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Effects of a low-frequency short-term exercise intervention on the physical fitness 
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The purpose of this study was to examine the effects of a low-frequency, extremely short-term 
exercise intervention on the improvement of the physical fitness of middle-aged and elderly 
persons. The subjects were eight middle-aged and elderly persons who participated to an 
extension course of Hiroshima Bunka Gakuen University “The course of Sports and Health for 
middle-aged and elderly persons 2016”. We conducted an exercise intervention once a week for 
the subjects over the course of one month （5 times）, and measured their physical fitness （by the 
New Physical Fitness Test of Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology） before and after the intervention. As a result, the total physical fitness score showed 
a significant increase （p<.05） after the exercise intervention. Three of the physical fitness tests, 
including standing on one leg with eyes open, seated toe touch, and 10 m walking obstacle 
course, showed significant increases （p<.05 in any of the categories）. It is concluded that to 
improve the physical fitness of middle-aged and elderly persons contributes to extension of 
healthy life expectancy and improvement of mortality, even if it was a low-frequency, extremely 
short-term exercise intervention.

Keywords:体力　physical fitness，運動介入　exercise intervention，中高齢者　middle-
aged and elderly person，新体力テスト　the New Physical Fitness Test of Japanese Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology

緒　　言

　わが国における平均寿命は，平成27年簡易生命
表によると男性80.79年，女性87.05年（厚生労働省，
2015）1）であり，延伸を続けている。この平均寿
命の延伸に伴い，日常生活に制限のある「不健康
な期間」を意味する平均寿命と健康寿命との差の
拡大が社会保障の維持などの面から懸念されてい
る（厚生労働省，2012）2）。このような背景から，「健

康寿命の延伸」が健康日本21（第２次）の中心課
題として挙げられる（厚生労働省，2012）2）など，
中高齢者の健康及び自立した生活の維持，さらに
はQuality of Life（以下，QOL）の向上が，わが
国にとって最も重要な課題となっている。
　高齢者の心身の健康に対して習慣的な身体活
動・運動が有効であることがこれまで多くの研究
により明らかにされており（稲垣ら，2005 3）；村
田ら，2010 4）；Paffenbarger et al., 1986 5）），また，
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る。
　そこで本研究では，地域在住の中高齢者に対し
て低頻度超短期間の運動介入を行うことにより，
参加者の体力に生じる変化を測定し，低頻度超短
期間の運動介入が中高齢者の体力向上に及ぼす効
果について検討することを目的とした。

方　　法

１．被検者
　本研究の被検者は，広島文化学園大学公開講座
「平成28年度中高年のためのスポーツ健康学講座」
に参加したH県A郡S町周辺在住の中高齢者８名
（男性２名，女性７名），平均年齢63.6±8.5歳（50
～ 80歳）であった。被検者の性別，年齢，身長，
体重を表１に示す。被検者には研究目的，匿名性，
調査協力をいつでも拒否できることを説明し，承
諾を得たうえで実施した。なお，本研究は，広島
文化学園大学社会情報学部研究倫理委員会の承認
を得て行った。

表１　被検者の性別，年齢，身長，及び体重

被検者 性別 年齢
（歳）

身長
（cm）

体重
（kg）

A 女性 63 158 56
B 女性 50 166 56
C 女性 80 150 56
D 女性 65 153 56
E 男性 69 168 72
F 女性 63 163 48
G 男性 64 165 73
H 女性 54 160 70
I 女性 64 149 52
x 63.6 159.1 59.2
σ  8.5   7.1  9.8

２．介入全体の概要
　本研究の運動介入は，広島文化学園大学公開講
座「平成28年度中高年のためのスポーツ健康学講
座」の一環として（図１），2016年10月24日（月），
31日（月），11月７日（月），14日（月），21日（月）
の計５回の講座を行った。各回とも，講義（約60
分）を行った後に実技（約60分）という構成で行っ
た。講義は中高齢者のスポーツ・運動，健康など
に関する意義や方法についての内容，実技は体を

