

研究の限界

１．標本抽出に伴う限界

本研究の主な対象者は指定運動療法施設にて運動を行っており，比較的健常な中高
齢者である．本研究における動的姿勢制御能力の測定は外乱負荷を伴うため，得られ
る結果が本研究の対象者よりも虚弱で高齢である者に適用するとは言い切れない．ま
た，単一の指定運動療法施設にて測定を実施しているため，異なる施設や健康教室で
導入する際には注意を要する．

２．動的姿勢制御能力の測定・評価に伴う限界
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本研究では，運動指導の現場における簡便な動的姿勢制御能力の評価を目的として
いるため，外乱負荷を伴う動的姿勢制御能力の測定・評価として不安定傾斜板を用い
ている．そのため，これまでの外乱負荷応答の評価法に比べると，純粋な外乱が加わ
っていない可能性は否定し切れない．

３．運動量の測定・評価に伴う限界

本研究では，指定運動療法施設にてシステム化されている wellness system（テクノ
ジムジャパン社製）を用いて運動量を算出している．そのため，日常生活の身体活動
量は反映されていないことに注意を要する．

４．定義に伴う限界

本研究で得られる結果は，第Ⅰ章，第 3 節において定義した範囲内で検討したもので
ある．
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第Ⅳ章

第１節

課題１：身体機能と動的姿勢制御能力との関連性

緒言

要介護になった主な原因の 1 割が骨折・転倒によるものであり（厚生労働省, 2010），
転倒予防には動的姿勢制御能力の向上が重要であることが示唆される．動的姿勢制御
能力は視覚系・前庭系および体性感覚系からの感覚入力として中枢神経系に伝達され，
骨髄から大脳皮質までに至る種々のレベルにおいて統合され，姿勢を保持するための
運動出力が筋群に伝えられて発揮されている（西守, 2003）．このように動作を正確に
行うためには，感覚入力から得られるフィードバック情報に基づいて運動出力をする
必要があり，フィードバック情報の中でも視覚系は前庭系や体性感覚系よりも優位に
働いている（Lee and Lishman, 1975）．
これまで，さまざまな動的姿勢制御能力の評価法が提案されており，そのうちの一
つである Body tracking test（山本ら, 1996）では，提示される目標点に向けて自身の
COP 位置を追従させるテストでトラッキング動作の速さだけでなく正確さも評価さ
れる．先行研究では，若年者を対象とし，フォースプレートや重心動揺計を用いた安
定面上での測定がなされている（竹内ら, 2008; 吉田ら, 1997）．しかし，転倒のほとん
どが躓きやスリップによって発生している（Gabell et al., 1985）ことからも，足元が不
安定な状態である可能性が高い．したがって，より実際の転倒を想定した測定を行う
ためには，安定面上の測定だけではなく，不安定面上の測定も実施することが望まし
いと考えられる．さらに動的姿勢制御能力は前後左右に COP 移動するクロステスト
（月村と池田, 1982）のように様々な方向への COP 移動が求められるものの，左右方
向に比べて前後方向のほうが動揺振幅や動揺速度が増加し，加齢の影響が現れると言
われている（池上, 1983; 後藤, 1992）．これは人の直立姿勢が足位，膝関節，足関節の
構造上，前後方向に自由度が高いために，下肢の筋肉などの加齢による影響が前後方
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向の重心動揺に特徴的に現れたものと推測しており（後藤, 1992），前後方向に着目す
る意義は大きい．
そこで，本研究では中高齢者を対象とし，不安定傾斜板上でのトラッキング動作に
よる動的姿勢制御能力の評価を行い，さらに身体機能との関連性を検討する．

第２節

方法

１．被験者

被 験 者 は 定 期 的 に 運 動 を 実 施 し て い る 女 性 中 高 齢 者 19 名 を 対 象 と し た ． 年 齢
54.9±6.4 歳，身長 154.5±4.1cm，体重 57.7±9.6kg，BMI24.2±4.0kg/m²であった．
本研究は，猫山宮尾病院倫理委員会の承認（承認番号：2015-NR-007）の下で実施
し，事前に被験者には口頭と文書による説明を行った上で書面による同意を得た．

２．測定項目

（１）動的姿勢制御能力
動的姿勢制御能力の測定においては第Ⅲ章，第 2 節にて記したリミットオブスタビ
リティ計測を行った．
評価変数においては第Ⅲ章，第 2 節にて記した COP 移動時間に加えて COP 移動パ
ターンについても評価をした．COP 移動パターンは前方の目標点に向けて計測マーカ
ーを移動させる 3 区間の時間軸を 0%～100%まで 10%刻みで基準化し，目標点までの
COP 移動の経過を示した変数である（Figure Ⅳ-1）．
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（２）身体機能
（ⅰ）３０秒椅子立ち上がりテスト（ＣＳ－３０）
CS-30（Jones, 1999）は高齢者の下肢筋力の簡便な測定方法として用いられており，
信頼性や妥当性が高いと報告されている（中谷ら, 2002）．
開始肢位は椅子座位とし，両足の間隔は肩幅程度とした．このとき ，股関節 90°，
膝関節 90°，足関節 0°となるように足を置き，上肢の影響を避けるために腕を胸の前
で組ませた．起立-着座動作を 1 回とし，30 秒間における反復回数を測定した．立ち
上がり途中で 30 秒に達した場合は測定値としてカウントした．なお，起立位では股・
膝関節が直立位になるように留意させた．測定は 1 回とした．

（ⅱ）長座体前屈
長座体前屈距離はデジタル式長座体前屈測定器（竹井機器工業製）を用いて 2 回測
定し，最大値を採用した．測定は新体力テスト実施要項（文部科学省, 2000）に基づ
いて実施した．
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（ⅲ）閉眼片足立ち
閉眼片足立ちを 2 回測定し，最大値を採用した．最大 180 秒とした．測定は新体力
テスト実施要項（文部科学省, 2000）の開眼片足立ちの方法に基づいて，閉眼状態で
実施した．

（ⅳ）全身反応時間
全身反応時間の測定には，全身反応時間測定器（竹井機器工業製）を用いた．被験
者は測定用マット上で軽く膝を曲げた状態で立位姿勢をとり，光刺激の発光時から被
験者の両足がマットから離れるまでの時間を測定した．練習を 2 回行った後，5 回測
定し，最大値と最小値を除いた 3 回の平均値を採用した．

３．統計解析

身体機能をもとにウォード法によるクラスター分析を行い，群分けをした．さらに
重心移動パターンに応じてパターン分けをして比較・検討した．重心移動パターンの
比較には一元配置分散分析を行い，有意性が認められた場合は Tukey の HSD 検定によ
る多重比較を行った．すべての統計処理には統計解析ソフト R2.11.1 を用い，有意水
準は 5%とした．

第３節．結果

クラスター分析の結果，5 群（クラスター1～5）に分類され，重心移動パターンを
もとにパターン A（n=4），パターン B（n=8），パターン C（n=7）の 3 群に分類した．
各パターンの被験者形態を Table Ⅳ-1 に示した．3 群において被験者形態の有意差は
認められなかった．
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１．重心移動パターン
各群の重心移動パターンを示した（Figure Ⅳ-2）．
60%地点でパターン A とパターン C の間に有意差が認められた．
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２．重心移動時間および身体機能
各パターンの重心移動時間および身体機能を（Table Ⅳ-2）に示した．
有意差は認められなかったものの，パターン A，パターン B，パターン C の順で重
心移動時間が小さかった．
身体機能については，CS-30 でパターン A とパターン C の間に有意差が認められた．
長座体前屈，閉眼片足立ち，全身反応時間では有意差が認められなかったものの，
全身反応時間が小さい群ほど重心移動時間が小さかった．

第４節

考察

１．重心移動パターン

各群で重心移動パターンは異なっており，0%～80%の区間は目標点までの重心移動，
80%～100%の区間は目標点で重心を保持していた．本研究では各群で 40%～80%の間
に大きな違いがみられた．
パターン A は 40%地点以降も上昇していることから，目標点まで一定の速さで前方
へ重心移動していることが考えられる．
パターン B は 40%地点から横ばい傾向になり，再び上昇していることから，一度重
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心が静止し，再び目標点に向けて前方へ重心移動していることが考えられる．
パターン C は 40%地点から下降しているものの，その後，急激な上昇をしているこ
とから，一度後方へ重心移動してから再び目標点に向けて前方へ重心移動しているこ
とが考えられる．
本研究ではディジョックボードに立ち，PC 画面を見ながら目標点に重心を追従させ，
目標点で重心を保持させる課題を行った．したがって，視覚的フィードバックによっ
てディジョックボードの傾斜角度を調整し，動的姿勢制御能力を発揮しなければいけ
ない．
人は身体の各種受容器からの情報によるフィードバック制御により実際の運動と
目標運動の誤差を修正しており，数 10～100msec 程度のフィードバック時間遅れがあ
るとされている（道免, 2001）．
本研究のような比較的速い運動課題に対しては実際の運動と目標運動の誤差が大
きくなってしまい，フィードバック制御だけでは対応ができないためフィードフォワ
ード制御が必要になってくる．フィードフォワード制御は予め目的とする運動に必要
な運動指令を脳内で計算しておき，フィードバック制御に頼ることなく運動を遂行す
る制御である（道免, 2001）．動的姿勢制御能力が高い者ほどこれらの制御によって目
標運動をスムーズに行うことができると考えられる．田口ら（田口 ら, 2003）もトラ
ッキング課題遂行能力は環境の状況を視覚的に認識し，その環境状況に応じた合わせ
た運動の遂行および修正するための能力を反映していると捉えている．
これらを踏まえると，パターン A は目標点までスムーズに重心が到達していること
から，フィードバック制御とフィードフォワード制御を利用し，目標運動との誤差を
小さくしている．一方，パターン B とパターン C は目標点に重心が到達する前である
40%地点から重心の静止または後方への移動があることから，フィードフォワード制
御がなされなかった可能性が示唆された．さらに，パターン B やパターン C が 40%地
点以降も目標点に向けてこのまま前方へ重心を移動させたと仮定すると，重心が目標
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点を通り過ぎるオーバーシュートという現象がみられると推察される．したがって，
パターン B やパターン C は前方への移動のスピードを抑えたため，静止または後方へ
の移動がみられたと考えられる．

２．重心移動時間および身体機能

重心移動時間はパターン A，パターン B，パターン C の順で小さく，パターン A は
重心移動パターンからみても目標点に向けて効率よく重心移動をしていることが示唆
された．つまり，重心移動と動的姿勢制御能力は重心移動時間が短いほど高いと考え
られる．
身体機能では CS-30 において有意差が認められたことから，下肢筋力の影響が大き
いと考えられる．また，全身反応時間には有意差が認められなかったものの，動的姿
勢制御能力が高い順に全身反応時間が短い傾向にあり，動的姿勢制御能力との関連性
がみられた．
動的姿勢制御能力と下肢筋力の関連性についてはこれまでも数多くの研究で報告
されており（塩田ら, 2008; 村田ら, 2010），下肢の筋力低下は転倒の危険因子の一つと
されている．本研究でも先行研究を支持する結果となり，特に本研究ではディジョッ
クボード上に立ち，重心を移動させて止めるという難度の高い課題であったため，動
的姿勢制御能力の測定法の中でも筋力が必要であったと推察される．
下肢筋力と同様に動的姿勢制御能力と関連がみられた全身反応時間は，敏捷性を測
定する項目として位置づけられ，スリップや躓きが生じたときに素早く反応して体勢
を変えたり，足を一歩踏み出したりして転倒を回避するために必要な能力である．小
林ら（小林ら, 2015）は敏捷性の測定項目としてステッピングを用いた結果，非転倒
群は転倒群よりも有意に優れていた．また，TUG との間に有意な相関が認められ，敏
捷性の重要性を述べている．本研究でも体勢が崩れてディショックボードが傾いたと
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きに素早く戻すという動作が必要であり，敏捷性の重要性が伺われた．

