
 

 

 

 

 

 

 

3 D センサを活用した歩行姿勢及び立ち姿勢測定に関する有用性の検証 

― 地域住民に提供する介護予防プログラムを通して ― 

 

Effect of aerobic exercise on sleep disordered breathing 

―Through a care prevention program provided to local residents－ 
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要旨 

高齢者は，加齢により睡眠関連呼吸障害が生じているものの，自ら積極的に運動を行い,

フレイル，サルコペニア予防に取り組んでいることが推測される．睡眠関連呼吸障害は,  

フレイル，サルコペニアと密接な関係性があり，睡眠状態を改善することは在宅生活を延伸

させる予防支援となる．そこで，鹿児島市にある二法人が提供する介護予防プログラムに参

加する中高年齢者 108 人を対象に，3 D センサを活用した歩行姿勢及び立ち姿勢測定の有用

性を検証した．結果は，睡眠時呼吸障害傾向は男性の半数以上，女性の 2 割ほどにみられ

た．歩行姿勢年齢は，TUG が 1 改善すると 1.2 歳改善する傾向が示され，歩行能力及び移

動能力に関する予備的評価に活用できる可能性が示唆された．立ち姿勢値は，軽度認知症の

有無で差があり，入浴動作能力に影響を及ぼしていたことから，軽度認知症の有無と入浴動

作能力に関する予備的評価として活用できる可能性が示唆された． 

 

 

 

キーワード : 有酸素運動，睡眠時呼吸障害，TUG，入浴動作能力 



- 2 - 

 

 

 

はじめに 

人生 100 年時代を見据えると，介護予防としての運動機能の維持向上が重要になる.  

日本経済団体連合会(2016)の調査によると，65 歳以上の就労者数は増加傾向にあるものの,  

再雇用後の就労意欲は低下し，７割以上の高齢者が就労していない．かたや高齢者は，運動，

スポーツを積極的におこない(スポーツ庁 2018)，このことが運動，スポーツに関する消費

を牽引している(経済産業省 2013)．これらをみれば，高齢者は大幅に伸びた定年後の過ご

し方として，積極的に運動をしていることが推測される．高齢者の運動について，日本老年

学会･日本老年医学会(2017)は，高齢者の体力向上を報告している．因みに，歩行能力を示

す通常歩行速度は，1997 年から 2006 年の 10 年間で性差なく 10 歳若返っている．一方, 

高齢にともない基礎代謝が下がり，約 3 割に何らかの睡眠障害があることが示されている

(小曽根ら 2012：267)．高齢者は，加齢により睡眠関連呼吸障害が生じているものの，自ら

フレイル，サルコペニア予防に積極的に取り組んでいることが推測される．他方で，日本少

額短期保険協会(2019)による調査から，50 歳代の孤独死発生は，60 歳代，70 歳代に次いで

高いことが報告されている．孤独死の発見期間をみると平均 17 日と長く，3 日以内に発見

できたのは 4 割程度と低い．中高年齢者は，地域や人との関わりが不足していることが示

されている．国の保健医療政策をみると，部分最適を繰り返してきた政策について「保険医

療 2035」を提言し，従来の治療中心から長期的な視点に基づく変革として，フレイル，サ

ルコペニア予防 が期待される予防支援 に転換を 図っている(厚生労働省 2015)．フレイル,  

サルコペニアは老年症候群と密接な関係性があり，睡眠関連呼吸障害は老年症候群の一つ

にも含まれることから，睡眠状態を改善することはフレイル，サルコペニアを予防し在宅生

活を延伸させる予防支援となる．そこで，生活状態から影響を受ける睡眠に焦点を当て，鹿

児島市にある二法人が，50 歳以上の地域住民に介護予防事業として提供する介護予防プロ

グラムの効果を調査する．なかでも，簡便に検査できる 3 D センサを活用した歩行姿勢及び

立ち姿勢測定に関する有用性の検証を通して，中高年齢者に提供する介護予防プログラム

が，運動能力や身体活動量だけでなく，地域や人との関係性等に及ぼす影響を検討する．  
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先行研究 