中高齢者に対して運動による介護予防を推進する
には，運動の「継続」に重点を置いた取り組みが
必要であることも示されている（中野ら，
20156））。そして，身体活動・運動を行うことや
継続することは，体力と関連すると示唆されてい
る（大友ら，19967））。これらのエビデンスを基に，
日本各地で体力向上を目的として運動教室等の内
容を含む介護予防事業が多数行われており，運動
介入による効果についても多数報告がなされてい
る（浅井ら，2001 8）；稲葉ら，2006 9）；岩井ら，
2008 10）；滝本ら，2009 11））。しかし，これらの研
究においては，多様な身体活動・運動を対象にし，
体力やQOLの向上に効果的であることを明らか
にしている一方，介入頻度や介入期間については，
低頻度や短期間に否定的な報告（Stiggelbout et al., 

2004 12）），逆に低頻度や短期間でも効果が得られ
た と す る 報 告（ 井 口 ら，2007 13）； 角 田 ら，
2011 14））など，一定の報告がなされているとは言
えない。さらには，短期間の介入を行った研究に
おいては，多くが３か月程度を短期間として介入
を行っており，１か月程度という超短期間の効果
を検討した研究はほとんどない。
　しかし，実際に自治体等を基盤として運動介入
を行う場合，マンパワーの不足（岩井ら，
2008 10））などから高頻度あるいは長期間の介入は
難しい。また，サービスを受ける中高齢者の側か
ら見ると，運動教室等の介護予防事業の活動拠点
となる施設へのアクセスが，施設の利用度，さら
には介護予防事業自体の認知度に影響を与えるこ
とが報告されており（平井・近藤，2008 15）；相馬
ら，2015 16）），このような問題から，平井・近藤
（2008）15）は，一拠点多頻度の介入よりも多拠点
低頻度の介入の検討を推奨している。そして，仮
に多数の拠点整備によりすべての高齢者が1000m
未満の移動でのアクセスが可能であれば，介護予
防・健康増進事業の利用が１～２割程度増えるこ
とを示唆している。以上のことから，できる限り
低頻度短期間の運動介入により体力向上に対する
効果が得られることは，同じマンパワーによる多
拠点の介入を可能にし，より多くの中高齢者に効
果的な運動介入を行ううえで望ましいと考えられ
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実技に参加できなかった１名（被検者F）を除き，
８名（男性２名，女性６名）を分析対象者とした。

４．統計処理
　各測定項目の平均値および標準偏差を算出し
た。運動介入前後における新体力テスト各項目結
果についての差の検定には，Wilcoxonの符号順位
検定を用いた（分析では中央値の差を比較してい
るが，結果は参考のため平均値と標準偏差を記し
た）。すべての検定は危険率５％未満（p<.05）を
有意とした。

結　　果

　運動介入前後における新体力テストの結果を図
３に示した。総合得点は運動介入後に有意な向上
（p<.05）を示した。種目別では，開眼片足立ち，
長座体前屈，及び10m障害物歩行（いずれも，
p<.05）で有意な向上が認められたが，握力（p=.671, 
n.s.），上体起こし（p=.062, n.s.），及び６分間歩
行（p=.121, n.s.）では有意な変化は認められなかっ

動かす楽しさを重視した内容や簡単にできるス
ポーツ・運動の方法についての内容で構成した。
介入全体の概要を図２に示す。

図１
平成28年度中高年のためのスポーツ健康学講座

図２　運動介入全体の概要

３．測定項目及び測定方法
　運動介入の１回目（10月24日）と５回目（11月
21日）の実技において，新体力テスト（65 ～ 79
歳対象）を実施した。測定は新体力テスト実施要
項（文部科学省，1999 17））に従い，握力，上体起
こし，長座体前屈，開眼片足立ち，10m障害物歩行，
及び６分間歩行の６項目について行った。初回の