第５節

要約

本研究では，中高齢者を対象に不安定傾斜板上でのトラッキング動作による動的姿
勢制御能力の評価を行い，身体機能との関連性を検討した．その結果，重心移動パタ
ーンは時間軸の 40%～80%の間に大きな相違がみられ，パターン A，パターン B，パ
ターン C の順で動的姿勢制御能力が優れていた．パターン A はフィードバック制御と
フィードフォワード制御を利用している一方で，パターン B とパターン C はフィード
バック制御のみの利用であると考えられた．また，動的姿勢制御能力と関連のある身
体機能は CS-30 と全身反応時間であったことから，下肢筋力と敏捷性の重要性が示唆
された．
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第Ⅴ章

第１節

課題 2：腹部断面積と動的姿勢制御能力との関連性

緒言

我が国において介護が必要となった主な原因の上位 5 つは脳血管疾患（21.5%），認
知症（15.3%），高齢による衰弱（13.7%），関節疾患（10.9%），骨折・転倒（10.2%）
であり（厚生労働省,2010），様々な原因によって要介護状態をきたすため，生活習慣
病の改善と運動器の機能改善の両方に取り組むことが必要である．2005 年にメタボリ
ックシンドロームの世界基準が発表され（Alberti et al., 2006），我が国では内臓脂肪の
蓄積（内臓脂肪面積 100 ㎠以上）または腹囲（男性 85cm 以上，女性 90cm 以上）を必
須条件として，それに加え，血圧，血糖，血清脂質のうち 2 つ以上が基準値を超えて
いることが条件とされている（メタボリックシンドローム診断基準検討委員会, 2005）．
必須条件である内臓脂肪の蓄積を測定するための一つの方法として腹部 CT 検査が用
いられ，侵襲性が低く，比較的短時間かつ安価である（吉本ら , 2012）ことからも，
人間ドッグや健診等で活用されている．そして，健診者や患者が腹部 CT 画像から自
身の腹部の脂肪や筋肉を視覚的に捉えることができるため，有効なフィードバック法
として考えられている．
また，要介護の原因の 1 割を占める転倒に関する研究は数多くされており，転倒の
主要因である姿勢制御能力について着目されている．ヒトの立位姿勢は四足位に比べ
て重心が高く，支持基底面が小さいため不安定であるが，姿勢制御能力によって安定
性を高めるとともに転倒を防ぎ，日常の生活活動を行っている．姿勢制御能力は静止
立位保持といった静的な要素から，歩行や応用動作といった動的な要素まで極めて広
範囲にわたる（内山, 1997）とされている．中でも，支持基底面内外への重心移動や
外乱刺激に対する姿勢保持といった動的姿勢制御能力は転倒との関連も大きい（代と
松尾, 2009）．そもそも姿勢制御能力は視覚系，前庭系，体性感覚系，骨格筋系と要素
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が多いのに伴い，着目点や介入方法も多種多様である．先行研究では姿勢制御能力と
下肢に関する研究がされており（塩田ら, 2008; 村田ら, 2010），著者もこれまで下肢の
筋活動への着目や足部への運動介入によって動的姿勢制御能力との関連を報告してき
た（尾山ら, 2013; 尾山ら, 2014）．また，姿勢制御能力は下肢の筋肉だけでなく体幹の
筋肉の重要性も示唆されている．松田ら（松田ら, 2009）は簡易的な腹部ベルトを装
着して姿勢制御能力を測定したところ，静的姿勢制御能力には変化がみられなかった
ものの，動的姿勢制御能力に改善がみられたと報告している．しかし，長期にわたる
コルセットの着用は体幹筋を低下させる（Eisinger et al., 1996）ため，自身の体幹筋で
身体を支えることが望ましい．したがって，動的姿勢制御能力を評価する際に体幹筋
に着目する意義は大きく，断層画像から筋肉量を評価する方法は他の方法と比べて客
観性や正確性が高い（Mourtzakis et al., 2008）とも言われている．そのため，腹部 CT
検査で筋断面積を測定することが動的姿勢制御能力の評価をするための一つの要因と
して挙げられるのではないかと考える．そこで，本研究では動的姿勢制御能力と腹部
CT 検査を用いて測定した腹部断面積との関連性を検討することを目的とした．

第２節

方法

１．対象者

対象者は定期的に運動を実施している中高齢者 31 名（男性 12 名，女性 19 名）と
した．対象者には事前に口頭と文書にて研究の目的および測定に関する説明を十分に
行い，書面による同意を得た．なお，本研究は，猫山宮尾病院倫理委員会の承認（承
認番号：2015-NR-007）を得て実施した．

２．測定項目
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（１）基本的属性
対象者の基本的属性として，性別，年齢，身長，体重，体重を身長の 2 乗で除した
値である body mass index（BMI）に加え，疾患（高血圧症，糖尿病，脂質異常症）の
有無，服薬の有無，運動習慣について調査した．運動習慣は運動頻度（回 /週），運動
時間（分/回），消費カロリー（kcal/回/kg）について，wellness

system（テクノジムジ

ャ パ ン 社 製 ） を 用 い て 算 出 し ， 運 動 強 度 は 主 観 的 運 動 強 度 （ Ratings of Perceived
Exertion：RPE）を用いた．対象者全員が医師より発行された運動処方に基づいて運動
を実施していた．

（２）動的姿勢制御能力
動的姿勢制御能力の測定においては，第Ⅲ章，第 2 節にて記したダイナミックスタ
ビリティ計測を行った．総角度変動指数を評価変数とし，分析に用いた．

（３）腹部断面積
腹部断面積を測定するために腹部 CT 検査を行った．腹部 CT 検査は ECLOS（株式
会社日立メディコ製）を用いて仰臥位で臍のレベルで断層撮影を実施した．撮影され
た CT 画像は画像解析ソフト ImageJ1.48 にて解析した．ImageJ は検者内・検者間の信
頼性が高く，客観性が高いと報告されている（前岡ら, 2008）．内臓脂肪，皮下脂肪，
大腰筋，腹斜筋，腹直筋，脊柱起立筋をトレースし，腹部全断面積に対する各断面積
の割合を算出した．なお，腹斜筋は内腹斜筋，外腹斜筋，腹横筋を，脊柱起立筋は脊
柱起立筋，多裂筋を合計とする断面積とした．

３．統計処理
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対象者の性差について，基本的属性，総角度変動指数，腹部の各断面積には t 検定
を行い，疾患の有無と服薬の有無にはカイ二乗検定を行った．総角度変動指数と腹部
の各断面積を Pearson の相関係数より相関分析を行った．さらに，従属変数を総角度
変動指数，独立変数を年齢，性別，内臓脂肪，皮下脂肪，大腰筋，腹斜筋，腹直筋，
脊柱起立筋としたステップワイズ法による重回帰分析を行い，総角度変動指数の影響
因子を抽出した．なお，性別には男 0，女 1 という 2 値のダミー変数を割り当てた．
すべての統計処理には統計解析ソフト R2.11.1 を用い，有意水準は 5%とした．

第３節

結果

対象者の基本的属性および動的姿勢制御能力，腹部断面積について Table Ⅴ-1 に示
した．BMI の平均値が男女ともに 25 を超えており，疾患を持っている対象者も含ま
れていた．運動習慣についてはすべての項目で性差はみられなかった．動的姿勢制御
能力は女性のほうが有意に優れていた．腹部の断面積比について，内臓脂肪は男性が
有意に大きく，皮下脂肪は女性が有意に大きかった．大腰筋，腹斜筋，腹直筋，脊柱
起立筋のすべてで男性が有意に大きかった．
総角度変動指数と腹部の断面積比の関連性について，相関分析の結果を Table Ⅴ-2
に示した．総角度変動指数と有意な相関がみられたのは内臓脂肪（r=0.66）だけであ
った．
ステップワイズ法を用いた重回帰分析の結果を Table Ⅴ-3 に示した．変動インフレ
ーション因子（Variance Inflation Factor：VIF）を算出し，独立変数間の多重共線性が
存在しないことを確認した．また，AIC 基準を用いて独立変数の絞り込みを行ったと
ころ，性別，内臓脂肪，大腰筋の 3 つの独立変数が抽出された．
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第４節

考察

本研究は，中高齢者を対象に，動的姿勢制御能力と腹部 CT 検査を用いて測定した
腹部断面積との関連性を検討すること目的として実施した．その結果，性別，内臓脂
肪，大腰筋が動的姿勢制御能力に影響する因子として抽出された．
多くの先行研究では，男性よりも女性のほうが転倒率は高いとされている．その要
因として，女性のほうが姿勢制御能力そのものが低下しているという報告（Overstall,
1977）や筋力や関節可動域といった生体力学的要因を指摘する報告（Wolfson, 1994）
がされている．一方で，転倒率の性差は有意ではなく（安村ら, 1991），屋外では活動
的な高齢者であるほど転倒が多い（Bath and Morgan, 1999）とも言われており，一概
に女性や低体力者の転倒率が高いとは言い切れない．本研究では動的姿勢制御能力に
性別が関連しており，男性に比べて女性のほうが動的姿勢制御能力が有意に優れてい
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たことから女性の転倒率が高いとは限らないという先行研究を支持するものであった．
また，運動を実施することで動的姿勢制御能力の向上や維持をすることができると報
告されている（島田と内山, 2001; 金と黒澤, 2006）．本研究の対象者は定期的に運動を
実施している者であり，普段の運動習慣に性差がみられないことから，運動による影
響も考えにくい．動的姿勢制御能力に性別が関連していたことについては，今後，さ
らに検討する必要がある．
Table 2 に示したように，総角度変動指数と有意な相関がみられたのは内臓脂肪だけ
であった．肥満や体重過多になることで歩行能力が低下し，立位動作が不安定になる
という報告（上野ら, 2006）がされている．さらには，身体への負担が増加し，膝痛
や腰痛などの整形外科的疾患を発症するケースも考えられる．大森（大森, 2008）は，
女性では変形性膝関節症（osteoarthritis of the knee：膝 OA）の grade が進行するにつ
れて有意に BMI が増加し，さらに grade-Ⅲ，Ⅳでは BMI の平均値が 25kg/m²と BMI
上肥満と判定される割合も増加していたと述べている．さらに，体型による転倒恐怖
感の比較を実施したところ，肥満体型の者は標準体型の者に比較して有意に転倒恐怖
感が大きかったという報告（高取ら, 2014）がされている．したがって，肥満や体重
過多にならないことは，姿勢制御能力の安定性や整形外科的疾患の発症の低減につな
がることが推察された．しかし，本研究では肥満や体重過多の原因である体脂肪のう
ち，皮下脂肪ではなく内臓脂肪において，動的姿勢制御能力との関連がみられた．
伊賀瀬ら（伊賀瀬ら, 2011）は，高齢者における sarcopenia（筋委縮/低下）と obesity
（内臓脂肪の増加）の両者を合併した sarcopenia obesity について，姿勢の不安定性と
の関連を 3 群で比較・検討したところ，sarcopenia あるいは obesity 単独よりも sarcopenia
obesity で関連がみられたと述べている．また，荒木（荒木, 2014）は sarcopenia obesity
はインスリン抵抗性，炎症などにより筋力低下をもたらし，手段的日常生活動作
（Instrumental Activity of Daily Living：IADL）の低下，歩行障害，転倒などを起こし
やすいと報告している．このように内臓脂肪の増加の危険性を述べており，本研究も
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これらを支持するものであった．しかしながら，運動療法による脂肪の減少は皮下脂
肪よりも内臓脂肪のほうが大きいことから，内科的疾患の予防の観点からだけでなく，
動的姿勢制御能力の向上の観点からも運動の重要性が示された．
重回帰分析では性別は女性で，内臓脂肪は小さいほうが，また大腰筋は大きいほう
が動的姿勢制御能力は優れているという結果が得られた．本研究では女性のほうが有
意に動的姿勢制御能力は優れていたため，性別が影響因子として抽出されたと考えら
れる．内臓脂肪は相関分析でも唯一，総角度変動指数と有意な相関がみられた因子で
ある．しかし，大腰筋は相関分析では有意な相関がみられなかったものの，重回帰分
析では影響因子として抽出され，標準偏回帰係数は内臓脂肪よりも大きかった（Table
3）．
大腰筋は腰椎に起始し，大腿骨の小転子に停止する筋肉で体幹と下肢をつなぐ数少
ない筋肉である．大腰筋は主に股関節を屈曲させる働きがあるものの，腰椎に起始を
持つため体幹に対する固定作用があるとされている（福井, 2000; 名倉と山崎, 2000）．
そして，体幹固定性は座位や立位保持だけでなく運動時においても重要で，体幹の固
定があってこそ，四肢の円滑な運動が可能になると共に筋力発揮を行うことができる
（吉澤ら, 2011）．本研究でも，大腰筋によって体幹の固定性を高めることで下肢の運
動が円滑に行われていた可能性がある．また，大腰筋には股関節屈曲の働きがあるこ
とから，股関節屈曲による後方への重心移動の際に大きく関わってくることが推察さ
れる．小栢ら（小栢ら, 2009）は，本研究と同様に不安定傾斜板を用いて若年者と高
齢者の動的姿勢制御能力を比較したところ，両者とも不安定傾斜板での立位保持の際
には後方へ傾斜したものの，動的姿勢制御能力が低下していた高齢者のほうがより後
方へ傾斜していたと報告している．本研究でも同様の測定を行っていたことから，大
腰筋の働きがみられ，動的姿勢制御能力は大腰筋の影響を受けていたことが考えられ
る．
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第５節

