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高齢者の生きがい感に健康づくり運動教室が及ぼす影響 

―水戸市元気アップ・ステップ運動教室を対象として― 
指導教員 太田茂秋 
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1.緒言 

 日本は65歳以上の高齢者が人口の20％以上を占

める超高齢社会となった。それに伴い厚生省は｢21
世紀における国民健康づくり運動(健康日本 21)｣を
掲げ，壮年期死亡の減少，痴呆や寝たきりなどに

ならない期間である健康寿命の延伸，及び生活の

質の向上を実現することを目的とし，一次予防に

重点を置いた対策を推進している。 
現在茨城県でも｢健康いばらき 21 プラン｣を作成

し，県民の健康作りを支援するため様々な施策を

している。水戸市保健センターでは｢元気アップ・

ステップ運動教室｣(以下，元気アップという)を開

催し，健康作りを目的に大腰筋を意識した有酸素

運動としてステップ台を使った運動や，足腰の筋

力トレーニングなどを行っている。また教室期間

前後に体力測定を行い，運動効果を確認している。

また健康づくり運動教室(以下，健康教室という)
による高齢者の体力面の変化について調べた論文

は数多く報告され，効果が実証されている。しか

しながら元気アップの指導者からは身体的な変化

だけでなく，表情やふるまいなど精神的な面での

変化も感じられるとの声が寄せられた。このこと

は元気アップが参加者にとって単に体力向上を目

的とした場ではなく，楽しみ，生きがいとなって

いることが推測される。高齢者の日常生活が非活

動的な状況に陥ることのないようにするためには，

生きる意欲や意志につながる｢生きがい｣をもつこ

とが重要であると言われている。そのため健康教

室が高齢者の生きがい感へ与える影響を調査する

ことは意義があると考える。 
高齢者の生きがい感については，体力との関連

について調査した例がいくつか存在するが，健康

教室の効果として変化を調査した論文はみられな

い。そこで本研究では元気アップに参加した高齢

者を対象に，近藤ら 1)の作成した生きがい感スケー

ルを用い 2 回に渡り生活実態と生きがい感につい

ての調査を行い，教室前後での参加者の生きがい

感の変化，さらに生活実態との関連について考察

し，元気アップの精神的効果について検討するこ

とを目的とした。 
 

2．研究方法 

2-1．調査対象者 

 水戸市内 9 ヶ所の市民センターや保健センター

で行われている元気アップ・ステップ運動教室

2008 年度申込者 181 名を対象とした。回収人数を

以下に示す。 
・前期 134 名(女性 113 名男性 20 名性別不明 1 名) 
・後期 125 名(女性 104 名男性 21 名) 
・前後期共通人数 103 名(女性 88 名男性 15 名) 

2-2．調査内容 

【第 1 回目】2008 年 6 月 19 日～7 月 9 日に実施 
 生活実態調査全 11問(生活実態に関する事項 3項
目，回答者に関する事項 4 項目，参加理由・これ

から期待する事に関する事項 2 項目，持病や身体

の症状に関する事項 2 項目)，生きがい感スケール

全 16 問。 

【第 2 回目】2008 年 11 月 6 日～17 日に実施 
 生活実態調査全 9 問(生活実態に関する事項 2 項

目，持病に関する事項 2 項目，教室に通うことに

よって変化したかどうかに関する事項 3 項目)，生

きがい感スケール全 16 問。 
《生きがい感スケールの得点化方法について》 
生きがい感スケールは｢はい｣｢どちらでもない｣

｢いいえ｣の 3 件法で尋ねている。それぞれ 2 点，1
点，0 点として得点化しているが，逆転項目の場合

は配点が逆になる。全 16 問で満点は 32 点となる。 
2-3．分析方法 

生活実態調査については単純集計を行った。生

活実態調査と生きがい感得点との関連については，

一元配置分散分析を行った。生きがい感スケール

得点の前後変化や，項目間の前後変化，下位尺度

間の前後得点変化については t 検定を行った。有意

水準はすべて 5%とし，分析には SPSS 11.0Ｊ for 
Windows を用いた。 

 

3．結果と考察 

3-1．生きがい感と生活実態との関連について 

前期・後期の各生活実態調査での回答と生きが

い感得点について差があるかどうかを調べた結果，

前期調査の｢現在のご自身の体力について，同年代

の方と比べたとき自分はどの程度だと感じます

か｣の回答と生きがい感得点に有意な差がみられ

た(図 1)。 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ある群(29) 平均的群(86) ない群(18)

自己評価体力群(人数)

生

き

が

い

感

平

均

得

点

 
* p<0.05，** p<0.01 

図 1 体力群と生きがい感平均得点について 
この質問回答はあくまで主観的判断であり，体

力テスト等の結果ではない。ポジティブな考えの

人はある群に，控えめな考えの人はない群に，と
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その人の性格が反映された可能性がある。同じ質