 地域で暮らす高齢者が行う，介護予防としての運動が，「LSA (Life Space Assessment)」

｢ころばない自信」「人とのつながり」「TUG (Timed Up and Go Test) 」に，どのような影

響を及ぼすのかについて検討した． 

濵地ら(2019)は，地域在住の前期高齢者及び後期高齢者を対象に「LSA」・「ころばない自

信」・「人とのつながり」と運動機能との関連性を検証している．「LSA」と関連のある因子

は，前期高齢者は「TUG」であり，後期高齢者では，「ころばない自信」・「人とのつながり」・

｢TUG」であることを報告している．島田ら(2006)は，地域在住高齢者 959 人を対象に「TU  

G」を実施し，性差と加齢変化を調査している．「TUG」は，高齢期に生じる生活上の不具

合につながる要因と関連し有用であるとした．また，「TUG」は，高齢者の保健，福祉，及

び医療サービスの効果を評価するうえで測定意義が高いと述べている．池田ら(2015)は，転

倒予測指標としての応用歩行予備能力の有用性を調査し，転倒群は屋外活動が乏しい傾向

があり，「TUG」の至適速度と，最大速度を計測し算出する「TUG-R」及び「LSA」に関連

があることを報告している．二次予防事業対象者の転倒予測は，「TUG-R」を補足的に用い

ることで対象者の転倒スクリーニングを高める可能性があるとしている．先行研究におい

て，運動機能は，「LSA」・「ころばない自信」・「TUG」・「人とのつながり」に影響を及ぼす

ことが示された．また，「TUG」は，高齢者の介護予防サービスに関する運動機能評価に期

待できるとしていた． 

 

3  D  センサを活用した歩行姿勢及び立ち姿勢の測定 

1. 歩行姿勢年齢 

歩行姿勢年齢は，NEC 歩行姿勢測定システム(以下，歩行システムと言う．) で歩行分析

された評価年齢であり，歩行能力を一歩行周期分の歩行姿勢評価基準１に準じて 18 歳から

99 歳の範囲で評価した相当年齢である．従来の歩行分析は，複数のカメラを設置したうえ

で，身体にマーカを付けて測定する大掛かりなシステムであったが，図 1 で示すように，歩

行システムは 3 D センサに向かって 5 ｍ歩くことで，普段の歩き方から，年齢と性別に応じ

た５段階評価と歩行姿勢年齢を判別する．歩行システムの特徴は，身体にマーカを付けて測

 
１歩行姿勢評価基準とは，株式会社アシックススポーツ工学研究所によって開発された歩

行姿勢の評価基準である． 
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定することで予想される負担感を与えずに簡便に歩行姿勢年齢を測定できるところにある．                 

  

2. 歩行システムの評価および判別 

歩行システムで測定する歩行周期，検出される身体特徴点，及び測定項目について，胸腰

部の歩行周期を図 2 に，センサ基本機能から検出する身体特徴点を図 3 に，測定項目を 図 

4 に示す． 

歩行周期は，歩行時の上下方向の動きを測定することで，⑴胸腰部の測定データを平滑化

する，⑵極小点を足の接地タイミングとする，⑶一歩を接地タイミング間とする，⑷足の相

対位置を右足/左足の接地時点とする．これらに基づき歩行周期を判定する．一歩行周期は，

それぞれの測定値における最後の二歩区間を対象に算出する．   

        

図１ 歩行システムの測定方法

３Ｄセンサ

５ｍ

鉛直軸 鉛直軸

前後軸 前後軸
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歩行システムは，図 3 で示すセンサ基本機能から検出する身体特徴点を，図 4 で示す測

定項目の結果で，⑴一歩行周期の平均の歩行速度を示す歩行速度，⑵進行方向に向かって前

方の足部から後方の足部迄の最大距離を示す歩幅，⑶胸腰部が上下に動く幅を示す胸腰部

の上下動値，⑷腿の上がり角度を示す足の上がり角度，を判定する．36 項目の測定結果を

5 段階で評価して，速度年齢，バランス年齢，歩行年齢を算出する．そのうえで，歩行能力

を歩行姿勢評価基準¹に準じて 18 歳から 99 歳の範囲で歩行姿勢年齢を算出する． 

 