要約

本研究では，中高齢者を対象に，動的姿勢制御能力と腹部 CT 検査を用いて測定し
た腹部断面積との関連を検討した．その結果，性別，内臓脂肪，大腰筋が動的姿勢制
御能力に影響を与えていることが示唆された．また，動的姿勢制御能力には体幹深部
筋である大腰筋の増加だけでなく，内臓脂肪の減少も関与することが考えられた．
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第Ⅵ章

第１節

課題 3-1：テーラーメード型運動プログラムの有効性

緒言

日本人の主な死因別死亡数の割合は悪性新生物，心疾患，肺炎，脳血管疾患，老衰
の順である（厚生労働省, 2013）．生活習慣病が原因である悪性新生物，心疾患，脳血
管疾患の 3 つで 53%と約半数を占めている．介護が必要になった主な原因の上位 2 つ
は，生活習慣病が原因である脳血管疾患と認知症で，その約 4 割を占めている（厚生
労働省, 2010）．また，危険因子数（肥満，糖尿病，高血圧症，脂質異常症）が多い者
ほど，病気の発症が高くなり，3 個以上の者は 0 個の者に比べて 35.8 倍も高いとされ
（Nakamura et al., 2001），内臓脂肪面積の変化量と生活習慣病関連因子の変化量は有意
な相関関係が認められている（丸山ら, 2010）．一方で，要支援者を対象とした介護が
必要になった主な原因のうち，関節疾患と骨折・転倒を合わせると約 3 人に 1 人が身
体機能の低下によって介護を必要としており（厚生労働省, 2013），高齢による衰弱を
フレイル（Fried et al., 2001）とした場合，約 2 人に 1 人とその割合は大きくなる．さ
らに，ロコモティブシンドローム（Nakamura, 2008）やサルコペニア（Rosenberg, 1989）
といった概念を含む身体機能の低下は，介護予防を行う上で非常に大きな問題となっ
ている．以上のことから，生活習慣病の発症や身体機能の低下を予防もしくは改善す
ることで健康寿命の延伸，QOL（quality of life：生活の質）の向上につながると考え
られるため，両面に対してアプローチをする必要があり，そのアプローチの一つに運
動介入が挙げられる．これまでも様々な条件（運動期間，運動頻度，運動強度等）を
組み合わせながら運動介入を行い，体組成の変化や血液生化学検査の改善（原ら,
2003），身体機能の向上（大高ら, 2003）といった運動効果が検証されている．運動の
介入方法には大きく分けて集団運動と個別運動の 2 種類があるが，多くの先行研究で
は教室型運動プログラムによる集団エクササイズの運動介入が多く，参加者全員が同
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じ運動量であるため参加者一人一人に適した運動量が提供できていない可能性がある．
本研究では，一人一人の体力や健康状態に応じたテーラーメード型運動プログラムに
着目した．奥ら（奥ら, 2007）は 6 ヵ月間の個別自主運動プログラムを介入したとこ
ろ，先行研究に比べて身体機能の向上率が高かったことを報告している．その要因と
して，参加者の身体状況の変化，体力の変化や家屋状況などによって随時，プログラ
ムにおける運動の種類や強度の変更がなされたことを挙げている．このように ，個別
に対応できることがテーラーメード型運動プログラムの利点である．本研究では，テ
ーラーメード型運動プログラムの有効性を示すために，以下の 2 点について検証した．

検証 1: 生活習慣病罹患者の 12 ヵ月間のテーラーメード型運動プログラムによる身
体組成の変化を明らかにすることを目的とした．なお，生活習慣病罹患者に対する運
動指導の一助とする基礎的研究として位置づけ，高血圧症を有する者 1 名，脂質異常
症を有する者 1 名の症例を報告する．

検証 2: 約 6 ヵ月間のテーラーメード型運動プログラムによる身体機能の変化を明
らかにすること，ならびに身体機能の変化量と運動量との関連性を検討することを目
的とした．
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＜検証１＞

第２節

方法

１．対象者

運動開始から 12 ヵ月以上が経過している者，かつ運動開始時，体脂肪率が 30%以
上である女性中高齢者 39 名を対象とした．対象者を生活習慣病非罹患者と生活習慣病
罹患者で分類し，生活習慣病非罹患者を N（No disease）群 13 名とした．生活習慣病
罹患者 は高 血圧症 を有 する HT（Hypertension）群 11 名， 脂質異 常 症を有 する DL
（Dyslipidemia）群 15 名に分類し，各群の被験者形態については Table Ⅵ-1 に示した．
なお，HT 群と DL 群は既に疾病の診断を受け，治療をしている者であり，HT 群で降
圧剤を服用している者は 9 名，DL 群でコレステロール降下剤を服用している者は 9
名であった．本研究は，猫山宮尾病院倫理委員会の承認（承認番号：2014-NR-010）
の下で実施し，事前に被験者には口頭と文書による説明を行った上で書面による同意
を得た．
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２．測定項目

（１）運動量
対象者は事前に医師のメディカルチェックを受け，支障がないことを確認してから
運動を実施し，医師より発行された運動処方に基づいて作成されたテーラーメード型
運動プログラムを実践した．さらに，運動の実践内容を RE（Resistance Exercise：レ
ジスタンスエクササイズ），AE（Aerobic Exercise：有酸素エクササイズ），CE（Control
Exercise：調整エクササイズ）の 3 つに分類した．RE は主に筋力の向上を目的とした
エクササイズであり，レッグプレスやプルダウンといったマシントレーニング，自重
を利用したエクササイズなどが含まれる．AE は主に有酸素性能力の向上を目的とし
たエクササイズであり，トレッドミル上でのウォーキングやエアロバイク，エアロビ
クスなどが含まれる．CE は主に身体の歪みの改善や柔軟性の向上を目的としたエク
ササイズであり，ストレッチやヨガ，ピラティスなどが含まれる．運動量は運動回数
（回/月），運動時間（分/回），消費カロリー（kcal/回）について wellness

system（テ

クノジムジャパン社製）を用いて算出した．運動強度は主観的運動強度（以下，RPE：
Ratings of Perceived Exertion）を用いて，N 群は 9.0±0.9～12.3±0.6，HT 群は 8.8±0.8～
11.9±0.8，DL 群は 8.9±0.7～11.8±0.7 で運動を実施した．

（２）体組成測定（Ｎ群，ＨＴ群，ＤＬ群）
Inbody730（BIOSPACE 社製）を用いて，手足に微弱な電流を流すインピーダンス法
にて体組成測定を行った．1 ヵ月に 1 回の測定を行い，運動前に測定を実施した．分
析項目は体重，体脂肪率，筋肉率の 3 項目とした．筋肉率は 1nbody730 から得られる
骨格筋量を体重で除して百分率で算出した．また，体組成変化の違いを見るために，
運動開始時から 6 ヵ月後を Section.1（以下，S1），6 ヵ月後から 12 ヵ月後を Section.2
（以下，S2）と区間設定し，それぞれの回帰直線の傾きを求めた（Figure Ⅵ-1）．
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（３）血圧測定（ＨＴ群）
UDEX-Twin（エルクコーポレーション社製）を用いて血圧測定を行い，毎回の運動
前に測定を実施した．1 ヵ月間の最高血圧，最低血圧の平均値を対象者の代表値とし
た．

（４）血液生化学検査（ＤＬ群）
1 ヵ月に 1 回，総コレステロール（以下，TCH），LDL コレステロール（以下，LDL-C），
HDL コレステロール（以下，HDL-C）を酵素法にて測定した．測定は株式会社アルプ
に委託した．本研究では，空腹時での血液生化学検査ではなかったため，食事の時間
等に影響を受けやすい中性脂肪（以下，TG）ではなく，コレステロール値を分析項目
とした．

３．統計処理

体組成測定は，運動開始時を 100%として規格化してから分析を行った．
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体組成測定，血圧測定，血液生化学検査は運動開始時，6 ヵ月後，12 ヵ月後の 3 地
点について一元配置分散分析を用いて各群それぞれで，体組成の S1 および S2 の傾き，
運動量については 3 群で比較した．有意性が認められた場合は Tukey の HSD 検定によ
る多重比較を行った．すべての統計処理には統計解析ソフト R2.11.1 を用い，有意水
準は 5%とした．

第３節．結果

（１）運動量
3 群の運動回数，運動時間，消費カロリーの結果を Table Ⅵ-2 に示した．
一元配置分散分析の結果，どの項目とも 3 群間で有意差は認められなかった．運動
回数は N 群に比べて，HT 群と DL 群が多かったが，運動時間と消費カロリーは N 群
が最も多かった．
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（２）体組成測定
体組成測定の結果を Table Ⅵ-3 に示した．
体重，体脂肪率は N 群と DL 群で 6 ヵ月後および 12 ヵ月後で有意に減少していた
（p<0.05，p<0.01）．HT 群は有意差が認められなかったものの，減少傾向であった．
筋肉率は N 群と DL 群で 6 ヵ月後および 12 ヵ月後で有意に増加していた（p<0.05，
p<0.01）．HT 群は有意差が認められなかったものの，増加傾向であった．Table Ⅵ-4
は S1 と S2 の回帰直線の傾きの結果を示した．S1 および S2 の傾きは 3 群で有意差が
認められなかった．
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（３）血圧測定（ＨＴ群）
HT 群の血圧測定の結果を Table Ⅵ-5 に示した．
最高血圧，最低血圧ともに 6 ヵ月後および 12 ヵ月後で低下しているものの，有意
に低下していなかった．

（４）血液生化学検査（DL 群）
血液生化学検査の結果を Table Ⅵ-6 に示した．
6 ヵ月後および 12 ヵ月後で TCH と LDL-C は減少，HDL-C は増加しているものの，
3 項目とも有意差は認められなかった．
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第４節．考察

（１）運動量
高血圧症の改善には有酸素運動を 1 週間にほぼ毎日，30 分以上，脂質異常症の改善
には，有酸素運動をできれば毎日，1 日 30-60 分間，あるいは 1 週間で合計 180 分以
上行うことが推奨されている（日本高血圧学会, 2014; 日本動脈硬化学会, 2007）．本研
究においても，N 群に比べて HT 群と DL 群は 1 回あたりの運動時間が短いものの，
ひと月あたりの運動回数が多い傾向であった．このように，疾患を改善するための運
動ができたと考えられる．

