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1. 緒言 

 近年、高齢者の人口は 1950 年以降一貫して増加

し、現在では人口の約 28％の 3600 万人近くが高齢

者である¹⁾。日本の高齢者の人口の増加速度は世

界でも類を見ないものとなっている。日本では「高

齢化社会」から「高齢社会」になるまでわずか 24

年¹⁾、「高齢社会」になってから「超高齢社会」に

なるまでには 13 年しかかかっていない。このよう

に高齢者が増え続けている中、2000 年に施行され

た健康日本 21 では健康寿命の考えが導入された。

健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限さ

れることなく生活できる期間」と定義され、自立し

て健康な生活を送ることの重要性が示されている。

超高齢社会では平均寿命より健康寿命、つまり生

命の量よりも生活の質が重視されるようになって

きたといえるだろう。 

生活の質（以下、QOL）と身体機能の関連につい

ての先行研究として、村田ら²⁾は地域在住高齢者

を対象に、QOL を主観的健康感と生活満足度の観点

から把握し、上下肢筋力や歩行能力と有意な正の

相関を示したことを報告している。また、青木³⁾に

よる在宅高齢者を対象とした研究では、運動の実

施は健康関連 QOL の満足度を高めると報告してい

る。しかし、QOL を総合的に評価し、明確に歩行機

能との関連を明らかにした研究は少ない。そこで

本研究では、QOL と歩行機能との関連を分析するこ

とにより関連の強さがどの程度あるのかを明らか

にする。QOL と歩行機能の関連の強さが明らかにな

れば、QOL を向上させるために多くの高齢者の歩行

への意識が上がるのではないかと考える。 

 

2. 研究方法 

2-1 対象 

対象者は茨城県ひたちなか市で行われている

「ときめき元気塾」に参加している高齢者のうち、

調査当日に参加し、調査協力の得られた 199 名（男

性 36 名、女性 163 名）とした。  

2-2 調査方法 

 無記名式により、基本属性と、日本語版 EQ-5D-

5L の調査を実施し、日本語版 EQ-5D-5L から QOL 値

を算出した。また、歩行機能のテストとして、Timed                                                                                       

 up & go test (以下、TUG)、5M 最大歩行テスト

（以下、５M 最大歩行）、10 秒椅子立上がりテスト

（以下、椅子立上がり）を行った。5M 最大歩行と

椅子立上がりは、どちらかひとつを実施した。 

2-3 調査項目 

a. 基本属性 

 質問紙により得た基本属性は、年齢、身長、体重、

性別、疾患の有無である。 

b. 日本語版 EQ-5D-5L 

 日本語版 EQ-5D-5L の内容は、移動の程度、身の

回りの管理、普段の活動、痛み/不快感、不安/ふさ

ぎ込み、の 5 項目 5 水準で回答するものである。 

2-4 分析方法 

日本語版 EQ-5D-5L による QOL値と各項目との相

関係数を求めた。相関係数は全体で算出したもの

に加え、男女別および疾患有無別も求めた。また、

従属変数を QOL 値とした重回帰分析を行った。 

 

3. 結果 

3-1 QOL 値と TUG について 

 表 1 に QOL 値と全体(男女)の相関を示した。全

体では、ｒ＝0.513 と相関が見られた。また疾患の

有無によりそれぞれ相関を示した結果では、疾患

有の場合はｒ＝0.821、疾患無の場合はｒ＝0.430

とどちらも相関が見られ、特に疾患有の場合では

高い相関が見られた。 

3-2 QOL 値と 5M 最大歩行について 

 全体では、ｒ＝0.315 と相関が見られた（表 1）。

また疾患有ではｒ＝0.918、疾患無ではｒ＝0.311

とどちらも相関が見られ、特に疾患有の場合では

高い相関が見られた。 

3-3 QOL 値と椅子立上がりについて 

 全体では、ｒ＝0.497 と相関が見られた(表 1)。

また疾患有ではｒ＝0.656、疾患無ではｒ＝0.437

とどちらも相関が見られた。 

3-4 重回帰分析結果 

 QOL値を従属変数とし、TUG、5M最大歩行テスト、

疾患有無を独立変数とした、重回帰分析を行った。

その結果、TUG と 5M 最大歩行間で多重共線性が生

じた。そこで、TUG と 5M 最大歩行をそれぞれ別で

重回帰分析を行った（表 2、表 3）。表 2 では TUG

 

        表１ QOL 値と歩行機能の相関（疾患の有無別） 

 TUG     5M  椅子 QOL 値 

TUG - .033 -.928 -.821 

5M 最大歩行 .791 - - -.918 

椅子立上がり -.627 - - .656 

QOL 値 -.430 -.311 .437 - 
※５M 最大歩行と椅子立上がりはいずれかを測定した。右上段：疾患有、左下段：疾患無 
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に、表３では５M 最大歩行のみに有意な結果が得ら

