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1. 緒言 

現在，日本の平均寿命は 80 歳を超え世界一とな

っている．寿命が延びたことにより，老年期が延

びることとなったが，長くなった老後を単に長生

きするだけでなく，いかに健康的に充実した生活

を送るかという，いわゆる生活の質（QOL）の向

上が重要になる．これには心身の健康状態が大き

く関わっている．しかし，加齢に伴い病気やけが，

心身の不快による自覚症状を訴える人の割合が増

え，65 歳以上では約半数に至っており，QOL にも

大きな影響を与えると考えられる． 
心身の不快による自覚症状は頭痛，腰痛，不眠

など様々であるが，加齢に伴い自覚症状の訴えが

増加していることから，中高年にとっては老化に

よる生理機能の低下が主な原因であると考えられ

るが，望ましい生活習慣によってその出現頻度を

軽減することが可能であることが報告されている． 
自覚症状と同様に，体力が加齢に伴って低下し

ていくのは周知の事実であるが，体力低下もまた

日常の身体活動や運動の実施によって予防するこ

とが可能である．これらのことより，自覚症状と

体力の維持・向上との間に関連性があることが推

測されるが，それについて検討した研究は少ない． 
そこで本研究では，中高年者を対象に自覚症状

と体力との関係について検討することを目的とし

た．さらに，身体活動実施状況との関連について

も検討した． 
 

2． 研究方法 

2-1 調査対象 

 茨城県内 5 地域（県北，県西，県南，鹿行，水

戸）で茨城県教育委員会主催のゆうゆうカレッジ

に参加する 55～79 歳の中高年者，98 名を対象とし

た．調査，測定は 2002 年 7 月から 11 月に実施し

た． 

2－2 調査方法 

体力測定項目は，文部科学省新体力テスト（65

～79 歳）の握力，10ｍ障害歩行，開眼片足立ち，

上体起こし，長座体前屈，6 分間歩行 6 項目であっ

た．体力測定結果から，男女別の項目別得点表に

よる体力得点を算出した． 
自覚症状、身体活動実施状況については，質問

紙に記入してもらい後日回収した．自覚症状に関

する質問項目は身体的，不安・不眠，自身の健康

度に関する症状 12 項目であった．自覚症状を得点

化するため，自身の健康度を除く 9 項目で（1）た

びたびある（2）あるを「自覚症状あり群」とし得

点を 1，（3）あまりない（4）まったくないを「自

覚症状無し群」とし得点を 0 にカテゴリ化した．

満点を 9 とし，得点が高いほど自覚症状があると

した．身体活動実施状況に関する質問は運動頻度，

実施時間に関する 13 項目であった． 
2-3 分析 

自覚症状の有無を従属変数，体力と身体活動状

況を独立変数として，ロジスティック回帰分析に

より，性，年齢を調整したオッズ比と 95％信頼区

間を算出した．体力測定項目と，自覚症状得点の

偏相関係数（性，年齢を調整）を求めた．有意水

準は 5%とした．  
 
3 結果 

男女間で体力測定値を比較すると，男性の方が

握力，10ｍ障害歩行，上体起こし，6分間歩行，体

力得点において高い値を示した．年齢階級別に比

較すると男性の長座体前屈以外のすべての項目で，

年齢が上がるにつれ値が低くなる結果となった． 

自覚症状の有無と体力項目の関連について，ロ

ジスティック回帰の結果，「薬の必要感」「強壮剤

の必要感」「体のほてり，寒気」「夜中に目を覚ま

す」「怒りっぽさ」に有意な関連がみられた．体力

得点と有意に関連していたのは，「薬の必要感」「体

のほてり，寒気」「怒りっぽさ」であった．表 2に

男女別，自覚症状の有無別体力得点平均を示した．

自覚症状の有無で差が見られた項目に男女で違い

があり，女性に有意な関連がみられた項目が多か

った． 

自覚症状の有無と身体活動状況の分析の結果，

身体活動状況との間に有意な関連がみられた自覚

症状は，「薬の必要感」「疲労感」「よく眠りにつけ

ない」「ストレス感」「怒りっぽい」の 5 項目で，

運動頻度，1日あたりの運動時間，歩行速度，継続

年数と有意に関連していた．  

自覚症状得点については，握力，10ｍ障害歩行，

6分間歩行，体力得点との間に有意な相関がみられ

た（表 1）． 

 

