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3．5年間の身体活動量増加プログラム期間における，

中高齢者の歩数変化量と肥満関連指標との関係

一長期間の歩数増加・維持に着目した検討
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　【目的】中高齢者を対象とした3．5年間の身体活動増進プログラム中における歩数を長期的に測

定し，歩数変化量と肥満関連指標との関係を検討した．

　【方法】対象は3．5年間研究に参加した中高齢者男女24名（男性9名，女性15名，70±1歳，

BMI　23．0±0．6　kg／m2）とした．対象者には毎日，終日歩数計を装着させた．身体活動量増加指導

は，月に1度，個人毎に目標歩数を設定した（1，000歩／日の増加，7，500歩／日，10，000歩／日，現

状維持）．開始時，0．5，1．5，2．5および3。5年後に，身体組成（体重，四肢筋量）および肥満関連指

標（安静時血圧および血液生化学検査項目）を計測した．歩数変化量は，最初の0．5年間，その後

は1年間毎に開始時との差を算出した（△0．5年歩数，△0．5－1．5年歩数，△L5－2．5年歩数△2．5－3．5

年歩数）．

　【結果】3．5年間の歩数変化量は823±563歩だった．歩数変化量を元に群分けしたところ，0．5年

後以降一貫して歩数が増加していた者（△O．5－1．5年歩数～△2、5－3．5年歩数の全てが正；n＝8）に限

り，体重が有意に低下していた（p〈0．05）．一方，2．5年後まで歩数増加していたが，その後歩数

が減少した者（△0．5－1．5年歩数および△1．5－25年歩数が正，△2．5－3．5年歩数が負；n＝5）では，3．5

年後の体重減少は見られなかった．また，重回帰分析の結果，2．5年後，3．5年後の体重減少量は，

いずれも直近の期間の歩数変化量（△1．5－2．5年歩数△25－3．5年歩数）と有意に関係しており，そ

れ以前の歩数変化量とは関連が見られなかった．体重以外の肥満関連指標は，歩数変化量との関連

が見られなかった．

　【結論】体重減少効果は歩数増加を維持していた群でのみ見られ，途中で歩数減少した群では見

られなかった．加えて，25年および3．5年後の体重減少量が，それぞれ開始時と比べた直近の歩

数増加量と有意に関係していたことから，本研究の結果は，体重減少のためには長期間身体活動量

を保ち，かつ中断しないことが重要であることを示している．
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はじめに

　身体活動は肥満の予防・改善に有用

であることが知られている1L“）．最近

では，肥満などの生活習慣病予防に

は，いわゆる意図的な身体活動だけで

はなく，日常生活の中で身体活動量を

増加させることが重要であると推奨さ

れている3’　4）．そのため，2013年に改

正された身体活動基準2013°「　，でも，肥

満等の生活習慣病予防に対しては，運

動だけではなく生活活動も推奨されて

いる、このような背景から，肥満解消

を目的として日常的身体活動量の増加

介入が広く行われており，肥満川お

よび糖尿病や脂質異常症などの疾患8｝

の改善に効果的であることが示されて

いる．Bravataら9）は，歩数増加介入

26研究の結果をまとめ，平均18週問

の介入で歩数が平均2，491歩増加し，

Body　Mass　Index（BMI）が平均0．38

kg／mZ減少したと報告している．ま

た，Richardsonらlo）も同様に研究を

まとめ，歩数増加介入において，平均

16週間で平均1．27kgの減量効果が見

られたと述べている．さらに，日常生

活下における歩数増加介入により，安

静時血圧9’　11），糖代謝指標12’などの，

その他の生活習慣病リスク因子にも有

意な改善が報告されている．また，歩

数増加介入の期間が長くなるほど減量

効果も大きくなる1°1との報告も見られ

ることから，長期間に及ぶ，歩行など

による日常的身体活動量増加の重要性

を示している．

　とはいえ，身体活動量の増加（およ

び維持）は，期間が長期になるにつれ

困難になる．先行研究では，身体活動

介入期間が長期になると，徐々に脱落

者が増えること13｝が示されている．と

ころがわれわれの知る限り，数年間と

いう長期間における，身体活動継続が

減量に寄与するかは，よくわかってお
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らず，したがって，臨床現場におけ