（２）体組成測定
米国心臓協会，米国心臓病学会，北米肥満学会の肥満治療指針によれば，3~5%の減
量で心血管病危険因子の一部は臨床的に意味のある改善をみせ，より大きな減量はさ
らに効果が大きく，6 ヵ月で 5~10%の減量を推奨している（Jensen MD et al., 2013）．
また，日本肥満学会の肥満症治療ガイドラインは，BMI30 未満で 5%，BMI30 以上で
5~10%の減量を指示している（日本肥満学会, 2006）．
本研究において，HT 群のみ 6 ヵ月間で 4.5%の減少で 5%にわずかに達していないも
のの，N 群と DL 群は減量が成功したと考えられ，3 群とも体脂肪率の減少，筋肉率
の増加による体重の減少であると考えられる．
S1 と S2 の回帰直線の傾きを比較すると，3 群とも S1 の傾きが有意に大きかった．
つまり，運動開始からの 6 ヵ月間で体組成変化は大きく，その後の 6 ヵ月間の変化は
少ないため，運動開始から 6 ヵ月間が運動効果を出す一つの目安と考えられた．また，
N 群に比べて HT 群と DL 群は S2 で緩やかな変化が見られることから，生活習慣病罹
患者は長期的に運動を継続することが重要であると考えられた．
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（３）血圧測定
血圧には 1 拍ごとの変動，呼吸や自律神経出力による比較的短期の変動，自由行動
下血圧測定により得られる 10-30 分ごとの変動，24 時間にわたる変動（日内変動），
家庭血圧により得られる日間変動，週変動，年変動（季節変動）などがある（日本高
血圧学会, 2014）．本研究では，HT 群の被験者の運動時間帯が午前，午後，夜と時間
帯にばらつきがあり，同一被験者でも時間帯のばらつきが見受けられた．そのため日
内変動の影響が大きく，血圧の変化が見られなかったと考えられる．
ここでは，日内変動の影響が少ないと思われる Sub.A（53 歳，148.2cm）の症例を
報告する．Sub.A は 12 ヵ月間よりも長い 18 ヵ月間の運動を実施した．体組成測定の
結果を Table Ⅵ-7 に示した．体重および体脂肪率の減少，筋肉率の増加が見られた．

血圧の結果を Table Ⅵ-8 に示した．最高血圧，最低血圧ともに運動実施の期間に伴
い，低下する傾向が見られた．最高血圧は運動開始時に比べて，6 ヵ月後，12 ヵ月後，
18 ヵ月後で有意な低下が見られた（p<0.01，p<0.001，p<0.01）ものの，最低血圧は有
意差が認められなかった．Sub.A は日内変動の影響は少なく，降圧薬の服用量も運動
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開始時から変化はしてない．したがって，18 ヵ月間の運動による体組成の変化と血圧
の低下によって，高血圧症が改善された可能性が示唆された．

（４）血液生化学検査
有意な HDL-C の上昇を認めるには，週に 900kcal または 120 分以上の運動量が必要
であると推定されている（Kodama et al., 2007）．本研究では，DL 群の週当たりの消費
カロリーは 856.4±13.1kcal，運動時間は 190.7±15.7 分であった．運動時間については
大幅に 120 分を超えているものの，消費カロリーについては 900kcal には達しておら
ず，さらに，RPE が 8.9±0.7～11.8±0.7 と運動強度が低かったため，有意な HDL-C の
上昇は見られなかったと考えられる．
ここでは HDL-C の増加が見られた Sub.B（62 歳，154.7cm）の症例を報告する．
体組成測定の結果を Table Ⅵ-9 に示した．体重および体脂肪率の減少，筋肉率の増
加が見られた．
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血液生化学検査の結果を Table Ⅵ-10 に示した．TCH，LDL-C は変化がほとんど見ら
れないものの，HDL-C は増加する傾向が見られた．12 ヵ月目で TCH と LDL-C の増加
が見られるのは，コレステロール降下剤の服用量が減少した影響で一時的に増加した
と考えられる．
Sub.B は空腹時に血液生化学検査を実施していたため，TG について着目すると運動
開始時から徐々に減少していく傾向があった．
したがって，12 ヵ月間の運動による体組成の変化，HDL-C の増加や TG の減少によ
って，脂質異常症が改善された可能性が示唆された．そして，Sub.B の場合，コレス
テロール降下剤の服用量も減少した．
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＜検証２＞

第２節

方法

１．対象者

対 象 者 は 定 期 的 に 運 動 を 実 施 し て い る 女 性 中 高 齢 者 70 名 を 対 象 と し た ． 年 齢
53.5±10.8 歳，身長 155.3±5.6cm，体重 64.7±12.8kg，BMI26.8±5.1kg/m²であった．本研
究は，猫山宮尾病院倫理委員会の承認（承認番号：2014-NR-010）の下で実施し，事
前に被験者には口頭と文書による説明を行った上で書面による同意を得た．

２．測定項目

（１）身体機能
(ⅰ)握力
デジタル式握力計（竹井機器工業製）を用いて左右それぞれ 2 回測定した．左右の
最大値の平均値を採用し，基準化するために運動前の体重で除した値を採用した．

(ⅱ)ＣＳ－３０
第Ⅳ章，第 2 節に記した通りである．

(ⅲ)全身反応時間
第Ⅳ章，第 2 節に記した通りである．

(ⅳ)長座体前屈
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第Ⅳ章，第 2 節に記した通りである．

(ⅴ)上体起こし
仰臥位で両腕を胸の前で組み，両膝を屈曲 90°に保持した姿勢から両肘が両大腿部
に接触するまで上体を起こすように指示をした．再度，仰臥位になるまでを 1 回とし，
30 秒間における反復回数を測定した．測定は 1 回とした．

(ⅵ)閉眼片足立ち
第Ⅳ章，第 2 節に記した通りである．

(ⅶ)ＦＲＴ
壁に沿って立位姿勢をとり，両上肢の肘関節を伸ばしたまま，肩関節を 90°屈曲さ
せた状態を開始肢位とした．両指先をマークした上で前方へ最大限移動させ，水平移
動距離を測定した．なお，両指先の高さはできるだけ肩の高さを保ち，足の位置がず
れたり，壁に手を付いたりしないように留意させた．測定は 2 回行い，最大値を採用
し，基準化するために身長で除した値を採用した．

（２）運動量
対象者は事前に医師のメディカルチェックを受け，支障がないことを確認してから
運動を実施し，医師より発行された運動処方に基づいて作成されたテーラーメード型
運動プログラムを実践した．さらに，運動の実践内容を RE（Resistance Exercise：レ
ジスタンスエクササイズ），AE（Aerobic Exercise：有酸素エクササイズ），CE（Control
Exercise：調整エクササイズ）の 3 つに分類した．RE は主に筋力の向上を目的とした
エクササイズであり，レッグプレスやプルダウンといったマシントレーニング，自重
を利用したエクササイズなどが含まれる．AE は主に有酸素性能力の向上を目的とし
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たエクササイズであり，トレッドミル上でのウォーキングやエアロバイク，エアロビ
クスなどが含まれる．CE は主に身体の歪みの改善や柔軟性の向上を目的としたエク
ササイズであり，ストレッチやヨガ，ピラティスなどが含まれる．
対象者の運動実践におけるデータは wellness

system（テクノジムジャパン社製）

を用いて管理し，運動期間（月），運動頻度（回/週），運動時間（分/回），運動強度（METs/
回）を抽出した．運動強度の算出は消費カロリーを運動時間，体重，係数 1.05 の積で
除した（厚生労働省, 2006）．（式 1）
・運動強度
＝消費カロリー（kcal/回/kg）/（運動時間（時/回）×体重（kg）×1.05）…式 1

３．プロトコル

運動開始時に身体機能の測定を 7 項目行い，テーラーメード型運動プログラムによ
る運動介入を行った．運動介入後に再度，身体機能の測定を 7 項目行って，運動効果
を検証した．なお，本研究における運動介入の期間は 6.9±2.8 ヵ月であった．また，
運動開始時における各身体機能で体力水準別に 3 分位し，上位群，中位群，下位群の
3 群に分類した．

４．統計解析

運動介入による運動効果を検証するために二元配置分散分析（群間×運動効果）を
行い，交互作用が認められた場合には群ごとに対応のある t 検定を行った．また，身
体機能の変化量と運動量の関連性を検討するために，Pearson の相関係数より相関分析
を行った．全ての統計処理には統計解析ソフト R2.11.1 を用い，有意水準は 5%とした．
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第３節．結果

運動介入による身体機能の変化を Table Ⅵ-11 に示した．閉眼片足立ちを除くすべて
の項目で運動介入による主効果が認められた．体力水準との交互作用が認められた身
体機能は全身反応時間，長座体前屈，FRT の 3 項目であった．体力水準別に分類した
群ごとに対応のある t 検定を行ったところ，全身反応時間では下位群，長座体前屈と
FRT では中位群と下位群において有意な向上がみられた．
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身体機能の変化量と運動量の相関分析の結果を Table Ⅵ-12 に示した．身体機能の変
化量と運動量について有意な相関関係は認められなかった．

さらに，体力水準別に各身体機能の変化量と運動量の相関分析の結果を Table Ⅵ-13
に示した．握力，CS-30，上体起こし，FRT の 4 項目の変化量に運動量との有意な相
関関係が認められた．
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第４節．考察

（１）身体機能の変化

本研究では約半年間の テーラーメード型運動プログラムによる運動介入を行った
結果，7 項目のうち閉眼片足立ちを除く 6 項目で有意な向上がみられた．
多くの身体機能は 20 歳以降，加齢に伴い緩やかに低下していくことが報告されて
いる（文部科学省, 2014）．しかし，低下の経過は項目によって異なり，瞬発力のよう
に年々ほぼ同じ割合で直線的に低下するものと筋力や敏捷性のようにある年齢階級で
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屈折して低下するものがある（木村ら, 1989）．また，Demura ら（Demura et al., 2003）
は高齢期以降も加齢とともに身体機能が低下することを確認しており，平衡性や下肢
筋力・瞬発力は特に低下の程度が大きいとしている．このように，加齢とともに低下
する身体機能を維持または向上させるためには運動が必要であり，身体機能の中でも
項目によって運動効果が異なることが考えられる．本研究においても，有意な向上が
みられた身体機能 6 項目の中でも変化量が大きいものや小さいものが存在していた．
なお，本研究では閉眼片足立ちだけが有意な向上はみられなかった．先行研究でも
運動介入によって閉眼片足立ちが向上した研究（片山ら, 2008）が報告されている一
方で，向上しなかった研究（新井と大渕, 2011; 中村ら, 2006）も報告されており，本
研究では後者を支持する結果となった．これらの運動内容は有酸素運動や筋力トレー
ニング，ストレッチをバランス良く組み込んでいる．このような運動が平衡性に及ぼ
す効果については，片足立ちのような静的姿勢制御能力に対してはこれを否定する見
解が多い（King et al., 1994）ことからも，閉眼片足立ちを向上させるためには平衡性
に特化した運動を取り入れることが重要であると考えられる．
また，全身反応時間，長座体前屈，FRT の 3 項目では運動開始時の体力水準が影響
しており，特に中～下位群という比較的体力水準の低い中高齢者において効果がみら
れる可能性が示唆された．体力水準の低い中高齢者は体力水準の高い中高齢者に比べ
て，身体機能が向上する幅が大きいことが一つの要因であると考えられる．運動介入
による向上効果を得るために，身体活動量の低下した高齢者においても週 2 回の運動
の頻度が必要と言われている（Stiggelbout et al., 2004）が，角田ら（角田ら, 2011）は
短期間かつ週 1 回の運動介入でも低体力な高齢者に関しては効果が期待できることを
報告している．そのため，本研究においても体力水準の高い中高齢者では身体機能の
向上がみられなくても体力水準の低い中高齢者において身体機能の向上がみられた項
目があったと推察される．
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（２）身体機能の変化量と運動量