3. 立ち姿勢値 

立ち姿勢値は，NEC 立ち姿勢判別システム(以下，骨幹システムという．) により分析さ

れた評価値であり，3 D センサで骨幹のずれの特徴量を測定し数値化したものになる．図 5
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で示すように、測定は身体にセンサ等を付けることなく，3 D センサの前で 3 秒間足踏みす

ることで全身のスキャンニングを行う．骨幹システムの特徴は，身体にマーカを付けること

で予想される負担感を与えずに簡便に骨幹のずれを測定できる事と，身体のタイプを｢うで

体（＝猫背タイプ），あし体（＝反り腰タイプ）」に判別できるところにある． 

        

 

 

 

図６で示すように，骨幹システムは，「首」「肩」「背骨」「骨盤」「膝」の「左右差」「前後

差」等の骨幹のずれを測定して，身体を「うで体，あし体」に判別する．あわせて，立ち姿

勢の測定結果に基づいて評価点を算出する． 

    

図５ ３Ｄセンサによる全身のスキャンニング

３Ｄセンサを利用し，何ら装着せず３Ｄセンサの前で３秒間足踏みする．
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方法 

1. 対象事業所 

対象事業所は，鹿児島市にある二法人が運営する介護予防事業の利用者とした． 

 

2. 対象者 

対象者は，地域で暮らす中高年齢者である．要介護度は，自立，要支援 1・要支援 2，及

び要介護度１であり，認知症高齢者の日常生活自立度は，自立，Ⅰ，Ⅱa，及びⅡb の者と

した．調査の趣旨を説明し同意を得た 108 人を対象者とした． 

 

3. 倫理的配慮 

対象事業所から得られた対象者のデータは匿名性の確保を図った．回答内容は，全て統計

数字として取りまとめ個人が特定できない処置を施した．なお，本調査は，鹿児島国際大学

教育研究倫理審査委員会の承認を得て実施した． 

 

4. 調査および評価  

対象者の年齢，性別，要介護度，認知症の有無，疾患，及び投薬状況を問診および医学カ

ルテまたは介護保険に関する情報より得た．  

1．有酸素トレーニングは，トレッドミル(DK-152AC)，ニューステップ(BG9NST4R)，エ 

ルゴメーター(DK-9002RW)，及び歩行訓練とした． 

2．歩行姿勢年齢は，NEC 歩行姿勢システムを採用した． 

3．立ち姿勢値は，NEC 立ち姿勢判別システムを採用した． 

4．睡眠状態の評価は，シート型体振動計(Sheet-shaped Body Vibrometer；SBV)を採用し  

た． 

5．運動器機能及び日常生活の活動は，E-SAS (Elderly Status Assessment Set)  の 6 つの評      

価項目，「転ばない自信」「自宅での入浴動作」「TUG (Timed Up and Go Test)」「休まず  

歩ける距離」「人とのつながり」「LSA (Life Space Assessment)」を用いて評価した． 

6．体重，BMI，基礎代謝量，及び SMI(骨格筋量)の評価は，InBody470 を採用した． 

7．認知機能検査は，HDS-R (改訂長谷川式簡易知能評価スケール)  を採用した． 
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5. Ｅ-ＳＡＳの評価項目と基準値 