れた。疾患有無や性、年齢には関連はみられなかっ

た。 

 

 

4.考察 

4-1 QOL 値と TUG について 

 QOL と TUG についての先行研究は様々なものが

ある。橋立ら⁴⁾は、食事・移乗・歩行・着替え・入

浴・排泄などの日常生活動作（ADL）を評価するバ

ーセルインデックス（BI）と、TUG との関連を調査

し、TUG の時間が短いほど BI は高得点であり、活

動動作能力が高いことを報告している。本研究で

は、男女全体の相関はｒ＝0.513 と中程度の相関が

みられた。つまり、QOL 値が高いほど TUG の記録が

良い傾向にあると言える。今回用いた指標は BI で

はなく EQ-5D-5L であるが、歩行・着替え・入浴な

どの項目があることから、同様の結果が得られた

のではないかと推察される。次に、疾患有無別で見

ると疾患有の高齢者はｒ＝0.821、疾患無の高齢者

はｒ＝0.430 と相関が見られた。疾患有では強い相

関があると言える。疾患有の被験者の主な疾患は、

脊柱管狭窄症やリウマチなど歩行機能と関連の見

られる疾患である。これらの疾患を持つ者はTUGの

記録が悪かった。これらの者の QOL 値が低いこと

は、疾患により歩行機能に支障が生じ、外出の機会

が減ることで、活動範囲の幅が狭まり QOL の低下

につながったのではないかと推察する。 

 

4-2 QOL 値と 5M 最大歩行について 

 相関係数は男女合わせたものでｒ＝0.315 であ

り、弱い相関がみられた。これは、本研究における

対象者は、運動機能が低下している者が少ないた

めであると考えられる。5M 最大歩行の記録が 5 秒

以上であると日常生活に支障が出るとされている

が、本研究では 87 名中 1 名のみであり、平均タイ

ムは 2.8 秒であった。 

 

4-3 QOL 値と椅子立上がりについて 

 椅子立上がりは、10 秒間に椅子から立ち上がる

ことのできる回数を測定し、下肢筋力・パフォーマ

ンスを評価するテストである。また下肢筋力の指

標とした大腿四頭筋筋力、歩行能力の指標とした

歩行速度と相関が明らかになっている²⁾。本研究

では、全体でr=0.497と中程度の相関が見られた。

さらに、椅子立ち上がりテストの回数が少ない者

ほど、TUG のタイムが遅いという結果が得られた。

先行研究でも椅子立ち上がりテストと TUG の間に

関連があることは明らかになっていたが、本研究

の結果からも同様のことが言えるだろう。 

 

4-4 重回帰分析結果 

TUG、5M 最大歩行、椅子立上がりはそれぞれ相関

が高く、同時に重回帰モデルに投入すると多重共

線性が確認された。そこで別々に重回帰分析を行

った。その結果それぞれに QOL と有意な関連がみ

られた。疾患有無で相関を見た際、それぞれ強い相

関がみられたが、重回帰分析の結果、疾患有無は

QOL 値との間に関連は無かった。つまり、QOL 値と

関連があるのは TUG、5M、椅子立上がりということ

が明らかになった。中でも TUG が最も QOL 値との

関連がみられた。歩行能力を向上させ、QOL の向上

につなげるには、TUG の様な複合的動作が重要なの

ではないかと推察する。 

 

5.まとめ 

 上記の結果と考察から、QOL 値と TUG、5M 最大歩

行、椅子立上がりの間に相関が見られた。特に、複

合的動作である TUG においては強い相関が見られ

た。高齢化が急速に進み健康寿命が重視される中、

QOL は重要な指標である。本研究で歩行機能と QOL

の間には関連があることが明らかになったことか

ら、QOL を向上させるために、歩行機能のトレーニ

ングを検討していくべきである。 
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表 3  重回帰分析結果 

変数名 偏回帰

係数 

標準偏 

回帰係数 

T 値 P 値 

５M 最大

歩行 

-.058 -.342 -2.991 .004 

疾患有無 .020 .045 .432 .667 

年齢 .001 .063 .581 .563 

性 .012 .036 .317 .752 

定数項 .922  -2.991 .001 

修正済決

定係数 

.063    

表 2  重回帰分析結果 

変数名 偏回帰

係数 

標準偏 

回帰係数 

T 値 P 値 

TUG -.038 -.534 -7.850 .001 

疾患有無 -.017 -.043 -.682 .496 

年齢 .001 .065 .984 .326 

性 .021 .090 1.458 .147 

定数項 1.011  12.15 .001 

修正済決

定係数 

.261    