る，「身体活動は長期的に継続すれば，

減量に効果的か？」という疑問に答え

るにはエビデンスが不足している．さ

らに，体重が増加すること自体が将来

の身体活動量減少のリスクになる14）と

の報告もある．これらを考慮すると，

身体活動量増加介入中における，身体

活動量を客観的かつ長期的に観察し，

肥満との関連性を継続的にモニターす

ることは肥満管理に重要であると思わ

れる．

　しかしながら，長期間に及ぶ身体活

動量増加介入と肥満との関係に関し，

先行研究でいまだ明らかとなっていな

い点が数点挙げられる．第一に，先行

研究における身体活動量はほとんどが

主観的調査に基づいており，たとえ客

観的調査であったとしても，その身体

活動量データは，短期間または間欠的

なデータに限られている．すなわち，

先行研究では，長期間の身体活動量増

加介入期間中に，身体活動量を介入前

後の2回のみ15’18），多くても計5回

（介入前後および介入途中3回）19），そ

れぞれ数日間から数週間に限って測定

している．われわれが知る限り，中高

齢者を対象とした，長期（数カ月間以

上）の身体活動量増加介入における長

期的な身体活動量推移の報告は，Mi－

yatakeら（2003）20｝に限られる．　Mi－

yatakeらは肥満（BMI≧25）男性43

名に対し10カ月間の身体活動量増加

介入を行い，期間中に毎日歩数計を装

着させ，月別歩数推移を報告してい

る．Miyatakeらは，対象者に週に1

度対面型の運動教室（50～65％

HRmax）を行い，加えて歩数計を毎

日装着させ，開始時と比べ最低でも

1，000歩以上増加するよう指示した．

その結果，歩数は開始3カ月後に有意

に増加し，10カ月後まで増加が維持

されていた，そしてBMI，腹囲およ

び内臓脂肪量は5カ月後に有意に低下

しており，10カ月後まで維持されて

いた20｝．しかし．このMiyatakeらの

研究でも，1年を越えるような長期の

抗肥満効果は不明である．第二に，客

観的な身体活動量を用いた長期間の身

体活動量増加介入で，肥満との関係が

不明であることが挙げられる．われわ

れが知る限り，長期間の身体活動量増

加介入による身体活動量の報告は3年

間が最長2Dであるが，この研究では身

体活動量を主観的方法（質問紙）によ

り評価している．歩数計により，客観

的な身体活動量を長期間測定した介入

はさらに期間が短く，かつ少ない．

De　Cockerらは，肥満者を対象に1万

歩を目標とした1年間の介入22）およ

び，終了後3年後（介入開始より4年

後）23＞の身体活動量を追跡調査してお

り，歩数は4年後には開始時のレベル

に戻っていた23）と述べている．しかし，

これらの3研究は，いずれも身体活動

量のみを報告しており，つまり，1年

を越えるような長期間の歩数変化量と

肥満との関係はいまだ不明である．第

三に，長期間の身体活動量変化が，肥

満だけではなく，肥満関連指標（安静

時血圧，血糖コントロール指標，コレ

ステロール等）とどのように関連する

のかを長期的・経時的に分析した例が

見当たらないことであろう．肥満およ

び肥満関連指標は加齢と共に悪化する

ことから，肥満の予防および改善に

は，長期的および経時的な調査が求め

られるのにもかかわらず，（数年間と

いった）長期間の身体活動量の増加・

維持と肥満関連指標との関連は知見が

乏しい．歩数計が身体活動量を自動的

に記録する機能を用いて，長期間の身

体活動量増加介入において，中高齢者

の歩数および変化量を客観的に測定

し，数年間にわたる歩数増加・維持が

肥満関連指標に与える影響を長期的に
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調査することは，今後，体重管理を目

的とした長期的な身体活動指導を行う

にあたり，有用な情報となると思わ

れる．

　そこで本研究では，中高齢者男女を

対象にした3．5年間の身体活動増進プ

ログラム中の客観的身体活動量を，歩

数計を用いて長期的に測定し，歩数変

化量，とくに長期間の歩数増加・維持

に着目し，肥満関連指標との関係を検

討することとした．

対象と方法

1．対象

　対象は，歩数量増加を目的とした身

体活動量増進プログラムに3．5年間

（42カ月間；2008年12月～2012年5

月）参加した中高齢者とした．本研究

の対象者は，先行研究24）と同一であっ

た．対象者の募集は，京都市下京区有

隣地区の敬老会（会員数約350名）を

利用して，公民館の掲示板または地区

内のチラシ等を通して行った、その結

果，中高齢者42名（男性17名，女性

25名，68±6歳61～81歳）が本研

究に参加し，統計解析は3．5年間継続

的に参加し全てのデータが得られた

24名（男性9名，女性15名，70±1

歳）で行った．研究の流れを図1に

示す．解析からの除外者18名の内訳

は，研究離脱者（14名）および歩数

データ欠損者（4名）であった．研究

離脱者（14名）の離脱理由は，引越2

名，継続意欲の低下10名，本研究と

関係ない持病による歩行運動継続への

不安2名であった．歩数データ欠損者

（4名）は3．5年間継続して参加した

が，歩数計装着不十分と判断された者

だった．なお，除外者は継続者と比

べ，年齢は有意に低く（67±6歳p

＝ 0．047），開始時の歩数は有意に高

かった（10336±4797歩，p＝0．023）．

BMIは継続者との間に差が見られな

3．5年間の歩数増加と肥満との関係

有隣地区敬老会（京都市）所属者（n＝350）

身体活動量増加プログラム（第1期）（n＝42）

脱落者（n＝4）

身体活動量増加プログラム（第2期）（n＝38）

　　　　　　　脱落者（n＝9）

身体活動量増加プログラム（第3期）（n＝29）

脱落者（n＝1）

身体活動量増加プログラム（第4期）（n＝28）

脱落者（n＝0）

身体活動量増加プログラム終了者（n＝28）

歩数データ欠損者（n＝4）

継続者（n＝24）

図1　研究の流れ

かった（23±3，p＝O．771）．

　本研究は，ヘルシンキ宣言を踏襲

し，全ての研究プロトコールについて

同志社大学倫理委員会の承認を得た．

対象者には研究開始時に研究の趣旨を

説明のうえ，文書で同意を得た（承認

番号0815）．2009年5月以降は，1年

毎に再度対象者に口頭で説明し，文書

で同意を得た（承認番号0832）．

2．歩数計を用いた身体活動量増進プ

　ログラム

　身体活動量増進プログラムは，歩数

計を装着させ，印刷物による目標歩数

を毎月指示することで構成された．歩

数計と印刷物を併用した身体活動量増

進プログラムは，その有用性が報告さ

れている2526），本プログラムは有隣地

区で継続して展開されている長期的な

健康教室であり，身体活動量増進プロ

グラムを基盤に，栄養調査なども含ん

だ健康教室であった2728）．本研究の3．5

年という期間は，先行研究29）を参考に，

中高齢者を対象とした身体活動量増加

開始一〇．5年

（2008年12月一2009年4月）

0．5－1．5年

（2009年5月一2010年4月）

1．5－2．5年

（2010年5月一2011年4月）

2．5－3．5年

（2011年5月一2012年5月）

介入研究における平均期間（17±6．6

カ月間）を超え，かつ最長の介入期間

（3年間：1年間の身体活動量増加介

入，2年間の維持介入）3°）を考慮し，

長期間の身体活動量推移を分析するた

めに十分な測定期間を有するものとし

て設定された．

（1）歩数計および歩数データの取り

　　扱い

　対象者には2種類の加速度式歩数計

（Walking　style　HJ－7201T：オムロン

ヘルスケア，京都，ならびにe－

walkeylife2：コナミスポーツ＆ライ

フ，東京）を貸与した．オムロン製歩

数計（以下オムロン）は1～30月目，

コナミ製歩数計（以下コナミ）は31

～42月目に装着させた．2種類の歩数

計を用いたのは，対象者の所属する敬

老会と歩数計メーカーとの契約に変更

の必要性が生じたためであった．対象

者には，歩数計を就寝時，入浴時その

他の浸水時を除く終日，研究期間中，

継続して腰部に装着するよう指示し
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た．そのうえで，歩行運動のタイミン

