
34 
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1．緒言 
 近年、我が国では、生活習慣の変化や高齢者の増

加によって生活習慣病の有病者・予備軍が増加して

いる。平成 12 年度からは「健康日本 21」の国民キ

ャンペーンが全国的に展開され、生活習慣病予防の

ための健康スポーツが大きなブームになった。 
しかし、それに伴い運動中の事故が増加している

のも事実である。運動には多くの危険性がはらんで

いて、特に中高齢者においては、予期せぬ事故を誘

発する可能性があり、より安全な運動が求められる。 

そのうちの１つが突然死である。運動中の突然死

の原因疾患としては、半数以上が心血管疾患であり
１)、中高齢者においては原因の明らかとなっている

ものでは虚血性心疾患が最も多くを占めている。 

2004年に厚生労働省が一般市民のAEDの使用を認

めてから、運動・スポーツの現場を含めて急速に全

国に普及した。しかし、AED の導入は、救命的な処

置が可能になったと考えるべきであり、運動中の虚

血性心疾患を未然に防ぐこととは異なる。運動中の

虚血性心疾患を防ぐには、正確な知識のもと、いか

に安全でかつ効果的な運動を行うかが重要である。

また、そのための指導も重要となってくる。しかし、

実際に国民が運動中の虚血性心疾患を予防するため

に必要な知識をどれだけ把握しているかを調査した

研究は少ない。 

 本研究では、運動中の虚血性心イベントを防ぐため

に必要な知識をどれだけ有しているかを調査し、年

齢、性別、運動習慣、運動歴、既往歴などとの関連

において把握すると共に、何がより強く関連してい

るかを明らかにすることとした。さらに、運動指導

者においても知識調査を行い、年齢、指導歴、資格

の有無との関連について明らかにすることとした。 

 
2．研究方法 
2-1 対象者 
 40 歳以上の男女 248 名（男性 91 名、女性 155 名、
性別無回答 2 名）とした。さらに運動指導者におけ
る調査として、スポーツジムのインストラクター101
名（アルバイトを含む）を対象とした。 
2-2 調査方法 
 虚血性心疾患に関する知識とその関連要因を調べ
るために、正誤を問うテスト形式の項目（虚血性心
疾患の危険因子について、虚血性心疾患と運動との
関係について、虚血性心疾患に関する専門的な知識
(運動指導者のみ)）を含む質問紙調査を実施した。
質問紙は、40 歳以上の男女対象用と運動指導者対象
用の２種類を用いた。 
2-3 調査内容 
2-3-1 40 歳以上の男女対象 
 調査項目は、1）基本特性（年齢、性別、運動の頻
度、過去の継続的な運動の経験、既往歴）、2）運動
強度の自覚について、3）メディカルチェックの受診、
4）運動を抑制・中断する基準について、5）虚血性
心疾患の危険因子について、6）虚血性心疾患と運動
との関係について、7）知識の情報源についてとした。 
5）虚血性心疾患の危険因子についての項目は、16
項目のうち虚血性心疾患の危険因子だと思うものを

選んでもらった。16 項目は、日本人の虚血性心疾患
の危険因子２）とされている項目に、誤った因子であ
る項目を追記したものである。 6）虚血性心疾患と
運動との関係についての項目は、主に安全な運動方
法に関する 16 項目からなり、それぞれにおいて正し
いか、誤っているかの判断をしてもらった。5）6）
の項目を知識得点とし、２項目を合わせたものを総
得点（32 点満点）とした。 
2-3-2 運動指導者対象 
 調査項目は、1）基本特性（年齢、指導歴、資格の
有無）、2）虚血性心疾患の危険因子について、3）
虚血性心疾患と運動との関係について、4）虚血性心
疾患に関する専門的な知識についてとした。 
 2）3）の項目については、40 歳以上の男女対象の
調査項目と同じ内容とした。4）虚血性心疾患に関す
る専門的な知識調査についての項目は、主に、危険
因子となる具体的な年齢や数値などを問う 15 項目
からなり、回答は全て選択形式とした。2）3）4）の
３項目を合わせたものを総得点（47 点満点）とした。 
2-4 分析方法 
 質問紙の集計・分析には、２群間の平均値の差の
検定には対応のない t検定を用いた。統計処理には
SPSS11.0（SPSS Japan Inc.）を使用し、すべての検
定において有意水準は５％とした。 
 