図３　運動介入前後における新体力テストの結果
*：p < .05
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本研究の結果には大きな意義があると考えられ
る。
　種目別に本研究の新体力テストの結果を見る
と，長座体前屈，開眼片足立ち，10m障害物歩行
（それぞれ，p<.05）において有意な向上が見られ
た。特に開眼片足立ちにおいては，運動介入講座
前から最高値120秒を達成していた２名を除き全
被検者で向上が認められ，運動介入講座後に低下
した被検者はいなかった。これまで運動教室等の
介入による平衡機能の改善は多く報告されており
（浅井ら，2001 8）； 稲 葉ら，2006 9）； 岩 井ら，
2008 10）；丸山，2013 18）），運動方法についても筋
力トレーニング及びバランストレーニング（稲葉
ら，20069）；丸山，2013 18）），水中歩行及びバラ
ンスアップ教室（岩井ら，2008 10）），レクリエーショ
ン運動（浅井ら，2001 8））など多くの方法におい
て効果が認められている。平衡機能検査は中高齢
者の体力検査のなかでも重要な位置を占め，片足
立ち保持時間の測定は，評価の簡便性などから広
く普及しており（村田ら，200619）），特に開眼片
足立ちの30秒間保持が可能であることは足把持力
等の身体機能を反映することから臨床的意義が高
く，さらには転倒を予防できる可能性まで示唆さ
れている（宮崎ら，201020）；村田ら，2006 19））。
開眼片足立ち時間から本研究の被検者を見ると，
表２に示したように運動介入講座前に19秒しか保
持ができなかった低体力者から120秒を達成して
いた高体力者まで含まれていたが，特に被検者の
うち２名は運動介入講座前の開眼片足立ち時間が
30秒を下回っていた。この２名が運動介入講座後
に30秒以上の保持を達成したことは，非常に大き

た。
　また，新体力テスト各測定項目の運動介入前後
における各被検者の結果を表２に示した。全ての
被検者において６項目中３項目以上で向上が認め
られ，特に開眼片足立ちにおいては，運動介入前
から測定における最高値120秒を達成していた２
名を除いて全被検者において向上が認められた。
さらに，被検者Aにおいては，運動介入前に０回
であった上体起こしが運動介入後には５回に向上
した。

考　　察

　本研究では，地域在住の中高齢者に対して低頻
度超短期間の運動介入を行うことにより，参加者
の体力に生じる変化を測定し，低頻度超短期間の
運動介入が体力向上に及ぼす効果について検討し
た。
　本研究における低頻度超短期間の運動介入によ
り新体力テストの総合得点は有意な向上を示した
（p<.05）。本研究と同様に低頻度短期間の介入効
果を示唆する報告は，体力テストの成績に顕著な
向上を認めた岩井ら（2008）10）などがあるが，こ
れらの研究は短期間といっても３か月間の介入を
行っている。しかし，マンパワーの問題（岩井ら，
2008）10），道路距離等の活動拠点となる施設への
アクセスの問題（平井・近藤，2008 15）；相馬ら，
2015 16））などから，運動教室等の介入においては，
可能な限り低頻度短期間で多拠点へ介入できるこ
とが望ましいと言える。したがって，１か月程度
の超短期間の運動介入により体力の向上を認めた

表２　新体力テスト各測定項目の運動介入前後における各被検者の結果
被検者

測定項目
A B C D E G H I

pre post pre post pre post pre post pre post pre post pre post pre post

握力（kg） 28 27 30 29 22 25 + 24 26 + 39 39 37 35 26 27 + 25 25
上体起こし（回） 0 5 + 16 17 + 3 7 + 8 11 + 9 12 + 16 17 + 10 10 11 9
長座体前屈（cm） 39 44 + 40 47 + 42 40 32 32 21 42 + 30 33 + 25 29 + 37 43 +
開眼片足立ち（秒） 67 120 + 120 120 19 62 + 110 120 + 25 39 + 58 120 + 40 68 + 120 120
10m障害物歩行（秒） 5.9 5.0 + 4.5 4.1 + 9.7 4.8 + 6.3 5.2 + 7.0 5.5 + 6.0 4.9 + 5.4 6.0 5.6 5.2 +
6分間歩行（m） 615 635 + 630 635 + 600 630 + 660 635 580 600 + 615 630 + 630 635 + 630 635 +