グはとくに指定せず，個人の生活スタ

イルに合わせて運動させた．歩数デー

タ収集のため，対象者には月に1度以

上歩数計を指定箇所に持参させた．

データは，オムロン専用ソフト（Bi－

Link　Professional　Edition　2．0：オムロ

ンヘルスケア，京都），コナミ専用ソ

フト（e－walkeylife歩数データ登録ソ

フト，コナミスポーツ＆ライフ，東

京）を用いて検者がパソコンに記録

し，歩数計はその場で対象者に返却

した．

　本研究で用いたオムロンには，2軸

の加速度計が内蔵されており，腰部に

装着した場合，各自由歩行速度におけ

る歩数の実測値との誤差が3％未満で

あったと報告されている31）．コナミに

は3軸の加速度計が内蔵されており，

運動介入でも用いられている32｝．そこ

で，2種類の歩数計による歩数データ

の補正を目的として，研究期間中の1

カ月間，24名の対象者に上記2種の

歩数計を両方とも装着させた．0歩と

記録された日は解析から除外した．そ

の結果，2種類の歩数計間で歩数に有

意な差が見られた（p＜0．001，95％信

頼区間1，131－2，405歩，平均2乗誤差

133歩，差1，768±312歩，標準誤差

312歩）．そこで，歩数計間の差の補

正を目的に，回帰式を検討したとこ

ろ，有意な回帰式が得られた（オムロ

ン歩数をY，コナミ歩数をXとした

とき，Y＝0．954X－1285．7，　r＝0．967，

p＜0．001，推定値の標準誤差721歩）．

コナミの歩数はこの式により補正して

表した．以上の手続きの後，補正され

たコナミのデータは，オムロンと同一

のものとして扱った．

　歩数データは，オムロンの場合は，

先行研究33］に従い，有効データを1日

あたり12時間以上装着した日とし，

かつその有効データの日数が測定期間

52

の80％以上であった場合のみ採用し

た．コナミは装着時間データが表示さ

れないため，0歩の日を除外すること

とした．そして，1日あたりの歩数を

月の日数で除し，月毎の平均歩数を算

出した．

（2）歩数データの表示方法および目標

　　歩数達成率

　歩数データは1日あたりの歩数（歩

／日）として表し，その後，毎月，月

別平均歩数（歩／日）を算出した．各

月の歩数変化量は，各月の平均歩数よ

り1月目の平均歩数を減じた数値を算

出した．目標歩数達成率（％）は，各

月の目標歩数を達成した対象者の割合

を算出した（達成者数／全対象者数×

100）．41カ月間の平均目標歩数達成

率は，各月の目標歩数達成率を合計し

て41で除し，その後100を乗じて算

出した．

（3）歩行指導

　歩行指導は印刷物配布により実施し

た．その内訳は，個人別歩数実績表と

ニューズレターであった．対象者への

説明は，対象者が歩数計を指定箇所に

持参した際に，1分間程度実施し，そ

れ以上の情報提供および接触は，対象

者からの依頼がない限り行わなかっ

た．対象者は，専用ソフトを用いて検

者がパソコンに記録した際に，希望す

ればその都度自身のデータをパソコン

画面上で閲覧できた．

　目標歩数の指示は，個人別歩数実績

表により行った．回収した歩数データ

を元に算出した個人別の当月平均歩

数，さらに以下の基準により翌月目標

歩数を上記印刷物に記入した．した

がって目標歩数は2～42月目に提示し

た．Tudor－Lockeら34）は，日常的歩数

を5，000歩未満，5，000～7，500歩，

7，500～10，000歩，10，000～12，500歩，

12，500歩以上の各カテゴリーに分類

し，医学データとの関連を示してい

る，また，健康日本2135）では，1，000

歩の増加を目標として示している．そ

こでわれわれは，目標歩数の基準は，

5，000歩未満の者に対しては1，000歩

の増加35），5，000歩以上7，500歩未満の

者に対しては7，500歩34｝，7，500歩以上

10，000歩未満の者に対しては10，000

歩34），10，000歩以上の者に対しては歩

数の維持35）とした．目標歩数は毎月の

歩数データ取り込み時に対象者各々に

配布した．次に，ニューズレターは歩

数増加の動機付けとして作成した．内

容は，歩行運動の方法や期待される健

康効果についてとし，竹中36｝を参考に，

対象者の運動に対する意識レベルに合

わせた情報提供をしたt文体は，でき

る限り専門用語を避け，平易な表現を

用いた．なお，いずれの印刷物につい

ても手書きのコメントを加え，対象者

の運動意欲と参加意識を高めるように

配慮したp

3．身体組成および肥満関連指標（安

　静時血圧および血液生化学検査項

　目）の測定

　開始時（1月目），0．5年後（5月目），

1．5年後（17月目），25年後（29月目）

および3．5年後（42月目）に，12時

間以上の空腹の後，朝9時から10時

の間に，身体組成（身長，体重および

四肢筋量），安静時血圧（収縮期およ

び拡張期）および血液生化学検査項目

を計測した．身長・体重は標準的な身

長計・体重計を用いて，それぞれ

0．l　cm，0．1kg単位まで測定した．そ

して得られた身長および体重データよ

りBMIを算出した．四肢筋量は生体

電気インピーダンス法（ブイジオン

MD：フィジオン，京都）37）を用いて

測定し，骨格筋指数（四肢筋量を身長

の2乗で除した値）3s）として表した．

血液生化学検査項目は，空腹時」（IL糖

値，総コレステロール値（以下TC），

高比重リボ蛋白コレステロール値（以
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3．5年問の歩数増加と肥満との関係