3．結果 
3-1 知識点数 
 40 歳以上男女の平均総得点は 21.98±5.10 点（32
点満点）であった。項目別では、虚血性心疾患の危
険因子についての項目が 10.85±2.88 点、運動との関
係についての項目が 11.13±3.46 点であった。 
 運動指導者の平均総得点は、31.34±9.18 点（47
点満点）であった。項目別では、虚血性心疾患の危
険因子についての項目が 11.47±3.9 点、運動との関
係についての項目が 11.28±3.58 点、専門的な知識が
8.59±3.91 点であった。40 歳以上男女と同じ 2 項目
での平均総得点は、22.7±6.17 点であった。 
 40 歳以上男女と運動指導者との間では有意な差
は見られなかった。 
3-2 知識との関連性 
3-2-1 40 歳以上の男女 
 知識得点と調査項目との関連性を調べた。（表 1） 
 女性は男性より、虚血性心疾患の危険因子につい
ての項目において、知識得点が有意に高かった。 
 運動習慣では、運動習慣がある群ない群との間で、
虚血性心疾患と運動との関係についての項目と総得
点において有意な差が見られた。運動習慣がない群
はある群に比べ、知識得点が高かった。 
 運動指導者による運動指導を受けている群と受け
ていない群との間では、虚血性心疾患と運動との関
係についての項目と総得点において有意な差が見ら
れた。受けている群が、受けていない群より知識得
点が低かった。 
 過去に継続的な運動の経験がある群とない群との
間では、虚血性心疾患の危険因子についての項目と
総得点において有意な差が見られ、虚血性心疾患と
運動との関係についての項目では有意傾向であった。
継続的な運動の経験がある群は、ない群に比べ知識
得点が高かった。また、運動の継続年数が 10 年以上、
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20 年以上、30 年以上と長くなるにつれて、知識得点
も高くなっていた。 
 自分に適した運動強度を知っている群と知らない
群との間では、虚血性心疾患と運動との関係につい
ての項目において有意な差が見られた。自分に適し
た運動強度を知っている群は、知らない群に比べ知
識得点が高かった。 
 運動を行うにあたってメディカルチェックを受け
たことがある群とない群との間では、虚血性心疾患
と運動との関係についての項目において有意な差が
見られた。メディカルチェックを受けたことがある
群は、ない群より知識得点が高かった。 
 年齢、既往歴においては、知識得点との間に有意
な関連は見られなかった。 
3-2-2 運動指導者 
 年齢では、全ての項目との間で有意な関連が見ら
れた。指導歴では、虚血性心疾患に関する専門的な
知識の項目と総得点との間に関連が見られた。 
 資格の有無においては、全ての項目との間で差が
見られた。資格がある群は、ない群に比べて知識得
点が有意に高かった。（表 2） 
 
4．考察 
 今回の調査において、40 歳以上の男女では、過去
の継続的な運動の経験と知識との間に関連があるこ
とがわかった。継続年数が長くなるにつれて知識得
点も高くなったことから、過去の継続的な運動の経
験の中から、運動に関する知識を身につけているも
のと考えられる。 
 また、運動習慣がある人がない人より、運動指導
者による運動指導を受けている人が受けていない人
より、知識得点が低い結果となった。自分の健康に
留意していても、運動に関する知識があるとはいえ
ないことがわかる。また、日頃行っている運動が、
正しく安全に行われていない可能性が示唆される。
運動を安全に行うことだけを考えれば、運動指導者
による指導のもとで行う方法が適しているといえる。
しかし、全ての運動を運動指導者のもとで行うこと
は困難であり、やはり各個人が正確な知識を身につ
ける必要がある。今後は、定期的な運動を呼び 
かけるだけでなく、安全な運動を行うための知識の 
 

普及にも力を入れていかなければならない。 
 運動指導者では、資格の有無との間で最も関連が
あることがわかった。資格を持っている人が明らか
に点数が高い結果となった。資格を取得するための
勉強から、多くの知識を得ていると思われる。専門
的な知識において、特に有意な差がみられた。専門
的な知識は普段の生活からだけではなかなか得られ
るものではなく、そのための勉強が必要になってく
ると考えられる。スポーツジムによっては、知識向
上のために定期的に筆記テストを実施しているとこ
ろもある。しかし今回の調査からは、全体の知識向
上に効果があるとは言い難い。運動指導者の必要性
が高くなっている今日、多くの知識を学ばなくても
運動指導に携わることができてしまうということが
原因の１つであると考えられる。社会全体の知識の
普及のためにも、まずは指導する立場の人が正確な
知識を身につける必要がある。 
 
5. まとめ 
１）運動習慣がある人は、運動習慣がない人より  

知識得点が低かった。運動習慣があるからと 
いって、知識があるわけではない。 

２）運動指導者による運動指導を受けている人 
は、受けていない人より点数が低かった。運 
動指導者による運動指導では、運動の安全性 
は確保されるが、普段の運動に生かせる知識 
を得られるわけではない。 

３）過去に継続的な運動の経験がある人は、ない  
人より知識得点が高かった。継続年数が長く 
なるにつれて、知識得点が高くなる傾向が見 
られた。 

４）運動指導者において、資格を持っている人は、 
  持っていない人より知識得点が高かった。 
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表１ 各項目における知識得点の差      
    N  危険因子 運動との関係 総得点 
性別 男 91 10.36

)＊
11.02

  21.38 
   女 155 11.14 11.32 22.45 

       
運動習慣 あり 169 10.76  10.75

)＊ 
21.51 

)＊  なし 79 11.03 11.95 22.97 
       
運動指導者による運動指導 受けている 130 10.57  10.65

)＊ 
21.22 

)＊  受けていない 118 11.15 11.66 22.81 
       
継続的な運動経験 あり 112 11.32

)＊
11.56  22.88 

)＊  なし 136 10.46 10.78 21.24 
 10 年以上 44 10.25  11.84  22.09  
 20 年以上 21 10.29  12.19  22.48  
 30 年以上 9 10.67  12.44  23.11  
       
運動強度 知っている 23 10.65  12.65

)＊ 
23.3   知らない 225 10.87 10.98 21.84 

       
メディカルチェック受診 あり 89 10.92

 
11.72

)＊ 
22.64 

 
  なし 159  10.81 10.81 21.61 
 

表２ 資格の有無による知識得点の差 
              

     N  危険因子 運動との関係 専門知識 総得点 
資格 あり 16 14.19

)＊＊
13.25

)＊＊
13.13

)＊＊ 
40.56 

)＊＊
  なし 85 10.95 10.91 7.74 29.6 
* P < 0.05,    ** P < 0.01 
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