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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は後期高齢者の健康寿命の維持・向上に必要な身体活動の時間と強度
を縦断的調査により明らかにすることである。対象者は152名の地域在住高齢者（60～88歳)である。平均追跡調
査期間は3.7年(1～10年)である。測定項目は体力、歩数、強度別身体活動時間(加速度計）などである。その結
果、１日の総歩数が約6000歩以下になると歩行速度、Timed Up and Go Testの有意な低下が認められた。また、
加齢に伴い歩数が30～40％低下すると、歩行能力は著しく低下することが明らかになった。以上の結果から、後
期高齢者の健康寿命の維持には1日6000歩以上必要であることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：We examined the time and intensity of physical activity needed to maintain 
an active life expectancy in older adults. The participants comprised 152 older adults (age 60-88 
years). Median follow-up was 3.7 years (range 1-8 years). The factors of physical fitness, step/day,
 intensity and duration of physical activity were measured. The 10-maximum walking speed(10MWS) and 
Timed Up and Go Test(TUG) gradually decline from a physical activity level of approximately 6000 
steps /day as the number of steps decrease. This suggests that 6000 steps/day are needed to maintain
 mobility in older adults. In a longitudinal study, a significant decrease of 10MWA occurred with a 
30% decline in the daily steps at follow-up, whereas an increase in the number of daily steps did 
not prevent a decrease in the both10MWAS and stair climb power at follow-up. This result suggests 
that increased daily physical activity did not prevent a deterioration in the mobility at follow-up.
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１．研究開始当初の背景 
これまでの研究において、加齢に伴う身体

活動状況は健康寿命（身体的自立）に影響を
及ぼすことが知られている（Baumanら, 2016）。
しかし、健康寿命の維持に必要な身体活動の
強度や時間についての研究は少ない。特に、
身体活動のより客観的な測定法である加速
度計や歩数計を用いた研究はほとんどない。
このことから健康寿命の維持に必要な身体
活動の強度や時間についての明確な基準は
作成されていないのが現状である。そこで申
請者らは、地域在住の 75 歳以上の虚弱高齢
者と一般高齢者の身体活動の時間と強度を
加速度計により測定し、身体活動状況と体力
および運動・移動能力の関係について検討し
てきた（永山ら, 2008; Yoshida ら, 2010）。
その結果、高齢者の身体的自立に必要な歩数、
歩行時間についての大まかな目安が得られ
た。しかし、これまでの申請者の研究は横断
的研究であったため、身体活動と身体的自立
の両者の因果関係を明らかにすることはで
きなかった。 
 
２．研究の目的 
 歩行は、下肢筋力、敏捷性、バランス（平
行機能）、心肺持久力などの体力要素とこれ
らを統合する中枢神経系の働きがあって初
めて可能となる。特に、後期高齢者や身体
的虚弱高齢者においては、歩行能力は全身
の諸機能の建材性を示す指標（バイタルサ
イン）とされている(Rosso ら, 2013)。こ
のことから、高齢者の健康寿命（身体的自
立）の維持には、運動・移動能力（mobility)
を保持しておくことが重要とされており、
日常生活の中での積極的な歩行が推奨され
（Bauman ら, 2016）、高齢者の健康づくり
のための身体活動指針が作成されている
(Chodzko-Zajko ら, 2009)。しかし、これま
での身体活動指針は質問紙法により測定さ
れた身体活動をもとに作成されたものであ
り、この質問紙法の問題点が指摘されてい
る。このことから客観的な身体活動測定法
である歩数計や加速度計を用いての身体活
動指針の作成が急がれている。そこで、本
研究では加速度計または歩数計により測定
された身体活動の強度および時間と運動・
移動能力の関連を検討し、さらには縦断的
研究により両者の因果関係を明らかにし、
後期高齢者の健康寿命の維持に必要な身体
活動の時間と強度に関する資料を得ること
を目的とした。 
 
３．研究の方法 
 (1)対象者 

対象者は自立した生活を送っている地域在
住の高齢者152名（60～88歳）である。 

(2)測定項目 

測定項目は、体力（脚伸展パワー、脚伸展
力、握力、開眼片足立ち、ステッピング、10m

歩行テスト、3m Timed up and go test、日
常生活動作遂行能力（自記式簡易問診票、老
研式活動能力指標）、日常の身体活動状況（加
速度計）、健康状況調査（問診票）である。
なお、体力測定は保健師による問診において、
現在の病気の有無、既往歴などのチェックお
よび血圧測定により体力測定が可能と判断
された者に対して実施した。体力測定は、鹿
屋体育大学内で実施するが、その際、大学の
保健管理センター医師が待機し、事故の際に
は対応できる体制であった。 
 