表1　期間中の歩数変化量による群分け

各期間の歩数変化量（開始時と比べて）

0－0．5年　0．5－1．5年　1．5－2．5年　2．5－3．5年
（1－6月）　　（7－18月）　（19－30月）　（31－42月）

該当人数

歩数増加群（歩数が一貫して増加していた群）（nニ8）

2．5年以降歩数減少群（歩数が2．5年後以降減少した群）（n＝5）

2．5年以前歩数減少群（上記2群以外）（n＝11）

問
問
問
問
問
問
問
問

不

不

不

不

不

不

不

不

十

十

十
十

十

十

十

十

十
一
十
一
十
一
十

8
5
2
2
0
0
0
7

群分け（＋，一は，各期間中の歩数が開始時と比べ増加（＋）または減少（一）していたことを示す）

下HDL－C），低比重リボ蛋白コレステ

ロール値（以下LDL－C），中性脂肪値

（以下TG）とした．

4．歩数変化量による群分け

　本研究は0．5，1．5，2．5，3．5年後に

体重および肥満関連指標の測定を行っ

た．そこで，開始後0．5年間（1～6月

目），その後は1年間ずつ（0．5～1．5

年，1．5～2．5年，2．5～3．5年）の4期

間に分け，身体活動量との関係を分析

した．歩数変化量は，0．5年後（△0．5

年歩数：2～6月目），0．5～1．5年後

（△0．5－1．5年歩数：7～18月目），1．5～

2．5年後（△1．5－2．5年歩数：19～30月

目），2．5～3．5年後（△2．5－35年歩数：

31～42月目）の4期，および3．5年間

の総歩数変化量（△3．5年歩数：2～42

月目）とした．例えば，△05－1．5年歩

数は以下のように算出した：（0．5～1．5

年後の平均歩数）一（開始時歩数）．そ

して，各期間における変化量の違いと

肥満関連指標の推移との関連を検討

した．

　期間中の長期的な身体活動量変化分

析のために，2．5年後以降の歩数変化

量に着目して群分けを行った．O．5年

後以降3．5年後までの歩数増減により，

以下の3群に分けた（表1），歩数が

一貫して増加していた者を「歩数増加

群」（△0．5－1．5年歩数△1．5－2．5年歩

数△2．5－3．5年歩数が全て正：n＝8），

歩数が2．5年後以降減少した者を「2．5

年以降歩数減少群」（△0．5－1．5年歩数

△L5－2．5年歩数が両方とも正だが，

△2．5－3、5年歩数が負：n＝5），歩数増

加群および2，5年後歩数減少群以外を

「2．5年以前歩数減少群」（△0．5－1．5年

歩数△1．5－2．5年歩数のどちらか1つ

以上が負：n＝11）とした．

　2．5年後以降の歩数変化量に着目し

たこと，および0．5年後までの歩数を

除外したのは，下記の理由による．ま

ず，Rejeskiら39）は，1年間の運動介

入終了後，2年後の身体活動量は維持

されていたと述べているが，De
Cockerら23｝は1年間の運動介入終了

後，3年後には歩数は開始時のレベル

に戻ったと述べている．本研究と同様

に歩数計を用いて客観的な身体活動量

の変化を調査した研究では，まずSu－

giuraら19ノは，中年女性の歩数を1，6，

15，24月目に測定したところ，開始

時と比べ24月目まで増加していたと

述べている．Hobbsら29）は，55～70

歳男女を対象とした12カ月間以上36

カ月間未満の身体活動量増加介入32

研究の結果をまとめ，24カ月後では

歩数増加効果が消失すると報告してい

る．われわれの知る限り運動介入2年

後以降の歩数の報告がないこと，およ

び上記の複数の知見から，本研究で

は，2年後以降の身体活動量の変化

（とくに減少）が，肥満とどのように

関与しているかに着目した．次に，開

始時より0．5年までの歩数を除外した

のは，歩数計を用いた運動介入9研究

をまとめた先行研究において，平均

18週間（約4．5カ月間）の歩数は，9

研究全てで増加していた9）こと，すな

わち，短期間の介入における身体活動

量は個人差が少ない29）ことを鑑み，3．5

年間のうち，開始からの6カ月間（0．5

年間）は長期的な歩数増減を分析する

には短期間であると判断したためで

ある．

5．統計解析

　開始時における群間比較には，一要

因分散分析を用い，人数の割合の群間

比較にはカイニ乗検定を用いた．歩

数，身体組成および肥満関連指標の推

移には，重複測定の一要因分散分析を

用い，各群の歩数および肥満関連指標

の推移には，重複測定の二要因分散分

析を用いた．正規性の検定には，Kol－

mogorov－Smirnov検定を用いた．

　また，期間中の体重，BMIおよび

肥満関連指標の変化を規定する要因を

探るために，それぞれO．5，1．5，2．5，

35年後の肥満関連指標の変化量を従

属変数年齢，性別，開始時体重，開
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表2　対象者の開始時背景