身体機能の変化量と運動量には有意な相関関係が認められず，運動量が多くても必
ずしも身体機能が向上するとは言い切れない結果であった．本研究は事前にメディカ
ルチェックを行い，被験者の体力や健康状態を把握した上でテーラーメード型運動プ
ログラムによる運動介入を行っている．そのため，運動量が多いということは疾患が
ないもしくは軽度であり，運動開始時の時点である程度身体機能が高い可能性が考え
られる．さらに先述したように，比較的体力水準の高い被験者は身体機能が向上する
幅が小さい．つまり，運動量が多い者ほど身体機能の向上はみられないことから，身
体機能の変化量と運動量には関連性がみられなかったと推察される．
しかし，体力水準別に身体機能の変化量と運動量を検討した結果，握力，CS-30，
上体起こし，FRT の 4 項目で有意な相関関係が認められたことから，これら 4 項目に
おいては体力水準ごとに運動介入の量を調整することで身体機能が向上する可能性が
示唆された．握力と CS-30 は筋力を，上体起こしは筋持久力を評価する項目である．
さらに FRT は動的姿勢制御能力を測定する項目であり，動的姿勢制御能力は下肢筋力
との関連も強い（尾山ら, 2016）．藤原ら（藤原ら, 1982）は FRT のような最前傾位で
の重心動揺と下肢筋力との関連性について検討したところ，最前傾位のような筋活動
量の多い立位姿勢では，安定性の規定要因として筋力の重要性が増大すると報告して
いる．このように，全体的に筋力と関係のある項目については運動量と関連がみられ
る傾向であった．これらの結果は，実際の運動指導の現場においても有益な情報とな
るだろう．例えば，握力の下位群では運動期間と有意な相関関係であることから，ど
のような運動でも運動を継続させることを優先するべきである．このように，体力水
準別に身体機能の変化量と運動量の関連性をみることで，被験者の体力や状態に応じ
て優先するべき運動が明らかになり，運動指導の現場の評価として活かされることが
期待できる．
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第５節．要約

本研究では，テーラーメード型運動プログラムの有効性を示すことを目的とし，検
証 1 では身体組成の変化，検証 2 では身体機能の変化を検討した．
その結果，検証 1 では，疾患の有無に関わらず，運動開始時から 6 ヵ月後，12 ヵ月
後で体重と体脂肪率は減少，筋肉率は増加した．特に，最初の 6 ヵ月間が一つの運動
効果を出す目安となり，生活習慣病罹患者は 6 ヵ月後以降も運動効果が期待できるこ
とが明らかになった．また，血圧やコレステロール値も改善傾向がみられた．
検証 2 では，多くの身体機能項目が向上し，特に敏捷性，柔軟性，動的姿勢制御能
力は中～下位群という比較的体力水準の低い中高齢者において効果が期待でき た．ま
た，身体機能の変化量と運動量との関連性はみられないものの，体力水準別に検討す
ることで筋力，筋持久力，動的姿勢制御能力において運動量との関連性がみられた．
以上，検証 1 および検証 2 の結果から，本研究で介入しているテーラーメード型運
動プログラムは生活習慣病の発症や身体機能の低下を予防または改善させることがで
きると証明された．
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第Ⅵ章

第１節

課題３-２：運動量と動的姿勢制御能力との関連性

緒言

要支援者の介護が必要となった主な原因は関節疾患（20.7%）が最も多く，次いで
高齢による衰弱（15.8%），骨折・転倒（14.6%）となっており（厚生労働省, 2013），
関節疾患と骨折・転倒を合わせると 35.3%と約 3 人に 1 人は運動器の障害で介護を必
要としている．
転倒とは「自らの意志によらず，足底以外の部位が床，地面についた場合」と定義
され（Gibson, 1990），転倒のうち 10%は骨折を生じ，特に大腿部の骨折は寝たきりに
つながると言われている（鈴木ら, 1999）．転倒は 65 歳以上の高齢者の中で 5 人に 1
人の割合で毎年生じている（金ら, 2001）ことからも，いつ転倒してもおかしくない
状況である．そして，たとえ転倒による骨折等の外傷がなかったとしても，転倒を経
験することで移動に対して自信感を失う転倒後症候群（post fall syndrome）
（ Murphy and
Isaacs, 1982）によって活動が制限される．金らは転倒恐怖感について転倒群と非転倒
群で比較したところ，両群とも転倒恐怖感を強く感じているものの，転ぶことが恐く
て外出を控える者の割合は転倒群が有意に高いことを報告している（金ら, 2001）．こ
のように，転倒は身体面だけでなく心理面にも影響を及ぼすことになり，運動量の減
少や身体機能の低下，さらには寝たきりや閉じこもりといった悪循環になるため，転
倒を予防することが要介護予防につながると考えられる．転倒の主要因として姿勢制
御能力の低下が挙げられる．姿勢制御能力は静止立位保持といった静的な要素から，
歩行や応用動作といった動的な要素まで極めて広範囲にわ たる（内山, 1997）とされ
ており，動的な要素を含む動的姿勢制御能力のほうが転倒との関連が大きい（代と松
尾, 2009）．
現在，運動を実施している高齢者（厚生労働省, 2013）やこれから運動を実施した
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いと思っている高齢者が多くなってきている（内閣府, 2012）のに伴い，運動をする
環境の需要も増えてきている（文部科学省, 2013）．その中で転倒予防を目的とした運
動教室も開催され，運動を行うことで姿勢制御能力が向上することが明らかになって
いる（島田と内山, 2001; 漆畑ら, 2010; 郭ら, 2007）．これらの先行研究における運動
に着目すると運動内容はさまざまであるが，集団エクササイズが基本であるため，参
加者全員が同じ量の運動を実施している．そのため，運動量が適切である参加者もい
れば，運動量が過剰または不足している参加者もいることが予想される．山田（山田,
2012）は高齢者の転倒予防のための運動を行うにあたって，高齢者をひとまとめに扱
うのではなく，機能レベルに応じてその対応を変更すべきであるというテーラーメー
ド型転倒予防の考えを示しており，個人に応じた運動量で運動を実施することが望ま
しいことを報告している．そこで，本研究ではテーラーメード型運動プログラムを実
施している中高齢者を対象として，運動量の違いが動的姿勢制御能力およびその他の
身体機能に及ぼす影響を明らかにすることを目的とし，横断的ならびに縦断的に検討
した．

第２節

方法

１．対象者

対象者はテーラーメード型の運動を 3 ヵ月以上継続している中高齢者 49 名（男性
19 名，女性 30 名）とした．対象者には事前に口頭と文書にて研究の目的および測定
に関する説明を十分に行い，書面による同意を得た．なお，本研究は，猫山宮尾病院
倫理委員会の承認（承認番号：2015-NR-007）を得て実施した．

２．測定項目
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（２）運動量
対象者は事前に医師のメディカルチェックを受け，支障がないことを確認してから
運動を実施し，医師より発行された運動処方に基づいて作成されたテーラーメード型
運動プログラムを実践した．運動の実践内容は RE（Resistance Exercise：レジスタン
スエクササイズ），AE（Aerobic Exercise：有酸素エクササイズ），CE（Control Exercise：
調整エクササイズ）の 3 つに分類した．RE は主に筋力の向上を目的としたエクササ
イズであり，レッグプレスやプルダウンといったマシントレーニング，自重を利用し
たエクササイズなどが含まれる．AE は主に有酸素性能力の向上を目的としたエクサ
サイズであり，トレッドミル上でのウォーキングやエアロバイク，エアロビクスなど
が含まれる．CE は主に身体の歪みの改善や柔軟性の向上を目的としたエクササイズ
であり，ストレッチやヨガ，ピラティスなどが含まれる．
対象者の運動量は，過去 3 ヵ月間の運動実践に基づいて算出した．運動実践におけ
るデータは全て wellness

system（テクノジムジャパン社製）を用いて管理し，運動

頻度（回/週），運動時間（分/回），消費カロリー（kcal/回/kg）を抽出した．運動頻度
と運動時間，運動強度の積により，週当たりの運動量（quantity of exercise：QE） を
算出した（大須賀ら, 2012）
（式 1）．運動強度は消費カロリーを運動時間，体重，係数
1.05 の積で除した（厚生労働省, 2006）（式 2）．
・QE＝運動強度（METs/回）×運動時間（時/回）×運動頻度（回/週）…式 1
・運動強度＝消費カロリー（kcal/回/kg）/（運動時間（時/回）×体重（kg）×1.05）
…式 2

（２）動的姿勢制御能力
動的姿勢制御能力の測定においては，第Ⅲ章，第 2 節にて記したリミットオブスタ
ビリティ計測を行った．評価変数は第Ⅲ章，第 2 節にて記した COP 移動時間とした．
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（３）身体機能
(ⅰ)握力
第Ⅵ章，課題 3-1，第 2 節において，身体機能の測定項目（ⅰ）に記した通りであ
る．

(ⅱ)ＣＳ － ３０
第Ⅳ章，第 2 節において，身体機能の測定項目（ⅰ）に記した通りである．

(ⅲ)長座体前屈
第Ⅳ章，第 2 節において，身体機能の測定項目（ⅱ）に記した通りである．

(ⅳ)ＦＲＴ
第Ⅵ章，課題 3-1，第 2 節において，身体機能の測定項目（ⅶ）に記した通りであ
る．

３．プロトコル

横断的検討では，過去 3 ヵ月分の QE に基づいて分類した 2 群（上位群と下位群）
において，運動量および動的姿勢制御能力・身体機能について比較・検討した．縦断
的検討ではその後，1 年間のテーラーメード型運動プログラムを実施した 32 名（男性
12 名，女性 20 名）を対象に，運動量および動的姿勢制御能力・身体機能について検
討した．

４．統計処理
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横断的検討では上位群と下位群の運動量および動的姿勢制御能力・身体機能の比較
に対応のない t 検定を行い，各群における性別の構成比の検定にはカイ二乗検定を行
った．縦断的検討では 1 年間のテーラーメード型運動プログラムの運動介入による運
動効果を検証するために二元配置分散分析（群間×運動効果）を行い，交互作用が認
められた場合には群ごとに対応のある t 検定を行った．さらに，運動量と動的姿勢制
御能力・身体機能の変化量の関連性を検討するために，Pearson の相関係数より相関分
析を行った．すべての統計処理には統計解析ソフト R2.11.1 を用い，有意水準は 5%と
した．

第３節

結果

１．横断的検討

上位群と下位群の基本的属性について Table Ⅵ-14 に示した．各群の年齢，男女比，
形態については有意差が認められなかった．対象者を QE に基づいて 2 群に分類した
ため，運動量に関する項目はすべて上位群が有意に高値を示した．
また，運動内容ごとの運動時間と運動強度の 2 群の比較を Figure Ⅵ-2 に示した．そ
の結果，運動時間では RE，AE に，運動強度では AE に有意差が認められ，上位群が
高値を示していた．動的姿勢制御能力では有意差が認められなかったものの，下位群
のほうが COP 移動時間は速い傾向であった．身体機能の 4 項目では，FRT を除く 3
項目において上位群が有意に高い結果であった．
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２．縦断的検討

1 年間の追跡調査を行った 32 名の基本的属性について Table Ⅵ-15 に示した．追跡
率は上位群が 91.7%に対して，下位群は 40.0%と上位群が有意に高かった．各群の年
齢，男女比，形態については有意差が認められなかった．
各群における運動介入による動的姿勢制御能力・身体機能の変化を Table Ⅵ-16 に示
した．運動介入による主効果および交互作用は認められなかった．また，動的姿勢制
御能力・身体機能の変化量と運動量の相関分析の結果を Table Ⅵ-17 に示した．対象者
全員では動的姿勢制御能力・身体機能の変化量と運動量について有意な相関関係は認
められなかった．しかし，各群で相関分析をしたところ，上位群は動的姿勢制御能力
と RE 強度のみで，下位群は動的姿勢制御能力と RE 強度，握力と RE 時間，CS-30 と
RE 強度で有意な相関関係が認められた．
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第４節