+：講座後に結果が向上した項目
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指標との関連（村田ら，201029）），歩行能力との
関連（坂田ら，200227）），さらには主観的健康感
との関連（村田ら，201029））などが示されており，
いずれも上体起こし可能群が不可能群より有意に
良好な値を示したこと，また，できなかった動作
ができるようになることは身体活動の参加・継続
への動機づけに繋がる（加藤ら，2006 31））ことか
ら，本研究における被検者Aの０回から５回への
向上の意義は非常に大きいと考えられる。
　一方，握力においては低頻度超短期間の運動介
入による有意な向上は認められず，被検者毎に見
ても２名がわずかに向上したのみであった。これ
までに運動教室等の介入により握力の向上を認め
た報告はあるが（岩井ら，200810）），短期間の介
入による改善には否定的な報告が多い（浅井ら，
2001 8）；稲葉ら，2013 32）；松林ら，2012 33））。こ
の原因として，手は日常的に使用頻度の高い部位
であり，日常生活の中で物を持ったり握ったりす
る動作は頻繁に行われるため，短期間の介入では
効果が表れにくいことが示唆されており（浅井ら，
2001 8）；Bassey et al., 1993 34）），本研究の結果とも
一致する。
　中高齢者が加齢により体力が低下する（木村ら，
1989 35））ことは周知の事実であるが，稲葉ら
（2006）9）は，運動介入により身体機能が改善する
ことで，運動介入１年後においてもトレーニング
継続の有無に関わらず身体機能が介入前の水準よ
りも低下しないことを示している。また，高齢期
の体力の高さはその後の生命予後に影響すること
が示唆されている（木村，2008 36））。したがって，
一過性であったとしても中高齢者の体力を向上さ
せることは，健康寿命の延伸や生命予後の改善に
貢献するものと考えられ，本研究における新体力
テスト結果の有意な向上は，低頻度超短期間の運
動介入の有用性を示唆するものと考えられる。さ
らに，中高齢者の運動教室等への参加要因として
最も大きいのは，性別を問わず「体力の維持・増
進」であり（中野・沖村，2014 37）），これらの目
的を達成することにより自己効力感を高めること
は，その後の運動習慣の形成に繋がる可能性も示
唆されている（青木，2008 38））。

な成果といえる。また，他の被検者は運動介入講
座前から30秒以上の保持が可能であり，比較的身
体機能の高い中高齢者であったと考えられるが，
保持時間は加齢により顕著に短縮することが示さ
れており（Bohannon et al., 198421）；木村，200022）；
植屋・小山，201123）），片足立位能力は下肢筋力低
下に影響される（Daubney and Culham, 199924）；笠
原ら，200125））。また，加齢に伴う下肢筋力の低
下が，歩行能力の低下に大きな影響を及ぼす可能
性が示唆されている（金ら，2000 26））。さらに，
坂田ら（2002）27）は，横断的研究及び縦断的研究
のどちらにおいても，歩行形態に影響を及ぼす体
力因子として，片足立位能力，下肢筋力と合わせ
て10m障害物歩行時間が挙げられることを示し，
これらの体力要素の低下が高齢者にとって２～３
年後の歩行の変化に結びつくことを示唆してい
る。以上のことから，運動介入講座後に開眼片足
立ち時間に改善・維持が認められ，10m障害物歩
行で有意な向上が認められたことは，本研究の低
頻度超短期間の運動介入が，介入前の体力の高低
に関わらず，中高齢者の平衡機能及び下肢筋力の
改善・維持に有効であり，さらには歩行予後を良
好にする上でも効果的であったことを示唆するも
のと考えられる。
　また，長座体前屈は柔軟性を測定する項目であ
り，柔軟性を保つことは，バランスの維持，動作
の協調性の向上，さらには循環系の改善にも役立
つことが明らかにされている（宮口，2015 28））。
　上体起こしにおいては，有意な向上は認められ
なかったが（p=.062），６名の被検者で向上が認
められ，中でも被検者Aは運動介入講座前の０回
から運動介入講座後には５回まで向上した。運動
教室等の介入により上体起こし回数に改善が認め
られることはこれまでにも報告されているが（岩
井ら，200810）；丸山，2013 18）），上体起こしは高
齢者には難易度が高いことも指摘されており（村
田ら，2010 29）），実際に参加者の半数以上が介入
前に実施不可能であったことから介入による改善
も認められなかったとする報告もなされている
（阿波ら，2015 30））。しかし一方で，上体起こしの
可否は上肢筋力・柔軟性・平衡性などの各種体力
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