2．5年以前歩数減少群　　2．5年以降歩数減少群
　　　（n＝11）　　　　　　　　　　　　　（n＝5）

歩数増加群
　（n＝8）

一要因分散分析

平均値　　標準誤差 平均値　　標準誤差 平均値　　標準誤差

性別（男／女）

年齢（歳）

BMI（kg／m2）

BMI≧25（人，％）

高血圧（人，％）＊1

高血糖（人，％）＊2

脂質異常症（人，％）＊3

71．3

22．9

（3／8）

3（27）

8（72）

4（36）

0（0）

2．1

1．0 8
1
6
1
6
2

（2／3）

0（0）

3（60）

2（40）

0（0）

5
8
1
0

70．0

23．7

（4／4）

3（38）

2（25）

1（13）

2（25）

9
0
0
1

0．595

0．311

0．309

0．307

0．114

0コ13

0A41

＃

＃
＃
＃
＃

平均値±標準誤差．＃：カイニ乗検定．

＊1：収縮期血圧≧140mmHg，かつ／または拡張期血圧≧90　mmHg40）

＊2：空腹時血糖値≧126mg／dl41）

＊3：総コレステロール≧250mg／dl，　LDLコレステロール≧140　mg／dl，　HDLコレステロール＜40　mg／dl，

　当42）

中性脂肪≧1　50　mg／dlのいずれかが該

始時歩数および各測定時期以前の歩数

変化量（△O．5年歩数，△0．5－1．5年歩数，

△1．5－2．5年歩数△2．5－3．5年歩数ま

たは△3．5年歩数）を独立変数とした，

ステップワイズ法による重回帰分析も

併せて行った．データはすべて平均値

±標準誤差（SEM）で示し，有意水

準はp〈0．05とした．統計解析には

SPSS　for　Windows　Ver．19．0（SPSS

Inc．，　Chicago，　IL，　USA）を用いた．

結　果

　本研究の対象者背景を表2に示す，

まず肥満者（BMI≧25　kg／m2）の数

は，歩数増加群3名（38％），2．5年以

降歩数減少群0名，2．5年以前歩数減

少群3名（27％）であった．肥満関連

指標においては，高血圧者（収縮期血

圧≧140　mmHgかつ／または拡張期

血圧≧90mmHg）40）は13名（54％），

血糖コントロール異常者（空腹時血糖

値≧126mg／dl）41）は2名（8％），脂質

代謝異常者（TC≧250　mg／dl，　LDL－C

≧140mg／dl，　HDしC〈40　mg／dl，　TG

≧150mg／dlのいずれかが該当）42）は7

名（29％）であった．しかし，これら

の肥満関連指標該当者数に関し，3群

間で差はなかった．

　次に，3群における，3．5年間の歩

数推移，歩数変化量推移および目標歩

数達成率を図2～4に示す．2．5年以

降歩数減少群のみ，歩数は有意な変化

を示した（図2）．3群における，3．5

年間の肥満関連指標の推移を図5～7

および表3に示す．体重についての

み，有意な交互作用が見られた（時間

p〈0001，群p＝O．680，交互作用p＝

O．025）．多重比較検定の結果，歩数増

加群においてのみ，開始時と比べ，2．5

年後（p＝0．Ol2），3．5年後（p＝0．002）

に体重が有意に低下していた（図5）．

体重以外の肥満関連指標に群問差は見

られなかった．全ての群で骨格筋量は

3．5年間変化が見られなかった．

　また，重回帰分析の結果を表4，5

に示す．従属変数として，年齢，性

別t開始時歩数，各時期までの歩数変

化量および開始時体重を投入したとこ

ろ，開始時と比べ，2．5年後および3．5

年後の体重変化量は，それぞれ直近の

期間の歩数変化量（△1．5－2．5年歩数お

よび△2．5－3．5年歩数）と有意に関係し

ており，△0．5年歩数および△3．5年歩

数とは関連が見られなかった．一方

で，1．5年後の体重変化量は，歩数変

化量，開始時体重のどちらとも関連が

見られなかった．それぞれの期間の体

重減少量は，2．5年後が△15－2．5年歩

数により約23％，そして3．5年後が

△2．5－3．5年歩数および開始時歩数によ

り約38％が説明できた（表4，5）．体

重以外の肥満関連指標については，歩

数との関連は見られなかった．

考　察

　本研究では，3．5年間の身体活動量

増進プログラムにおける，歩数の長期

的な測定により，歩数の変化と肥満お

よび肥満関連指標との関係を検討し

た．本研究で得られた知見は，まず歩

数増加を3．5年間維持していた者（歩

数増加群）においてのみ，減量効果が

見られたことである，一方で，2．5年

まで同様に歩数を増加／維持していた

が，2．5年後以降に歩数が減少した者

は，3．5年後の減量効果は乏しかった．

さらに本研究では，1．5～2．5年，2．5～

3．5年の両期間において，体重減少量

を規定する要因は，直近の期間におけ

る歩数変化量であり，総期間における

歩数変化量ではなかった．以上の結果

は，数年間という長期間の身体活動量

増加を継続することで体重減少効果が

得られること，そして，開始時から1
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∠・－2，S年以前歩数減少群（n＝11）→←25年以降歩数滅少群｛n＝5｝◆歩数増加群｛n＝8）
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図2　歩数変化量別にみた各群の歩数推移（月：p＜0．OOI，群：

　　p＝0．199，交互作用：p＝0．002）

アルファベットは，2．5年以降歩数減少群での群内差を示す（p＜0．05）．

一・r－2．5年以前歩数減少群｛n＝11）一：－2．5年以降歩数減少群｛n≡5）＋歩数増加群｛n＝8）
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図3　歩数変化量別にみた各群の歩数変化量（△歩数）推移

　　　（月：p＜O．OO1，群：p＜0．OOI，交互作用：p＝0．006）

アルファベット（小文字：2．5年以降歩数減少群大文字：2．5年以前歩数

減少群）は群内差を示す（p＜0．05）．

±2．5年以前歩数減少群（n＝11｝・［ト2．5年以降歩数減少群（n＝5｝◆歩数増加群（n＝8）
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　図4　歩数変化量別にみた各群の目標歩数達成率の推移

