
　今後も関係機関と連携を図り、市民の QOL 向上
のため新規透析導入者9名以下を目指し CKD 重症
化予防に努めていきたいと思います。

【はじめに】矢掛町は岡山県の南西部に位置し、古
くは参勤交代の宿場町として栄え、今でも本陣、脇
本陣の重要文化財を有している歴史と文化の町であ

る。
平成24年8月末現在、人口15,413人で高齢化率は
33.65% と全国や岡山県の平均と比較しても、かな
り高く、年々少子高齢化が進んでいる自治体である。
このような超高齢化社会を迎える中で活動的で生き
がいに満ちた高齢者像の実現をめざし、様々な健康
増進事業や介護予防事業が各担当課により取組まれ
てきた。

しかし、これらの事業は参加者や内容が重複してい
るとか、身体・こころの健康づくりの観点から共通
部分が多いことより、縦割り行政の是正を考え平成
22年度と23年度に健康管理センター、地域包括支
援センター、B&G 海洋センターの事業実践3部署
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と国民健康保険係、それに民間の㈱岡山スポーツ会
館（OSK）が連携して「100人健康スクール」を実
施した。

今回「100人健康スクール」の実施効果を、運動能
力の指標である各体力測定の結果を用いて、前期高
齢者と後期高齢者に分けて年齢に及ぼす影響を評価
した。また、運動習慣の定着を22年度事業開始時
と23年度開始時の体力測定結果等から総合的に評
価して、本事業の有効性を検討したのでここに報告
する。

【対象】平成22年度と23年度の両年度の参加者
（n=122）のうち、

事業前後の体力測定に参加した95名（男6名、女89
名）を対象とした。年齢は51～89歳で平均年齢
71.7±7.44歳である。

【方法】

1. 事業内容
「100人健康スクール」は既成の教室に新規教室を
加え、運動の部、講話の部、イベントの部、健診等
のその他の部の4部門で構成されたポイント制のス
クールで、参加者はこれらの各教室に参加する度に
記録ノートに押印をして、ポイントが加算される仕
組みになっている。「ポイントを集める」ことが健
康づくり及び介護予防への動機づけになるよう配慮
した。期間は6月から翌年1月までの8ヶ月間で、
閉講式には高得点者を表彰する。
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（図２） 
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【 対 象 】 

継続参加者 

体力測定参加者数  ：  ９５名 （男性６名、女性８９名） 
 

年   齢 ： ５１歳～８９歳 （平均71.7±7.44歳） 

 対象者の性、年齢別内訳    （名） 

 
            男 性      女 性      合 計      
 

75歳未満      ５      ５７    ６２ 
 

75歳以上      １      ３２    ３３ 
 

合   計      ６      ８９    ９５ 

【 対 象 】 

（表１） 
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2. 身体機能評価の項目
「100人健康スクール」の効果を評価するため、体
力測定をスクール開始時及び終了時に実施した。体
力測定は、東京都老人総合研究所作成の「おたっ
しゃ21」健診の身体機能検査1）に基づいて行った。
測定時には、安全に配慮し、血圧及び脈拍を測定し、
体調の確認を行った後実施した。
身体機能評価項目は左右握力、長座位体前屈、開眼
片足立ち、Functional Reach Test（以下、FRT）、
Timed Up & Go Test（以下、TUG）の5種目であ
る。

（写真１） 

【 方 法 】１.事業内容 

（写真２） 

（写真３） 

【１００人健康スクールの様子】 

（写真４） 
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【 方 法 】 
２．体力測定 

   ｢100人健康スクール｣の効果を評価するため、体力測定 

  をスクール開始時及び終了時に実施した。 

  体力測定の測定項目は、財団法人東京都高齢者研究・福     

  祉振興財団東京都老人総合研究所作成の｢おたっしゃ21｣  

  健診の身体機能検査に基づいて実施した。 

＜体力測定項目＞ 

   左右握力、長座位体前屈、開眼片足立ち、 

   Functional Reach Test、Timed Up ＆ Go Test 
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3.2群分別方法
参加者の年齢と運動効果の関連性をみるために、後
期高齢者の基準年齢である75歳を用いて、75歳未
満群（n=62）と75歳以上群（n=33）に分けた。
4. 統計解析方法
22年度開始時と、終了時、23年度開始時の体力測
定の各評価項目の分散は、一元配置分散分析