問に対して，後期の調査では群によって差はみら

れなかった。つまり体力がないと感じていても生

きがい感の得点に差はなかった。星川ら２)も，高齢

者の体力は彼らの生活欲求を充たしうるだけのも

の(仕事，趣味，仲間との交流を達成するに足る十

分な体力)があればよく，体力が高ければ高いほど

生活の質が良くなり生きがい意識が高くなるとい

うものではないようだと述べている。このことか

ら，体力のあるなしの主観的判断と生きがい感の

間には関連があったとは言い切れない。 
ここでは生きがい感得点と生活実態に関連があ

るかを調査したが，特別な関連があるものはなか

った。このことから，生きがい感の高低に生活実

態は影響しないことが考えられる。 
3-2．生きがい感の変化について 

前期・後期での変動をみるため，前後期共通人

数103名(女性88名男性15名)を資料として扱った。 
(1)生きがい感平均得点の変化について 

表 1 生きがい感得点の前後の変化 
グループ 

(人数) 
前期平均

得点 
後期平均

得点 
t 値 

全体(103) 25.91 26.96 -2.758**
女性(88) 26.56 27.36 -1.970 
男性(15) 22.13 24.60 -2.529* 

60 歳代(50) 26.76 27.66 -1.720 
70 歳以上(53) 25.11 26.30 -2.145* 

* p<0.05，** p<0.01 
表 1 を示したように全体の平均点では前期と後

期に差がみられ，得点は有意に向上していた。男

女では男性に，60 歳代と 70 歳以上の年代別では

70 歳以上のグループに有意な向上がみられた。 
前期の得点で男女差をみてみると，女性の方が

有意に得点は高かった。しかし後期の得点では差

がなかった。女性ほど生きがい感の高くなかった

男性が，教室を通して生きがい感が向上したこと

がうかがえる。年代別で 70 歳以上の年代にだけ有

意な向上がみられたが，近藤ら３)は女性の場合，70
歳代では友人の有無ということが生きがい感に影

響を与えると述べている。70 歳以上の 77％(41 名)
が女性であり，そのうちの 80％(35 名)の人が生活

実態調査の回答で友人が増えたと感じていること

から，この女性の生きがい感に及ぼす影響が反映

されたと考える。健康づくり運動教室で新たな友

人ができたということは，生きがい感を向上させ

る十分な理由として挙げられることがわかった。 
(2)項目・下位尺度間の変化 

生きがい感スケールの各項目間での変化をみて

みると｢自分が向上したと思えることがある｣｢私

は世の中や家族のためになることをしていると思

う｣｢私は家族や他人から期待され頼りにされてい

る｣の 3 項目で有意な向上がみられた。また下位尺

度ごとにみてみると(表 2)，｢自分が向上したと思え

ることがある｣を含む｢自己実現と意欲｣下位尺度

と，｢私は世の中や家族のためになることをしてい

ると思う｣｢私は家族や他人から期待され頼りにさ

れている｣を含む｢存在感｣下位尺度が有意に向上

していた。 
表 2 下位尺度間得点の前後の変化 

下位尺度名
前期 

平均得点 
後期 

平均得点 
ｔ値 

自己実現と

意欲 
9.39 9.87 -2.267* 

生活充実感 8.02 8.23 -1.171 
生きる意欲 3.62 3.65 -0.376 
存在感 4.88 5.20 -2.752**

* p<0.05，** p<0.01 
｢自分が向上したと思えることがある｣の項目が

有意に向上した理由として，健康教室で運動を継

続し体力などの面から自分が向上したと感じる機

会があることが推測される。また｢自己実現と意

欲｣下位尺度は自分を中心として生じる能動的，積

極的な意識であるのに対し，｢私は世の中や家族の

ためになることをしていると思う｣｢私は家族や他

人から期待され頼りにされている｣を含む｢存在

感｣下位尺度は，他者への関わりのなかから生じる

比較的受動的な意識と考えられる。これらの下位

尺度に変化がみられたのは，健康作り運動教室と

いう場の影響が大きいと感じられる。教室での他

者への関わりのなかから自分の存在を認識し，生

きがい感の向上につながったと考えられる。 
 

4．まとめ 

本研究により以下のことが明らかになった。 
生きがい感得点と生活実態に関連があるかを調

査したが，特別な関連があるものはなく，生きが

い感の高低に生活実態は影響しないことが考えら

れる。 
元気アップに通った高齢者には，前後で生きが

い感の変化がみられ，有意に得点が向上している

ことがわかった。生きがい感を有意に向上させる

理由としては，体力面などの向上が｢自己実現と意

欲｣につながり，他者(同年代や指導者などの別の年

代)との関わり合いが｢存在感｣につながる。健康づ

くり運動教室が体力面だけでなく，精神面に対し

ても 1 つの効果があることが示された。 
今回は 1 つの健康教室での調査となったので，今

後は元気アップ以外の健康教室での調査や，生き

がい感を高める具体的要因は何であるのか，その

背景を探るため今回示された結果をもとに健康教

室前後でのより詳しい調査を行うことが望まれる。 
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