年以上経過した期間における歩数の維

持／増加（1．5年後および2．5年後以

降）は，なおも減量に寄与することを

示唆している．一方で，全ての群で四

肢筋量は3．5年間変化がなく，減量に

もかかわらず除脂肪量は維持されてい

た．これらの知見は，長期間の歩行運

動を継続することによる体重減少への

便益を示すものであり，学術的・社会

的に意義深い結果といえよう．

　本研究では，3．5年後に有意な減量

効果が見られたのは，歩数増加群だけ

であった．歩数増加群における3．5年

間の平均歩数はll，626±2698歩，開

始時と比べた歩数増加量は，最後の1

年間（2．5～3．5年後の期間）でも2748

±770歩であった．この，本研究にお

ける歩数増加量は，先行研究とほぼ同

等であった．Miyatakeら20）は肥満男

性（平均45．2±7．5歳）を対象に10カ

月間の運動介入を行い，期間中の月別

歩数推移を報告している．その結果，

開始時に7，389±2，576歩であった歩数

は開始3カ月後に有意に増加し，10

カ月後まで増加が維持されていた．10

月目の歩数は9，070±3，359歩であり，

開始時と比べ約1，600歩の増加であっ

た．その結果，体重は開始時と比べ減

少していた．また，55～70歳（非肥

満者を含む）を対象とした12カ月間

以上の介入研究4本の結果をまとめた

報告では，2，197歩の増加29）であった

（ただしこの研究では体重や肥満を評

価していない）．これらの先行研究よ

り，本研究における身体活動量増加量

は，一般中高齢者にとって長期問達成

できる数値であり，体重減少にも有用

であると思われた．

　本研究で興味深い結果となったの

は，各期間（0．5～1．5年，L5～2．5年，

2．5～3．5年）の体重変化量と歩数変化

量の関係である．重回帰分析の結果，

2．5年後，3．5年後における体重減少量
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（開始時との差）と関連が見られたの

は，予想に反し，開始時からの歩数変

化量（それぞれ，0～25年，0～3．5年）

ではなく，いずれも当該期間直近1年

間の歩数変化量（開始時との差；1．5

～ 2．5年および2．5～3．5年）であった．

しかも，上記重回帰分析における直近

1年間の歩数変化量は，各期間の減量

効果の約23％（2．5年後），約25％

（3．5年後）を説明できtすなわち期間

が長期になるにつれ寄与が高まってい

た．Jakicicら4：3）は，肥満女性を対象

とした12カ月間の運動介入において，

12カ月後の体重減少量は，12月目だ

けではなく，6月目の身体活動量と関

連が見られたと述べている．また，

Wingら44）は，糖尿病患者を対象にし

た，合計3．2年間（強力な介入約0．5

年間，弱い介入約27年間）の食事・

運動介入（7％の減量と150分間／週の

運動を目標とした）の結果を報告して

いる．その結果，交絡囚子を除外後

も，7％の減量が成功したか否かは，

それぞれ6カ月間の目標身体活動量達

成（オッズ比1．90）および3．2年後の

目標身体活動量達成（オッズ比4．11）

によって予測が可能であったと述べて

いる．これらの結果は，減量のために

は身体活動継続が重要であること，さ

らに期問が長期間になるにつれ，直近

の身体活動量の重要性が拡大すること

を示唆している．前述のように，身体

活動は継続が困難である．先行研究で

は，1年間以上の非対面式型運動介入

8研究（本研究と同様の介入形態）に

おける平均継続率は，49～68％と報告

されている45）．Sorensenら13　）’は，2年

間の介入研究中に，継続率が73％（4

カ月後），48％（10カ月後），34％（16

カ月後）と時間を追うごとに低下する

と報告している．よって，本研究のこ

の知見，すなわち，身体活動長期継続

による有意な体重減少・維持効果は，

一一 2．5年以前歩数減少群｛nニ11）＋25年以降歩数減少群｛n＝5〕→一歩数増加群（n＝8）

70

　　　　　　　　　　p＝0002（歩数増加群）

寸06

｛・。

壬
酬

SO

p＝0012　（歩数増加群）

r＝　＝『－1：：：、

　　　　　、。一＿一＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　16183042　　　　　　　　　　　　　　　　　　月

図5　歩数変化量別にみた各群の体重の推移（月：p＜0．001，群：p＝0．680，

　　交互作用：p＝　O．025）

歩数増加群において，開始時と比べ，2．5年後（pニO．012），3．5年後（p＝O．002）に体重が有

意に低下しており，3．5年後の体重は1、5年後と比べ有意に低値だった（p＝0．007）．

（Nε
、
h
。
」
＝
Σ
国

時間：P＜0．00ユ

君羊：p＝0．680
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図6　歩数変化量別にみた各群のBMIの推移（月：p＝0．Ol3，群：p＝O、382，交

　　互作用：p＝0．097）

交互作用は見られなかった．開始時と比べ，

BMIは有意に低値だった．

⌒§
｝
囲

．5年後（pニ0．003），25年後（p＝0．044）の

一・－ 2．S年以前歩数減少群（n＝11｝H…2．5年以降歩数減少群｛n＝5）†歩数増加群（n；8〕
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　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　18　　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　42

　　　　　　　　　　　　　　　　　月

図7　歩数変化量別にみた各群の腹囲の推移（月：p＝O．031，群：p＝0．285，

　　交互作用：p＝0．117）

交互作用は見られなかった．開始時と比べ，O．5年後（p＝0．004）の腹囲は有意に低値だった．
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3．5年間の歩数増加と肥満との関係