（ANOVA）で行ない、有意に差がある項目は、さ
らに多重比較検定を行った。なお、有意水準を危険
率（P）5% 未満とした。

【結果】表2に75歳未満群評価項目別の22年度開
始時と終了時、23年度開始時の平均値とともに3時
点比較の一元配置分散分析の P 値を示す。

3時点での分散を比較すると、有意に改善した項目は、
長座位体前屈、開眼片足立ち、FRT、TUG の4項目で
あった。握力は左右とも有意な変化が見られなかった。
さらにこれらの改善した項目において、経時的な変
化を検討する多重比較検定を行うと4項目すべてが
22年度の開始時と23年度の開始時の間に有意な改
善が見られた。

22年度終了時と23年度開始時との間に有意な変化
がみられたのは FRT のみであった。また開眼片足
立ち、FRT、TUG は22年度の教室前後において
有意に改善した。
しかしながら、表3に示すように75歳以上群では
すべての項目において、有意な変化を示さなかった。

【考察】矢掛町民の健康づくり事業「100人健康ス
クール」の実施効果を、運動能力の指標である各
体力測定の結果を用い、前期高齢者と後期高齢者に
分け、年齢による効果の違いや運動習慣の定着に及
ぼす影響について考察した。
今回の教室で75歳未満群は握力以外のすべての項
目において運動能力の向上がみられたが、75歳以
上群では体力測定の結果は変化を示さないことがわ
かった。
8ヶ月くらいの期間では筋力の向上は期待できない
ことが握力の結果より示されたが、身体の柔軟度や
静的・動的バランスにおいては、前期高齢者の場合
に効果がみられた。一方、75歳以上群では変化を
示さなかったことから、健康づくりへの取り組みは

【 方 法 】 

３．２群分別方法 

    参加者の年齢と運動効果の関連性をみるために、後期 

   高齢者の基準年齢である75歳を用いて、75歳未満群 

   （ｎ＝62）と75歳以上群（ｎ＝33）に分けた。 
 

４．統計解析方法 

   22年度開始時と、終了時、23年度開始時の体力測定の     

   各評価項目の分散は、一元配置分散分析（ANOVA)で行 

   ない、有意に差がある場合には、多重比較検定を行っ   

   た。なお、有意水準を危険率（P)を５％未満とした。 

【75歳未満】 22年度開始時 22年度終了時 23年度開始時 P値（ANOVA) 

ｎ＝62 MEAN ± SD MEAN ± SD MEAN ± SD P＜0.05 

握力（右） 24.26±5.63 24.94±5.40 24.56±5.60 0.794 
(㎏) 

握力（左） 22.44±6.08 23.84±5.99 23.36±5.59 0.409 
(㎏) 

長座位体前屈 35.22±8.63 37.53±8.39 39.19±8.60 0.036 
(㎝) 

開眼片足立ち 42.95±21.81 51.39±16.51 51.75±16.55 0.020  
(秒) 

ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙ・ﾘｰﾁ 36.07±6.65 39.19±6.02 40.85±5.46 0.003 
(㎝) 

Time Up ＆ Go 5.96±0.84 5.56±0.92 5.50±0.78 0.029 
(秒) 

【 結 果 】 
表２．身体機能評価の変化 （75歳未満） 

【 結 果 】 
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（図５） 

【75歳以上】 22年度開始時 22年度終了時 23年度開始時 P値（ANOVA) 

ｎ＝33 MEAN ± SD MEAN ± SD MEAN ± SD P＜0.05 

握力（右） 20.30±5.18 20.04±5.60 20.31±5.06 0.971 
(㎏) 

握力（左） 19.57±4.22 20.05±4.09 19.38±3.97 0.787 
(㎏) 

長座位体前屈 33.32±8.01 34.89±6.26 35.67±7.82 0.429 
(㎝) 

開眼片足立ち 24.21±23.91 31.09±24.37 29.54±23.75 0.484 
(秒) 

ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙ・ﾘｰﾁ 33.59±5.87 35.63±5.35 33.65±6.06 0.284 
(㎝) 