4. 考察 

自覚症状得点と体力得点との間に相関がみられ

た．この結果から，体力水準が高いほど，自覚症

状が軽減すると示唆される．体力項目では，握力，

10ｍ障害歩行，6 分間歩行で有意差がみられた．こ

れらは，加齢に伴い比較的緩やかに低下する項目

ではあるが，測定値の高い者と低い者に開きがみ

られる．これは，握力は腕の筋力，10ｍ障害歩行，

6 分間歩行は脚筋力が必要なことから，日常生活，

身体活動の違いにより開きがでたものと思われる．

体力得点との関連で女性に有意な項目が多く見ら

れたことから，女性に自覚症状が多いことが示唆

され，先行研究と一致する．また体力の差が大き

いことも考えられる． 
自覚症状の有無と身体活動状況との関連につい

ては，身体活動の実施が体力の維持にも，ストレ

スなどの精神的健康の維持にも好影響をもたらす



ことは周知の事実であるが，有意な関連のあった 5
項目についてもそのような身体活動による影響が

あったものと示唆される． 
池上ら１）は極めて少ない運動でも自覚的症状の

軽減に効果があると報告している．本研究でも，

運動頻度， 1 日あたりの運動実施時間と強い関連

がみられたように，運動を行うこと自体が自覚症

状の軽減に有効だと考えられる． 
「薬の必要感」，「怒りっぽい」で体力，身体活

動実施状況ともに関連がみられたが，体力水準が

高いことが自覚症状の軽減に関連しているのか，

あるいは身体活動が自覚症状の軽減に関連し，そ

の結果，体力がついたのかという点については，

本研究では明らかにできない．今後，縦断研究で

確認する必要がある． 
今回，調査対象とした中高年者の体力測定値を

木村ら２）の年齢別標準値の握力と年齢階級別に比

較すると，標準値より高い値を示した．男女とも

同年齢の体力より高い水準であることが認められ

る．これは，本被検者が高齢者大学に積極的に参

加できる者であったためと推測される．自身の健

康度自己判断の集計をみても，「健康だと思う」，

「体力に自信がある」，「自己管理ができている」

と答えた者が多かった．身体的，不安・不眠に関

する自覚症状を有する割合は，「疲労感」以外のす

べての項目において，「自覚症状がある」より「無

い」の方が高かった．先ほど述べたように，本研

究で対象者は健康に対する意識が高い者が多いこ

とからこのような結果が得られたと考えられる．

身体活動水準の低い者についての調査も必要であ

る． 
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表 1 自覚症状得点と体力測定項目の相関 

項目 相関係数 P 値 

握力 -0.2713 0.013 

10ｍ障害歩行  0.2548 0.019 

開眼片足立ち -0.0710 0.521 

上体起こし -0.2057 0.061 

長座体前屈 -0.0338 0.761 

6 分間歩行 -0.3399 0.002 

体力得点 -0.2885 0.009 

                         下線 P＜0.05 
 
表 2 性別，自覚症状の有無別の体力得点平均 

男 女

自覚症状 あり なし 検定 あり なし 検定

薬の必要感 43.0±9.2 44.9±6.1 0.250 35.2±10.2 41.9±8.0 0.006

強壮剤の必要感  42.2±11.7 45.1±5.9 0.122 40.0±15.0 39.1±8.2 0.766 

疲労感  44.6±8.0 44.4±7.5 0.901 40.0±8.3 37.6±13.9 0.392 

頭痛  42.6±11.0 45.0±6..0 0.197 40.8±9.4 37.6±10.6 0.199 

     

体のほてり，寒気  42.1±9.8 45.5±6.2 0.051 37.4±10.6 41.3±10.6 0.173 

     

心配事で眠れない 44.0±9.5 44.8±6.6 0.663 38.4±9.8 40.5±10.4 0.403 

     

夜中に目を覚ます  44.8±7.8 44.3±7.7 0.734 36.6±8.2 43.3±9.9 0.005 

     

ストレス感  42.3±11.7 45.1±5.9 0.140 36.9±11.9 40.7±8.9 0.169 

     

怒りっぽい  43.8±8.4 45.1±7.4 0.411 38.0±10.4 40.9±10.1 0.28 

     

自身の健康度  40.0±26.5 44.8±5.5 0.227 28.7±17.3 40.8±6.3 0.001 

     

体力の自己判断  40.3±14.7 45.3±5.5 0.034 31.4±12.8 41.4±6.5 0.000 

     

健康自己管理度  41.2±15.1 45.1±5.7 0.099 32.9±23.0 40.1±7.2 0.098 
下線  P＜0.05 