表33．5年間の血液生化学検査項目および骨格筋量の変化

2．5年以前歩数
減少群（n＝11）

2．5年以降歩数
減少群（n＝5）

歩数増加群
　（n＝8） 二要因分散分析

平均　　標準誤差 平均　　標準誤差 平均　　標準誤差 時間 群 時間×群

TC　（mg／dl）

　開始時

　0．5年（6月後）

　1．5年（18月後）

　2．5年（30月後）

　3．5年（42月後）

LDLC　（mg／dl）

　開始時

　O．5年（6月後）

　1．5年（18月後）

　2．5年（30月後）

　3．5年（42月後）

HDL－C（mg／dl）

　開始時

　0．5年（6月後）

　1．5年（18月後）

　2．5年（30月後）

　3．5年（42月後）

TG　（mg／dl）

　開始時

　O．5年（6月後）

　1．5年（18月後）

　2．5年（30月後）

　3．5年（42月後）

FPG（mg／dl）

　開始時

　0．5年（6月後）

　1．5年（18月後）

　2．5年（30月後）

　3．5年（42月後）

SBP（mmHg）
　開始時

　0．5年（6月後）

　1．5年（18月後）

　2．5年（30月後）

　3．5年（42月後）

DBP（mmHg）
　開始時

　0．5年（6月後）

　1．5年（18月後）

　2．5年（30月後）

　3．5年（42月後）

骨格筋指数

　開始時

　0．5年（6月後）

　1．5年（18月後）

　25年（30月後）
　3．5年（42月後）

216．9

219．3

214．0

21　6．6

218．9

123．5

122．3

114．9

11　9．4

124．1

66．9

69．5

72．3

71．8

73．0

85．2

97．3

92．6

103．9

1　Ol．5

96．0

93．5

94．4

88．6

87．4

154．1

146．1

141．0

150．9

149．0

81．0

79．5

80．8

81．0

79．9

0
0
3
9
3

7
7
7
7
7

12．3

10．0

9．1

9．5

11．5

10．5

9．6

8．7

10．1

112

5
9
6
6
2

4
3
4
5
5

11．0

14．4

10．2

1　6．6

11．1

6
8
6
8
7

3
4
3
2
2
2
6
6
6
2

9
8
6
7
7
7
2
7
0
1

4
5
4
4
4
6
6
5
6
6

0
0
0
0
0

212．2

225．2

232．2

241．2

228．6

123．4

127．6

134．8

144．0

134．0

60．0

63．4

70．2

72．6

74．4

91．2

101．8

87B
86．2

69．O

103．0

99．4

108．4

105．4

101．6

140．2

1　41．2

143．0

146．6

133D

82．6

81．4

84．4

83．0

74．6

8
9
8
0
1

6
6
6
7
7

6．2

7．3

6．8

6．7

10．2

3
3
1
5
5

3
5
4
6
8
6
3
7
6
8

3
3
4
3
4

26．4

17．2

9．4

11．0

10．7

1
8
8
6
2

5
6
7
8
6

8．2

7．5

11，1

8．9

6．1

2
2
4
4
6

6
6
7
7
5
3
5
4
4
5

0
0
0
0
0

199．5

2089
222．5

21　6、8

203．6

1　09．0

109．5

124．8

119．0

111．4

64．8

70．5

71．9

72．6

74．4

74．5

75．1

77．9

828
71．4

104．6

99．0

97．6

94．0

91．4

1　33．8

128．3

128．6

135．0

130．5

71．3

66．3

70．5

75．5

66．9

3
8
7
1
3

7
7
7
8
7

8．8

9．0

17．6

14．4

11．0

7．6

4．6

12．7

8．5

7．8

2
2
4
5
7

6
7
7
7
7

1　8．2

7．6

11．9

9．5

9．0

4
6
0
8
3

7
6
6
5
8

9．8

9．1

10．4

8．2

7．6

4
5
6
4
7

8
6
7
4
5
7
6
6
7
7

0
0
0
0
0

0．014

0．158

＜0．001

0．411

0．004

O．364

0．355

0．711

0．539

0．397

O．51　O

O．536

0．328

0．324

0．230

O．702

0．497

0．331

0．943

0．506

0．179

0．907

0．926

0．837

TC，総コレステロール；LDL・C，　LDLコレステロール；HDL－C，　HDLコレステロール’丁G，

DBP，拡張期血圧．骨格筋指数は四肢筋量を身長の2乗で除した値　平均値±標準誤差．

中性脂肪’FPG，空腹時血糖“SBP，収縮期血圧’
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表4　2．5年間の体重変化量に関する重回帰分析（ステップワイズ法）の結果（n＝24）