考察

１．横断的検討

動的姿勢制御能力・身体機能を比較したところ，動的姿勢制御能力は上位群と下位
群に有意差が認められなかったのに対して，身体機能の 4 項目のうち 3 項目では上位
群と下位群に有意差が認められた．本研究の動的姿勢制御能力の測定は，不安定傾斜
板上に立ち，前方の目標点に向けて COP を移動させる課題であった．唯一，身体機能
の中で有意差が認められなかった FRT も動的姿勢制御能力の測定の一つに含まれ，前
方へ COP を最大限移動させる課題である．したがって，筋力や柔軟性は運動量が多い
群ほど高値を示し，運動量との関連性はみられたが，動的姿勢制御能力については運
動量との関連性はみられなかったと推察される．一般的に筋力や柔軟性は加齢ととも
に低下し，20 歳時を 100%としたとき 80 歳時では筋力の低下率は 43%，柔軟性の低下
率は 79%であったと報告されている（衣笠ら, 1994）．しかし，高齢者でも活発な身体
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活動によって筋力や柔軟性が改善されるということが証明されており（ Takeshima et
al., 2002; Voorrips et al., 1993），運動の重要性が示されている．本研究においても上位
群の運動量が多かったため，筋力や柔軟性が有意に高値を示したと考えられる．つま
り，多くの運動量を確保することで筋力や柔軟性が向上する可能性が示唆された．
一方で，動的姿勢制御能力についても加齢による低下はみられ（小野と琉子, 1999），
運動によって改善することが報告されている（島田と内山, 2001; 漆畑ら, 2010）．しか
し，島田ら（島田と内山, 2001）は高齢者に対するバランストレーニングにおいても，
その特異性が存在することを報告しており，筋力や持久力，柔軟性などを包括した運
動よりもバランストレーニング（バランスプレート・エクササイズ，太極拳など）を
包括した運動のほうが有意に転倒発生率は低いとされている（Province et al., 1995）．
本研究のテーラーメード型運動プログラムは，個人の体力や状態に応じたプログラム
で RE，AE，CE から構成されており，転倒予防やバランストレーニングに特化した運
動内容ではなかったため，2 群間で有意差は認められなかったと考えられる．したが
って，多くの運動量を確保しても動的姿勢制御能力は向上しにくい可能性が示唆され
た．しかし，運動内容に着目すると，運動時間の CE，運動強度の RE と CE では有意
差が認められていないため，これらの運動時間や運動強度は 2 群とも同程度であった
と推察される．ヨガ（Schmid et al., 2012）やピラティス（Pata et al., 2014）は動的姿勢
制御能力の改善に有効である報告や転倒予防のためには 6 ヵ月間の高強度の下肢筋力
強化（Buchner et al., 1997）や中強度から高強度の身体活動（Heesch et al., 2008）が必
要である報告がされている．本研究においても CE にはヨガやピラティスが含まれ，
RE の運動強度は 2 群とも同程度（7METs 程度）で比較的高強度の運動を実施してい
たことが考えられる．このように，動的姿勢制御能力と関連のある運動量の項目では
2 群とも同程度であったことから，動的姿勢制御能力の向上には運動量よりも運動内
容や運動強度といった運動の質に関わる項目が影響しているのかもしれない．
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２．縦断的検討

1 年間，テーラーメード型運動プログラムを実施した者は上位群で 24 名中 22 名で
あったのに対して，下位群で 25 名中 10 名と追跡率は上位群のほうが有意に高い結果
であった．さらに 1 年間の運動量を 2 群で比較したところ，運動時間を除くすべての
項目で，上位群が有意に高値を示していた．つまり，上位群は 1 年間の運動介入中も
下位群の運動量を上回っており，運動の継続率も高いことが示された．運動介入に関
する研究では，介入開始後 3 ヵ月で 20％が運動を中断する報告（Schmidt et al., 2000）
や 4 ヵ月以内に 43%が運動を中断する報告（Prohaska et al., 2000）があり，運動を継
続することは容易ではない．しかし，本研究では 2 群とも運動量は異なるものの，既
に 2.6 年間の運動を実施しており，運動習慣が定着していたにも関わらず，下位群の
追跡率は 40.0%と低かった．下位群の運動量が低い要因として，上位群に比べて心理
的要因である運動意欲の喪失，あるいは身体的要因である低体力や疾患の保有が推測
される．心理的要因は運動実施を規定する最も重要な要因と考えられているが（樋上
ら, 1996），本研究においては心理的要因については調査しておらず言及はできない．
一方で，身体的要因について着目すると，有意差は認められていないが下位群のほう
が年齢，体重，BMI が高値を示し，運動に対する制限があったことが推察される．さ
らに介入前では身体機能 4 項目で下位群が有意に低かったことからも身体的要因の影
響が考えられる．
また，2 元配置分散分析の結果，2 群とも運動介入による主効果および交互作用は
認められず，動的姿勢制御能力・身体機能の向上は得られず，維持にとどまった．こ
れも前述したように，既に 2.6 年間の運動を実施していたため，動的姿勢制御能力・
身体機能がこれ以上，向上しない天井効果であった可能性が示唆される．本研究と同
様に，西岡ら（西岡ら, 2013）は 2 年以上の長期的な運動の継続は身体機能の維持に
とどまることを報告している．さらに，木村ら（木村ら, 1991）は同年齢であっても
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運動習慣の有無によって約 10 年の体力差が存在するとし，体力差は頻度や時間などの
運動条件による影響は比較的小さく，最も大きな体力差は何かしらの運動習慣がある
か否かであると報告している．また，大久保ら（大久保ら, 2014）は運動習慣と転倒
との関係をみており，運動習慣の要素では，長い継続年数が「複数回転倒」の予防因
子であることを報告している．本研究においても，2 群とも運動習慣があったという
ことが，動的姿勢制御能力・身体機能に及ぼす影響が少なかった要因と考えられる．
2 群とも運動介入による動的姿勢制御能力・身体機能の向上はみられず，変化量と
運動量についても有意な相関関係は認められなかったものの，2 群それぞれで相関分
析を行うことで有意な相関関係が認められた．2 群とも動的姿勢制御能力と RE 強度
で有意な相関関係が認められたものの，上位群は負の相関関係，下位群は正の相関関
係であった．動的姿勢制御能力は目標点まで COP を移動させるのに要した時間を評価
しているため，上位群の負の相関関係は RE 強度が強いほど動的姿勢制御能力が優れ
ていることになる．上述したように，本研究における動的姿勢制御能力の測定は視覚
的フィードバックを用いた測定であり，視覚から得られたフィードバック情報は運動
出力として筋に伝えられている．視覚的フィードバックは視覚入力系とともに下肢の
深部感覚系の関与が大きく（吉田, 2016），深部感覚は身体活動によって向上する（Xu
et al., 2004）．つまり，運動量の多かった上位群は深部感覚の感度が高く，動的姿勢制
御能力への関与も大きいと考えられ，上位群の中でも RE 強度が強いほど動的姿勢制
御能力が優れていたのではないかと推察される．また，下位群の握力と RE 時間，CS-30
と RE 強度で有意な相関関係が認められていることから筋力と RE との関連性がみら
れた．下位群は運動量が少なく，動的姿勢制御能力・身体機能も低下していることか
ら低体力者と考えられる．新井ら（新井ら, 2006）は虚弱高齢者を含んだ対象への運
動介入の結果，身体機能レベルが低い者ほど，身体機能改善効果が高いと報告してお
り，本研究においても同様の結果が得られた．以上のことから，テーラーメード型運
動プログラムが低体力者のトレーナビリティーを引き出した可能性が示唆された．
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第５節

要約

本研究では，第Ⅵ章，課題 3-1 で有効性の示されたテーラーメード型運動プログラ
ムを実施している中高齢者を対象として，運動量の違いが動的姿勢制御能力およびそ
の他の身体機能に及ぼす影響を横断的ならびに縦断的に検討した．
その結果，横断的検討では筋力や柔軟性は運動量が多い群ほど優れており，運動量
との関連性がみられたものの，動的姿勢制御能力には運動量の影響はみられなかった．
動的姿勢制御能力には運動量よりも運動の質が関連している可能性が示唆された．
縦断的検討では対象者の運動期間が長かったため，身体機能の向上はみられず維持
にとどまった．また，身体機能の変化量と運動量との関連性はみられなかったものの，
テーラーメード型運動プログラムは低体力者において高いトレーナビリティーが期待
できることがわかった．
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第Ⅶ章

課題 4：不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の
測定の信頼性と評価表の作成

第１節

緒言

加齢に伴う身体機能の低下は高齢者の転倒原因の大きな割合を占めており（鈴木,
2003），特に動的姿勢制御能力は転倒との関連が大きい（代と松尾, 2009）．そのため，
動的姿勢制御能力を維持または向上させることが必要であり，動的姿勢制御能力の測
定および評価が求められている．これまで，動的姿勢制御能力の評価法として FRT や
TUG が頻用されているものの，これらは真の動的姿勢制御能力の評価であるとは言い
切れない（Marguerite and Elsie, 1999）．さらに，実際の転倒はほとんどが躓きやスリッ
プによって発生している（Gabell et al., 1985）ことから，足元が不安定な状態または外
乱負荷が伴う状況での動的姿勢制御能力の評価が望ましい．外乱負荷を伴う評価法と
して三次元的床面動揺装置である EquiTest や転倒刺激付きトレッドミル（大渕ら, 2004）
が用いられているが，実験室的な環境や大掛かりな装置が必要で主として研究場面を
想定した評価法であり，運動指導の現場における高齢者を対象とした評価としては困
難である．そこで本研究では，時間や場所を問わず，動的姿勢制御能力の測定が可能
である不安定傾斜板を用いた方法を採用した．
これまでも不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の研究はされており，若年者と
高齢者の比較（小栢ら, 2009）や足趾力・下肢力との関連性（鷲塚ら, 2015）が報告さ
れている． しかし，これらの報告では加齢の影響や他の身体機能との関連性が検討さ
れているものの，外的基準が存在しないため，被験者の動的姿勢制御能力がどの程度
であるのか不明である．そこで，本研究では外的基準を設けるために，不安定傾斜板
を用いた動的姿勢制御能力の測定の信頼性を検討し，性別，年代ごとの評価表を作成
することを目的とした．
73

第２節

方法

１．対象者

中高齢者 450 名（男性 107 名，女性 343 名）を対象とした．
そのうち，動的姿勢制御能力の測定を 20 秒間できなかった者，補助を必要とした
者 7 名（男性 3 名，女性 4 名）を除外した 443 名（男性 104 名，女性 339 名）を最終
的な分析対象者とした．試行回数による内訳は，複数回試行した者が 176 名（男性 53
名，女性 123 名），単数回試行した者が 267 名（男性 51 名，女性 216 名）であった．
本研究は，猫山宮尾病院倫理委員会の承認（承認番号：2015-NR-007）の下で実施
し，事前に被験者には口頭と文書による説明を行った上で書面による同意を得た．

２．測定項目

（１）動的姿勢制御能力
動的姿勢制御能力の測定においては，第Ⅲ章，第 2 節にて記したダイナミックスタ
ビリティ計測を行った．評価変数は全方向安定指数，全方向平均変位，全方向角度変
動域，総角度変動指数の 4 変数とし，分析に用いた．

３．統計処理

対象者の性差を検討するために，基本的属性および動的姿勢制御能力における各評
価変数について対応のない t 検定を行った．各評価変数の試行間信頼性を検討するた
めに，複数回試行した者を対象にして級内相関係数（Intraclass correlation coefficients：
ICC）を算出し，試行間の差は対応のある t 検定にて検討した．性別，年代ごとの各評
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価変数の比較には一元配置分散分析を用い，有意性が認められた場合は Tukey の HSD
検定による多重比較を行った．また，評価表を作成するために性別，年代ごとに各評
価変数の正規性を Kolmogorov-Smirnov 検定を用いて検討した．すべての統計処理には
統計解析ソフト R2.11.1 を用い，有意水準は 5%とした．