Time Up ＆ Go 7.04±1.55 6.92±1.57 6.73±1.69 0.737 

【 結 果 】 
表３．身体機能評価の変化 （75歳以上） 

(秒) 
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後期高齢者になる前の早期より始めた方がより効果
的であることを示唆していると考える。
しかし、75歳以上の参加者は各測定に変化を示さ
なかったものの、有意な減少もしくは悪化を示さな
かった。本来であれば加齢とともに減少する運動能
力を維持していたことは評価できる点であり、後期
高齢であっても本教室への参加効果が無いわけでな
いことが示された。今後の課題として、このような
事業に参加しない75歳以上の地域住民を対象に比
較検討する必要性がある。
また、握力以外の4項目すべてが22年度開始時と
23年度開始時の間に著明な改善を示している。と
りわけ、TUG は PodsiadloD 等2）3）4）が報告して
いるように下肢筋力・バランス・歩行能力・日常生
活機能との関連性が高く、また、島田等5）の報告
によれば、TUG は外出頻度などとともに運動習慣
の定着と有意な関係を示すなど、高齢者に対する
サービスの事業評価のために有用であるとされてい
る。
今回の取り組みでも TUG に改善がみられたことや、
その後の各教室への参加状況から推察して運動習慣
の定着が示唆された。実際、ミニお達者教室を例に
とると「100人健康スクール」事業終了後も教室は
引き続き実施していたが、次年度事業開始までの間
に、教室参加者数は増加傾向にあった。

また、国民健康保険給付費の推移をみてみると、
年々増加傾向にある給付費が20年度から急激に増
え、対前年比7.2%、21年度は対前年比10.8% まで
はねあがった。しかし、22年度より対前年比0.5%
と大きく変化し、やや横ばいになってきている。

これが直接、本事業の効果とは言えないかもしれな
いが、医療費の抑制に何らかの貢献はしているもの
と考える本事業の特筆すべき点は、年齢に関係なく、

「運動の部」、「講話の部」、「イベントの部」、健診
などの「その他の部」の4部門から、関心を持つ項
目に参加者の自由意思に基づき参加できることであ
る。さらに、各内容への参加をポイント制にしたこ
とで、参加者の本事業参加の動機づけを強化し、運
動定着に寄与したと思われる。
今後は、生活習慣是正の糸口を見つけられない人や
健康維持・増進に興味を示さないような人を対象に、
本事業を活用した健康づくり制度の構築が望まれる。
そして、ポイントからの評価や健康意識調査、生活
習慣アンケート調査などを行い、多角的に健康づく
り事業の取り組みを評価する必要性がある。

【まとめ】

1．「100人健康スクール」事業の実施により、75
歳未満の参加者の運動能力が向上したことより、
健康づくりへの取り組みは後期高齢者になる前
の早期より始めた方がより効果的であると考え
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【 まとめ 】 

                                                        

  

                                                                                                                                               
 

 

１. 75歳未満群の運動能力は向上したが、75歳以上群で変化がないこ 

とより健康づくりの取り組みは早期より始めた方がより効果的である。   

２. 75歳以上群は、有意な減少・悪化していないことより、加齢と共に減

少する運動能力を維持していたことが評価できる点である。 

３. 22年度教室終了後から23年度開始まで5カ月の未実施期間があっ   

  たにもかかわらず、体力測定値（特にT.U.G)が改善していることより、  

  運動習慣の定着が示唆される。 

４. 各内容への参加をポイント制にしたことで、参加者の本事業参加の 

   動機づけを強化し、 運動定着に寄与したと思われる。 

｜830｜



られる。
2．75歳以上の参加者は有意な変化は見られなかっ

たが、有意に悪化もしていないことから、加齢
により減少する運動機能を維持していることは
評価できる点である。

3．22年度教室終了後から23年度開始まで5カ月の
未実施期間があったにもかかわらず体力測定値
は改善していることより、運動習慣の定着が示
唆される。

4．各内容への参加をポイント制にしたことで、参
加者の本事業参加の動機づけを強化し、運動定
着に寄与したと思われる。

【おわりに】　矢掛町民を対象とした健康づくり事
業（「100人健康スクール」）の実施により、75歳未
満の参加者の運動能力が向上し、運動定着もみられ
た。
本事業は、ポイント制を導入することにより参加の
動機づけを強化し、町民の健康維持・増進の目的に
有効であった。
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【 おわりに 】 

◎ 矢掛町民を対象とした健康づくり事業      

  「100人健康スクール」の実施により、75歳

未満の参加者の運動能力が向上し、運動 

  定着もみられた。 
 

◎ 本事業は、ポイント制を導入することにより 

  参加の動機づけを強化し、町民の健康維 

  持・増進の目的に有効であった。 
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