従属変数 独立変数
標準偏
回帰係数 P値

推定値の
標準誤差

重相関
係数

　　　　　調整済み決定係数
　　　　　決定係数

2．5年間の
　　　　　　△1．5－2．5年歩数
体重変化量

一 〇．478 0．018 2．344 0．478 0．228 O．1　93

△O．5年歩数，△0．5～1．5年歩数，年齢，性別（男二〇，女＝1），開始時歩数開始時体重は有意ではなかった．

表5　3．5年間の体重変化量に関する重回帰分析（ステップワイズ法）の結果（n＝24）

従属変数 独立変数
標準偏
回帰係数 P値

推定値の
標準誤差

重相関
係数

　　　　　調整済み決定係数
　　　　　決定係数

　　　　　　ステップ1

　　　　　　△2．5－3．5年歩数
3．5年間の
　　　　　　ステップ2
体重変化量
　　　　　　△2．5－3．5年歩数

　　　　　　開始時歩数

一 〇．498

一 〇．580

　0．418

O．Ol　3

0．007

2．425

2．255

0．498

O．61　6

0．248

0．379

0．213

0．320

△3．5年歩数，△0．5年歩数，△0．5－1．5年歩数　△1．5－2．5年歩数，年齢，性別（男＝0，女＝1），開始時体重は有意ではなかった．

減量を目的とした身体活動を長期間継

続している対象者への脱落防止の動機

づけに有用であろう．

　また，本研究のもう1つの成果とし

て．肥満関連指標のうち，歩数変化量

と関連が見られたのは体重だけであっ

たことである．Thomsonら46）は，6

カ月間の歩数増加介入中における歩数

変化量と，身体計測値および医学デー

タとの関連を分析したところ．歩数変

化量と有意に関連していたのは，身体

計測値（BMI，腹囲および体脂肪率）

だけであり，その他の医学データとの

関連は見られなかったと報告してい

る．Dwyerらtl7）は，歩数と身体計測

値の変化量を追跡調査し，5年間の歩

数増加量1，000歩／日につき，BMIが

0．08，ウエストヒップ比が0．15減少す

ると報告している．これらの報告と本

研究の結果を併せて検討すると，長期

的な身体活動量の増加は，身体計測値

の変化と最も関連が多いものと思われ

た．この本研究の知見は，長期間の口

常的身体活動量増加は，少なくとも体

重をはじめとした身体計測値の改善に

効果的であることを示しており，過体

重および肥満であるが，その他の肥満

関連指標に異常がない者に対して，大

きな後押しとなるかもしれない．しか

しながら，数年間にわたる歩数増加と

各肥満関連指標との関係は，体重だけ

ではなくtインスリン抵抗性の改善な

ども報告されており，今後も検討が求

められる．

　本研究の解釈において，対象者に非

肥満者も多く含まれていたことには注

意が必要だろう．本研究の対象者のう

ち肥満者は全体の25％（6名）に過ぎ

なかった．また，肥満関連指標に関し

ても，本研究の対象者を，同年代（60

～ 69歳）一般高齢者の統計18｝と比較

すると，同等か，やや良好な集団で

あった．結果に記載したように，本研

究の対象者における各リスク保有者

は，高血圧54％（一般高齢者：男性

64．4％，女性60．0％）’as），高血糖8％

（一般高齢者：男性22．1％，女性

13．5％）48）そして高コレステロール

29％（一般高齢者1男性33．7％，女性

50．6％）4s）であった．これは，本教室

の募集に際し，目的が肥満解消だけで

はなく広く健康増進であったことに起

因したといえる．したがって，本研究

の対象者にとって直ちに減量の必要性

があったとは言い切れず，本研究の成

果が肥満予防に直結するか否かは断言

できない．ただし，本研究において，

肥満者およびリスク保持者の数に明確

な群問差は見られなかったこと，筋量

は長期間維持されていたことなどか

ら，本研究の結果は，肥満や肥満関連

指標の有無にかかわらず，中高齢者に

対する，長期問の身体活動量増加・維

持がもたらす健康効果の評価には有用

とも考えられる。今後は，本研究の成

果をもとに，肥満者や高リスク者を対

象として検討することが必要である．

　本研究では，途中で歩数が減少した

2群（歩数増加群以外の2群）でも3．5

年間骨格筋量が維持され，体重も増減

が見られなかった．このことは，部分

的には運動教室への継続参加による効

果である可能性もあると考えられる．

本研究の対象者は高齢者が多くを占め

ていた．よく知られているように，高

齢者は力噛令に伴い骨格筋量が減少す

る．とくに骨格筋量は高齢になればな

るほど指数関数的に減少する49）．事実，

本研究とほぼ同年齢の70～79歳高齢

者は，毎年約1％ずつ骨格筋量が減少

する5°’．本研究では，途中で歩数が減
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少した2群（2．5年以前および以降歩

数減少群）の歩数は，減少したとはい

え，3．5年後でもそれぞれ6，562±1，285

歩（2．5年以前歩数減少群），11，825±

2，699歩（2．5年以降歩数減少群）と，

同年齢の高齢者と比べ高い身体活動量

であった．すなわち両群の対象者にお

いては，本研究への継続参加により，

相対的に身体活動が多くなり筋量は維

持されるという好ましい結果が得られ

たとも考えられる．この結果は意義深

いものであるが，しかし本研究は筋量

維持を目的としておらず，今後の研究

が待たれる．

　本研究にはいくつかの限界が残っ

た．第一に，本研究では対照群を設定

することができなかったため，プログ

ラム以外の要因を完全には除去できな

かった．特に，対象者の食生活が変化

した可能性は否めず，栄養調査ができ

なかったことは課題となった．第二

に，本研究の対象者数が少なく，歩数

変化量の分析が不十分であったことが

挙げられる．本研究の対象者は24名

と少なく，群分けにおいても，2．5年

以前歩数減少群には，25～3．5年にお

ける歩数が増加していた者が2名含ま

れていた．したがって，歩数変化量の

増減によって，必ずしも完全に群分け

できたとは言い難い．年齢・性も，重

回帰分析の結果では歩数変化量には関

係していなかったが，対象者数が少な

かったため，一般化できるかは不明で

ある．今後は大きなサンプル数での検

討などが必要であろう．第三に，2種

類の歩数計を用いたことに起因する歩

数の誤差の影響は完全には除去できな

かったかもしれない．しかし，補正後

の標準誤差は721歩とわずかな差で

あったことから，本研究の結果にはほ

とんど影響しないものと思われた．

3．5年間の歩数増加と肥満との関係

まとめ

　中高齢者における体重減少効果は，

3．5年間，一貫して歩数増加を維持し

ていた群でのみ見られ，途中で歩数が

減少した群や，2．5年間は増加してい

てもその後減少した群では見られな

かった．さらに，2．5年以降の体重減

少量は，いずれも直近の歩数増加量と

有意に関係していた．歩数変化量は，

体重変化量とのみ有意に関連してお

り，体重以外の肥満関連指標とは関連

が見られなかった．本研究の結果は，

体重減少のためには，長期間にわたり

身体活動を維持し，かつ中断しないこ

とが重要であることを示唆している．

今後は，肥満者を対象にした，長期間

の歩数増加による抗肥満効果の検討が

必要であろう．
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