第３節

結果

被験者の基本的属性および動的姿勢制御能力の結果を Table Ⅶ-1 に示した．
性差は BMI を除く年齢，身長，体重で有意差が認められ，男性のほうが年齢は高く，
身長と体重は大きかった．さらに，動的姿勢制御能力の評価変数は 4 変数とも女性の
ほうが数値は小さく，動的姿勢制御能力が有意に優れていた．
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各評価変数の試行間信頼性を Table Ⅶ-2 に示した．男女ともに評価変数の中では総
角度変動指数の ICC が最も高い結果であった（男性 ICC=0.73，女性 ICC=0.73）．試行
間の差は男性の総角度変動指数，女性の全方向角度変動域と総角度変動指数で有意差
が認められなかった．さらに，男女統合したデータにおいても総角度変動指数の試行
間信頼性が最も高く（ICC=0.79），試行間の差は総角度変動指数のみ有意差が認められ
なかった．
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性別，年代ごとの各評価変数の比較を Figure Ⅶ-1 に示した．男性は 40 歳代～80 歳
代の 5 群に分類し，女性は 40 歳代～70 歳代の 4 群に分類した．男女ともに全方向安
定指数，全方向平均変位，全方向角度変動域の 3 変数において年代間で有意性が認め
られたものの，総角度変動指数は年代間で有意性が認められなかった．年代間で有意
性が認められた評価変数において多重比較を行った結果，男性では全方向安定指数と
全方向平均変位で 80 歳代が他の年代に比べて有意に高値を示し，全方向角度変動域で
80 歳代が 60 歳代と 70 歳代に比べて有意に高値を示していた．女性では全方向安定指
数，全方向平均変位，全方向角度変動域の 3 変数全てで 70 歳代が他の年代に比べて有
意に高値を示していた．さらに，全方向角度変動域では 40 歳代と 60 歳代においても
有意差が認められた．
各評価変数の分布の正規性は男女ともにすべての年代において認められた ため，
ICC が最も高かった総角度変動指数について性別，年代ごとに平均値と標準偏差（SD）
から 5 段階評価表を作成した（Table Ⅶ-3）．段階分布（X）は X≦平均値－1.5SD は
「5：優れている（Very good）」，平均値－1.5SD＜X≦平均値－0.5SD は「4：やや優れ
ている（Good）」，平均値－0.5SD＜X≦平均値＋0.5SD は「3：ふつう（Average）」，平
均値＋0.5SD＜X≦平均値＋1.5SD は「2：やや劣っている（Poor）」，X＞平均値＋1.5SD
は「1：劣っている（Very poor）」とした．
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第４節

考察

本研究では動的姿勢制御能力の全ての評価変数において性差がみられ，女性が有意
に優れていた．多くの先行研究では男性よりも女性のほうが転倒率は高いとされてお
り，女性のほうが姿勢制御能力そのものが低下していることを要因として挙げている
（Overstall et al., 1977）．本研究は女性のほうが動的姿勢制御能力が有意に優れており，
これらの先行研究と反する結果であった．姿勢制御能力は加齢とともに低下し，40 歳
代から低下し始めるとされている（Bohannon et al., 1984）．Duncan ら（Duncan et al., 1990）
は FRT の成績を年齢別に比較したところ，20-40 歳の女性に比べて 41-69 歳で 5.7%，
70-87 歳で 28.0%の低下がみられたと報告しており，中村ら （中村ら, 2006）は 20-40
歳の若年者と 61-85 歳の高齢者の functional reach を比較したところ，36.9cm と 28.2cm
で高齢者では年齢と-0.59 の負の相関を認めたと報告している．本研究においても，男
性の年齢が 70.0 歳に対して女性は 64.0 歳と年齢が低かったことが女性のほうが，動
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的姿勢制御能力が有意に優れていた要因の一つであることが考えられる．以上のこと
からも，性別や年齢を考慮した評価表を作成するべきである．
動的姿勢制御能力の各評価変数の信頼性を検討したところ，ICC は男性で 0.57～0.73，
女性で 0.61～0.73 であり，男女ともに ICC が最も高い変数は総角度変動指数（男性
ICC=0.73，女性 ICC=0.73）であった．Landis と Koch（Landis and Koch, 1977）の判定
基準によると，総角度変動指数は substantial と判定され，さらに，男女とも総角度変
動指数のみ試行間の差は認められないことから最も信頼性のある評価変数として考え
られる．総角度変動指数は測定中にボードが変動した角度の総量を示す変数であり，
重心動揺検査の評価変数である総軌跡長に値する変数である．北畑ら（北畑ら, 2003）
は様々な立位条件や視覚条件で重心動揺検査をし，3 回反復測定による ICC を算出し
ている．その結果，総軌跡長，外周面積，矩形面積の 3 つの評価項目ではどのような
条件でも総軌跡長の ICC が最も高かったことを報告している．さらに，総軌跡長は重
心動揺の代表的な評価変数であり，信頼性もかなり高いとされている（田口と依田,
1976）ことからも，本研究における総角度変動指数の信頼性は高いことが推察される．
しかし，FRT の ICC は 0.81～0.92（ Duncan et al., 1990），TUG の ICC は 0.97～0.99（ Steffen
et al., 2002; Podsiadlo and Richardson, 1991）と非常に高いのに対して，三次元的床面動
揺装置である EquiTest の ICC は 0.66～0.67（ Ford-Smith et al., 1995; Wrisley et al., 2007）
と FRT や TUG に比べると ICC は低い．本研究における動的姿勢制御能力の ICC も 0.57
～0.73 であり，EquiTest と同程度の ICC である．このように外乱負荷を伴う測定では，
予測し得ない外乱負荷に対して反応しなければいけないため，FRT や TUG といった
随意的な重心移動を含む測定よりも再現性が低くなってしまい，その結果，信頼性が
低くなる傾向がみられると推察される．したがって，不安定傾斜板を用いた動的姿勢
制御能力の信頼性は確保されるものの，現場で頻用されている FRT や TUG に比べる
と信頼性が低いことを考慮する必要があると考えられる．
最も ICC が高かった総角度変動指数は年代間で有意差は認められず，女性において
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は年代が高くなるにつれて総角度変動指数が大きくなる傾向であったが，男性におい
ては 50 歳代が最も総角度変動指数が高く，加齢の影響はみられなかった．しかし，総
角度変動指数を除く 3 変数は男女ともに最も高い年代（男性は 80 歳代，女性は 70 歳
代）が有意に高値を示し，加齢に伴う動的姿勢制御能力の低下がみられた．
全方向平均変位は測定中にボードが変動したすべての方向における角度の平均を
示す変数で COP の位置を表しており，計測マーカーが四分円の中心に位置することが
望ましい．したがって，最も高い年代は他の年代と比べて COP の位置が中心から離れ
て位置していることが考えられる．そのため，ボードが水平を基準としてすべての方
向へ動いた角度を指数として示される全方向安定指数も，全方向平均変位と同様に，
加齢とともに大きくなる傾向がみられたと推察される．このように，総角度変動指数
では年代間で有意差が認められなかったのに対して，全方向安定指数と全方向平均変
位では年代間で有意差が認められた要因の一つに，ボードの変動した角度（動揺量）
は変わらないものの，ボードの傾斜度合（COP の位置）が異なっていたことが挙げら
れる．つまり，加齢とともに COP が前後または左右に偏りが生じていることを示唆し
ている．高齢者の加齢による姿勢変化で最も多い脊柱後彎変形である場合，その代償
として頸椎の彎曲は増強し，腰椎の彎曲が減少して脊柱の力学的均衡を保持している
とされ（高井ら, 2001），重心線は後方を通過するため COP 位置が後方へ移動する．小
栢ら（小栢ら, 2009）は前後方向にのみ可動する不安定傾斜板を用いて若年者と高齢
者の動的姿勢制御能力の比較をしたところ，どちらも後方へ傾斜しており，高齢者の
ほうがより後方へ傾斜していたことを報告している．このように ，加齢による COP
移動は後方へ移動することが多く，安定面上に限らず不安定面上においても生じてい
る．
また，全方向角度変動域は全方向平均変位を基準として，測定中に変動した角度範
囲を示しており，こちらも加齢に伴い高値を示す傾向がみられる．そして，総角度変
動指数では年代間で有意差が認められなかったのに対して，全方向角度変動域では年
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代間で有意差が認められた．前後方向のみではあるが，小栢ら（小栢ら, 2009）は若
年者と高齢者を対象にしたところ，前後方向角度変動域には若年者と高齢者に有意差
が認められなかったが，総角度変動指数には有意差を認め，若年者が有意に高値であ
ったと報告している．その要因として，若年者のほうが足関節戦略を用いて不安定傾
斜板を素早く頻回に動かしているため，総角度変動指数にのみ有意差が認められたと
している．これに反して，本研究では全方向角度変動域に有意差を認め，総角度変動
指数に有意差を認めなかった．本研究では 40 歳代～80 歳代まで年齢には幅があり，
加齢に伴う姿勢戦略のパターン変化があったのではないかと考えられる．人は立位姿
勢を制御するために足関節戦略，股関節戦略，ステッピング戦略を用いており（Horak
et al., 1989），高齢者は足関節戦略よりも股関節戦略を用いる傾向にあるとされている
（Horak et al., 1986）．さらに，本研究のように，強く速い外乱や不安定な支持基底面
上での制御には股関節戦略が用いられやすい．以上のことから，高い年代は股関節戦
略を用いることで角度範囲が大きくなるものの，角度の総量は他の年代と変わらない
可能性が示唆される．
性別，年代ごとの動的姿勢制御能力の分布には極端な偏りは認められず，正規分布
することが明らかになった．しかし，年代と 5 段階評価にズレが生じている部分もみ
られる．例えば，男性で総角度変動指数が 300.0 であった場合，50 歳代では評価が 2
であるのに対して 60 歳代～80 歳代では評価が 1 である．本来は加齢とともに評価が
同等もしくは向上しなければならず，今後，精度の高い評価表を作成する必要がある．

第５節

要約

本研究では，中高齢者を対象に，不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の測定の
信頼性を検討し，性別および年代ごとの評価表を作成した．その結果，不安定傾斜板
を用いた動的姿勢制御能力の測定の ICC は 0.57～0.73 であり，これまでの外乱負荷を
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伴う動的姿勢制御能力の測定と同程度の信頼性が得られた．また，最も信頼性のある
評価変数には総角度変動指数が抽出されたが，加齢による姿勢戦略の変化や COP 位置
の移動が考えられるため，必ずしも総角度変動指数だけで評価できるとは言い切れな
いと考えられた．
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第Ⅷ章

第１節

総括

各課題の結論および総合討論

本研究の目的は，実際の転倒に近い状況下（不安定傾斜板上）での動的姿勢制御能
力の測定を行い，1）身体機能，体幹，運動量との関連性を検討した上で，2）運動指
導の現場における簡便な動的姿勢制御能力の評価を行うための信頼性の高い変数を明
らかにし，評価表を作成することであった．先行研究を踏まえた上で課題を設定し，
検討を行ったところ，以下の知見が得られた．

課題１：身体機能と動的姿勢制御能力との関連性

本課題では，中高齢者を対象として，不安定傾斜板上でのトラッキング動作による
動的姿勢制御能力の評価を行い，身体機能との関連性を検討した．その結果，重心移
動パターンには個人差があり，本課題では 3 つのパターンに分類された．そのうち，
目標点までスムーズにトラッキング動作ができている（動的姿勢制御能力が優れてい
る）パターンはフィードバック制御とフィードフォワード制御の両方を利用している
ことが考えられた．また，動的姿勢制御能力と関連のある身体機能は下肢筋力と敏捷
性であり，特に下肢筋力との関連が強いことが明らかになった．

課題２：腹部断面積と動的姿勢制御能力との関連性

本課題では，客観性や正確性が高い腹部 CT 検査を用いて測定した腹部断面積と動
的姿勢制御能力との関連性を検討した．その結果，性別，内臓脂肪，大腰筋が動的姿
勢制御能力に影響を与えている因子として抽出された．また，動的姿勢制御能力には
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体幹深部筋である大腰筋の増加だけでなく，内臓脂肪の減少も重要であることが明ら
かになった．