４．研究成果 
(1)高齢者の加齢に伴う歩数および強度別身
体活動時間の変化（横断的調査） 
 歩数と中強度活動時間は男女とも加齢に
伴い有意な低下が認められた。米国スポーツ
医学会などでは、健康の保持・向上のために
1日20分以上の中強度身体活動が推奨されて
いる(Chodzko-Zajko ら, 2009)が、本研究の
65 歳以上の高齢者では、この水準に達する者
の割合は低かった（図 1）。これまでの高齢者
の身体活動指針は質問紙法による調査をも
とに作成されたものであることから、今後は
客観的な測定法である加速度計や歩数計に
よる結果をもとにした身体活動指針の作成
が必要と思われる。 
 次に、前期高齢者と後期高齢者の身体活動
状況を比較した（図 2）。その結果、安静時間
は両者間に有意な差はみられなかったが、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１日の総歩数（男性-36.1%、女性-25.5%）、
低強度身体活動時間（男性-26.2%、女性
-15.9%）および中強度以上の身体活動時間



（男性-51.8%、女性-43.9%）は、いずれも後
期高齢者が有意に低かった。高齢期における
身体活動状況の特徴として、中強度以上の身
体活動の低下が顕著であった。また、女性よ
り男性において低下が大きく、これは女性の
家事労働時間が多いことによるものと推察
される。 
以上の結果から、今後の高齢者の身体活動指
針は高齢者を一括りにしたものではなく、前
期高齢者と後期高齢者に分けたきめ細かな
身体活動指針の作成が必要と思われる
(Tudor-Locke ら, 2013)。また、本研究結果
は加速度計や歩数計により測定された高齢
者の身体活動指針の有用な資料になると思
われる。 
 
 (2)歩数と運動・移動能力の関係（横断的調
査） 
 健康日本 21（第二次）では、健康寿命の延
伸と健康格差の縮小を目標の一つとし、わが
国ではじめて 65 歳以上の 1 日当たりの目標
歩数(6000 歩/日)が示された（厚生労働省，
2012）。しかし、この目標歩数はこれまでの
報告をもとに推定されたものであり、体力と
の関連について検討されていない。そこで本
研究では、65歳以上の高齢女性 146 名を対象
に目標歩数達成群（73±5 歳, n=83）と未達
成群(76±5 歳, n=63)に分け、歩数と身体的
自立の指標とされている 10m 歩行速度や TUG
などの運動・移動能力と歩数の関係について
検討した。その結果、目標歩数 6000 歩/日以
上と以下で歩数と 10m歩行速度と TUGの関係
について検討したところ、6000 歩/日以下で
は有意な負の相関関係が認められた（図 3,4）。
このことは歩数と運動・移動能力の関係は直
線関係ではない可能性を示唆するものであ
る。つまり、歩数が一定水準（本研究では約
6000 歩/日）を下回ると運動・移動能力の低 
下がみられることを示すものであり、これは
閾値が存在する可能性を示唆するものであ
る。さらには、目標歩数 6000 歩/日は“自立
した生活”から“フレイル”への移行の目安 
になる可能性が考えられる。 
以上の結果から、自立した生活を送っている 
高齢者においては、日常生活における 6000
歩/日は高齢者の健康づくり、さらには健康
寿命の維持・延伸のための身体活動の一つの
目安となるものと思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(3)歩数の変化と身体活動および体力の変化
の関係（縦断的調査） 
  ここでは、継続的に調査に参加した身体
的に自立した地方在住の高齢者 152 名（男性
38 名、女性 114 名）を対象とした。初回測定
（ベースライン）時の平均年齢は 73 歳(60～
88 歳)であり、平均追跡期間は 4.1 年（1～10
年）である。 
まず、加齢に伴う歩数の変化と体力の変化

の関連性について検討した。その結果、加齢
に伴う歩数の変化と階段パワーの変化の間
に関連傾向がみられた（図 5）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
高齢者の日常生活動作の中で最も身体へ

の負担度の高い動作であり、また最も加齢に
よる衰えが早期に表れる（Bendayanら, 2016）。
階段のぼりと歩行は動作様式が類似してい
ることから、歩数の変化と階段パワーの変化
の間に有意な関連性が認められたものと推
察される。しかし、追跡調査期間中に歩数の
増加がみられたにもかかわらず、階段パワー
の増加は認められなかった。このことは、高
齢者における日常生活活動中の歩数の増大
は必ずしも加齢に伴う下肢筋パワーの低下
を抑制できないことを示唆している。 
一方、加齢に伴う歩数の変化と歩行速度の

変化の間に有意な直性関係は認められなか
ったが、加齢に伴い歩数の低下が 30-40%以上
になると、歩行速度の低下は著しくなる傾向
にあった（図 6）。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
このことから、歩数の低下率が大きい者ほど
歩行速度の変化率が大きかったものと推察
される。 
 以上の結果から、日常生活の中で積極的に
歩くことは中等強度の身体活動の確保にも
つながり、運動・移動能力の維持・向上に有
用と考えられ、さらには健康寿命の維持・延
伸にもつながると思われる。 
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