課題３－１：テーラーメード型運動プログラムの有効性

本課題では，対象者に応じた運動プログラムであるテーラーメード型運動プログラ
ムの有効性を示すために，身体組成および身体機能の変化を検証した．その結果，身
体組成は疾患の有無に関わらず，運動開始時から 6 ヵ月後，12 ヵ月後で体重と体脂肪
率が減少，筋肉率が増加した．特に，最初の 6 ヵ月間が一つの運動効果を出す目安と
なり，生活習慣病罹患者は 6 ヵ月後以降も運動効果が期待できる．身体機能は約 6 ヵ
月間で多くの身体機能項目が向上し，特に敏捷性，柔軟性，動的姿勢制御能力は中～
下位群という比較的体力水準の低い中高齢者において効果が期待できた．以上のこと
から，テーラーメード型運動プログラムは生活習慣病の発症や身体機能の低下を予防
または改善させることが明らかになった．

課題３－２：運動量と動的姿勢制御能力との関連性

本課題では，テーラーメード型運動プログラムを実施している中高齢者を対象にし
て，運動量と動的姿勢制御能力との関連性を横断的および縦断的に検討した．その結
果，横断的検討では筋力や柔軟性は運動量が多い群ほど優れており，運動量との関連
性がみられた．動的姿勢制御能力は運動量の影響はみられず，運動量よりも運動の質
が関連していることが明らかになった．縦断的検討では対象者の運動期間が長く，身
体機能の向上はみられず維持にとどまった．また，身体機能の変化量と運動量との関
連性はみられなかったものの，テーラーメード型運動プログラムは低体力者において
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高いトレーナビリティーが期待できた．

課題４：不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の測定の信頼性と評価表の作成

本課題では，不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の評価法を確立させるために
性別および年代ごとの評価表の作成を行った．その結果，不安定傾斜板を用いた動的
姿勢制御能力の測定は，これまで行われてきた外乱負荷を伴う動的姿勢制御能力の測
定と同程度の信頼性が得られた．また，最も信頼性のある評価変数には総角度変動指
数が抽出されたが，加齢による姿勢戦略の変化や COP 位置の移動が考えられるため，
必ずしも総角度変動指数だけで評価できるとは言い切れず，今後は評価表に用いる評
価変数を検討する必要があることが示唆された．

総合討論

動的姿勢制御能力に関する先行研究と比較し，本研究の新規性には 1）不安定面上
でのトラッキング動作を用いた動的姿勢制御能力の測定を実施したこと，2）腹部 CT
検査を用いて体幹と動的姿勢制御能力との関連性を検討したこと，3）集団型運動プロ
グラムではなく，テーラーメード型運動プログラムを実施している中高齢者に着目し
たこと，4）約 400 名のデータから運動指導の現場で簡便に動的姿勢制御能力を評価で
きるように評価表を作成したこと，が挙げられる．
これまで，多くの動的姿勢制御能力の評価が行われており，現場では信頼性と妥当
性が高いとされる FRT が頻用されている．FRT は支持基底面を変えずに重心を維持で
きる範囲である前方への安定性限界（Limits of stability：LOS）を知ることができる測
定とされ（Duncan et al., 1990），LOS の範囲が大きいほど，身体重心線が LOS から外
れて姿勢を崩し転倒する頻度は少なくなるため（望月, 2008），自己の LOS を把握し，
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LOS 内に重心を維持することが転倒予防につながると考えられる．岡田ら（岡田ら,
2008）は高齢者が自己の身体能力の低下を正確に認識できていない場合，特に自己の
身体能力を過大評価する場合，外的環境や自己の身体能力に合った適切な運動を行う
ことができず，転倒リスクが高くなると述べていることからも，LOS の範囲を大きく
することも重要であるが，自己の LOS 内で適切に重心を移動することが重要である．
Body tracking test（山本ら, 1996）は，提示される目標点に向けて自身の COP 位置を追
従させるテストで適切に重心を移動させることが求められる．これまでは若年者を対
象とし，フォースプレートや重心動揺計を用いた安定面上での測定がなされているこ
と（竹内ら, 2008; 吉田ら, 1997），転倒のほとんどが躓きやスリップによって発生して
いる（Gabell et al., 1985）ことから，本研究では中高齢者を対象にして不安定傾斜板上
でのトラッキング動作を実施した．さらに，CS-30 や全身反応時間との関連がみられ，
COP の移動に必要な身体を支える下肢筋力や外乱に対して COP を素早く修正する敏
捷性が重要であることが明らかになった．したがって，本研究で実施した不安定傾斜
板上でのトラッキング動作は Body tracking test に比べて，より転倒の状況下に近い測
定でありながらも妥当性が保たれていることは，中高齢者を対象とした転倒予防には
有効であるのかもしれない．
先述したように，動的姿勢制御能力には下肢の影響が大きいものの，体幹との関連
性も報告されている（樋口ら, 2012; 松田ら, 2009）．また，筋力の発揮を伴わずに筋力
を評価するには筋量の測定があり，筋量を表す筋横断面積は筋力との相関が高いとさ
れている（Akima et al., 2001）．本研究では腹部 CT 検査を用いて腹部断面積を測定し，
動的姿勢制御能力との関連性を検討したが，腹部 CT 検査はメタボリックシンドロー
ムの必須条件である内臓脂肪の蓄積を測定するのに利用されている．本研究では，体
幹筋断面積だけでなく腹部脂肪面積も含めて分析しているところに新規性があると考
えている．結果においても，これまで重要とされている大腰筋という体幹深部筋の増
加だけでなく，内臓脂肪の減少が影響を及ぼしていることが明らかになった．さらに，
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本来，メタボリックシンドロームの評価に用いられる腹部 CT 検査を，動的姿勢制御
能力の評価やロコモティブシンドロームの評価にも応用できるように展開させること
が望まれる．
高齢期の機能的自立を図るために必要な身体運動には，有酸素運動，筋力トレーニ
ング，柔軟性運動，およびバランス運動の 4 種類の運動を組み合わせて行う複合型運
動プログラム（well-rounded exercise program：WREP）の実践が求められている（ACSM,
1998）．一方で，転倒予防に着目すると，高齢者に対するバランストレーニングにおい
て特異性が存在すること（島田と内山, 2001），筋力や持久力，柔軟性などを包括した
運動よりもバランストレーニング（バランスプレート・エクササイズ，太極拳など）
を包括した運動のほうが有意に転倒発生率は低いこと（Province et al., 1995）が報告さ
れているように，闇雲に運動をするだけでは転倒予防効果は期待できない．本研究で
も WREP の実施者を対象にしたところ，筋力や柔軟性は運動量が多ければ改善された
ものの，動的姿勢制御能力は運動内容や運動強度といった運動の質が関わることが明
らかになった．しかしながら，加齢によって各身体機能は低下するため，転倒予防の
ためにバランストレーニングのみを実施するということは現実味を帯びていない．実
際は WREP を実施することが前提であり，その中でもバランストレーニングの割合を
大きくするといったように個人の目的に応じてプログラムを調整することが理想な形
である．そのためには全員が同じ運動プログラムではなく，本研究で示されたように
個人に応じたテーラーメード型プログラムが有効であると思われる．さらに，本研究
では，指定運動療法施設で自体重のトレーニングだけでなく，マシントレーニングも
実施している中高齢者を対象としており，スポーツクラブやフィットネスクラブに通
っている者にも本研究の成果を還元できる可能性があることは非常に大きな意義があ
る．
これまで著者も不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の研究に取り組んできたも
のの，対象者は数十名程度にとどまり，外的基準がないため，必ずしも他の集 団に適
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用するとは言い切れないと考えていた．先行研究でも同じ測定器材を使用した研究は
されているものの，本研究同様，数十名程度の対象者に限られている（小栢ら, 2009; 鷲
塚ら, 2015）．本研究では，運動指導の現場ですぐに結果を還元できるように 400 名程
度のデータに基づいて外的基準である評価表の作成に取り組んだ．不安定傾斜板を用
いた動的姿勢制御能力の測定は，三次元的床面動揺装置である EquiTest と同程度の信
頼性を得られ，重心動揺測定の総軌跡長に値する評価変数が最も信頼性が高いことが
明らかになった．持ち運びが可能である不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の測
定は時間や場所を問わず，より転倒に近い状況下で行うことができるのが大きな利点
である．さらに，本研究で作成した評価表を用いることで，運動指導の現場において
簡便に動的姿勢制御能力を評価することが可能となるため，本評価法を普及させるこ
とが期待される．

第２節

今後の課題

１．年齢および体力水準の異なる対象者への評価

本研究の主な対象者は，指定運動療法施設にて運動を行っていること，不安定傾斜
板上での動的姿勢制御能力の測定ができること，の 2 点から，比較的健常な中高齢者
であった．本研究で得られた知見が，本研究の対象者よりも高齢で体力水準の低い高
齢者に適用するとは言い切れない．また，単一の指定運動療法施設にて測定を実施し
ているため，異なる施設や健康教室，さらには他の地域においても当てはまるとは限
らない．今後はより幅広い年齢層や地域を対象とした検証が求められる．

２．既存の外乱負荷を伴う動的姿勢制御能力の検証
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本研究では，運動指導の現場における簡便な動的姿勢制御能力の評価を目的とし，
外乱負荷を伴う動的姿勢制御能力の測定に不安定傾斜板を用いた．既存の外乱負荷応
答の評価法と同等の信頼性が得られたものの，相関関係などの直接的な関連性をみる
ことができていない．今後は既存の外乱負荷応答の評価法と比較することで，本研究
における評価法がより確立される．また，既存の外乱負荷応答の評価法に比べて，純
粋な外乱が加わっていない可能性は否定し切れないため，更なる検証が求められる．

３．テーラーメード型運動プログラムにおける運動量の評価

本研究では，指定運動療法施設にてシステム化されている wellness system を用いて
運動量を算出した．そのため，本研究での運動実施時の運動量しか評価できておらず，
日常生活の身体活動量は反映されていなかった．また，テーラーメード型運動プログ
ラムの有効性を示したものの，集団型運動プログラムとの比較を行っていないため，
テーラーメード型運動プログラム特有の運動効果であったのか明らかにはなっていな
い．今後は加速度計を装着し，運動実施時以外の身体活動量も合わせて評価し，テー
ラーメード型運動プログラムと集団型運動プログラムのランダム化比較試験を行うこ
とで，よりテーラーメード型運動プログラムの有効性を示すことができる．

４．本評価表の妥当性の検証

本研究で不安定傾斜板を用いた動的姿勢制御能力の評価表を作成したことは大きな
成果であった．今後は，評価表の精度を向上させるとともに，評価表の妥当性を検証
することが求められる．また，本研究では比較的健常な中高齢者を対象としたため，
本評価法が直接的に転倒と関連があるのかを検討できなかった．今後，対象者の年齢
層の拡大とともに縦断的検討によって，転倒の危険性を把握するためのカットオフ値
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を算出することで本評価法の意義をさらに高めることになる．

第３節

結語

本研究は，転倒予防の観点から，中高齢者を対象としたより実際の転倒に近い状況
下での動的姿勢制御能力の測定を実施し，運動指導の現場における簡便な動的姿勢制
御能力の評価法を確立することを目的とした．
身体機能，体幹，運動量との関連性の検証を経て，現場ですぐに評価ができるよう
に本評価法の信頼性を明らかにするとともに評価表を作成している．
これまで現場で頻用されてきた FRT や TUG といった動的姿勢制御能力の評価法に
比べて，不安定傾斜板を用いる本評価法は外乱負荷を伴うため，より実際の転倒に近
い状況下で測定することが可能となり，転倒予防に寄与することが考えられる．また，
本評価法を普及させることで，中高齢期から転倒予防に対する意識を高めてもらい，
運動に取り組むことで QOL の向上した高齢期を過ごしてもらうことが望まれる．
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