運動器機能・日常生活の活動範囲を評価する E-SAS の項目と基準値２について下記の 1 

から 6   に示す． 

1．「転ばない自信」は，身体活動に影響を及ぼす自己効力感を評価する指標である．基準値 

   の「最高点」は 40 点， 「一般高齢者」は 36 点， 「特定高齢者」は 32 点， 「要支援 1 」  

は 31 点，｢要支援 2」は 28 点，「最低点」は 10 点である． 

2．「自宅での入浴動作」は，基本的な日常生活動作で最も難易度の高い入浴動作を評価する    

指標である．基準値の「最高点」は 10 点，「一般高齢者」は 9 点，「特定高齢者」は 8 点,  

｢要支援 1」は 7 点，「要支援 2」は 6 点，「最低点」は 0 点である． 

3．「TUG」は，歩行能力と移動能力を評価する指標である．基準値の「最高点」は 3.1 秒,   

｢一般高齢者」は 8.1 秒，「特定高齢者」は 10.3 秒，「要支援 1」は 15.2 秒，「要支援 2」  

は 19.1 秒，「最低点」は 170.0 秒である． 

4．「休まず歩ける距離」は，日頃の身体活動量を示す連続歩行能力を評価する指数である．

基準値の「最高点」は 6，「一般高齢者」は 5，「特定高齢者」は 4，「要支援 1」は 3，｢要

支援 2」は 2，「最低点」は 0 である． 

5．「人とのつながり」は，地域や人との関係性を評価する指標である．基準値の「最高点」

は 30 点，「一般高齢者」は 15 点，「特定高齢者」は 13 点，「要支援 1」は 12 点，「要支

援 2」は 11 点，「最低点」は 0 点である． 

6．「LSA」は, 身体活動性を生活空間から評価する指標である．基準値の「最高点」は 120  

点，「一般高齢者」は 84 点，「特定高齢者」は 69 点，「要支援 1」は 51 点，「要支援 2」

は 43 点，「最低点」は 0 点である． 

 

6. 睡眠時呼吸障害傾向の判定 

アクチグラフや睡眠ポリグラフ検査に類する装着型機器を用いた検査で予想されるコン

プライアンス低下が少ない非装着型シート型体振動計(sheet-shaped body vibrometer；

SBV)を用いて地域在住の中高年齢者の睡眠を在宅で客観的に調査した．SBV は，簡便で非

侵襲的に睡眠の評価ができる特徴があり，睡眠と覚醒を判別できるだけでなく，心拍数や呼

 
２参照：公益社団法人日本理学療法士協会(http://jspt.japanpt.or.jp/esas/index.html，    

2020.1.27)． 
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吸状態を評価できる．在床中の検査ではアクチグラフに準じた方法であり，厚生労働省の導

入効果実証研究の見守りロボットとして 2015 年から介護や医療の現場において急速に普

及している機器である．今回，SBV にリモートシステム機能を加えることで在宅での評価

が可能になった．この SBV を用いて，睡眠中の睡眠状態や心拍，呼吸状態を評価した．睡

眠の評価は少なくとも 7 日以上の評価をおこない，各指標の平均値を求めた(EUS J W 

2007)． 

睡眠関連呼吸障害の検出については，T，Kogure ら(2017)の方法に従い睡眠・覚醒判定

から算出した睡眠時間の推定値(estimated Total Sleep Time; eTST)と呼吸イベント指数

(Respiratory Disturbance Index; RDI)を用いて睡眠１時間当たりの呼吸イベント指数(RDI 

_eTST)を求め，RDI_eTST が 15 回以上であったものを睡眠時呼吸障害傾向ありと判定し

た(T，Kogure．et al 2017)．運動介入は，効果の期待できる週 1,000kcal の有酸素運動を実

施した(William，I-Min，Russell．et al 2007 ; Miriam，W Jack，Steven.et al 2007)． 

 

7. 分析方法 

調査対象者の背景情報に関して，連続型データはその要約統計量，離散型データはその例

数  と割合を算出した．歩行姿勢年齢  と  調査対象者の背景情報  の相   関性を示すために,  

Spearman の順位相関係数と P 値を算出した．また，同様に立ち姿勢値と各項目の相関係

数も算出した．目的変数を歩行姿勢年齢，各変数を説明変数とした単回帰分析を行い，各変

数の回帰係数と標準誤差及び P 値を算出した．同様に，目的変数を立ち姿勢値，各変数を

説明変数とした単回帰分析を行い，各変数の回帰係数と標準誤差及び P 値を算出した．目

的変数を歩行姿勢年齢，各変数を説明変数とした重回帰分析を実施し，各変数の偏回帰係数

と標準誤差，標準化回帰係数及び P 値を算出した．なお，重回帰分析で用いる変数の選択

にはステップワイズ法（変数増減法：閾値を P 値＝0.05）を用いた．同様に，目的変数を立

ち姿勢値とした重回帰分析も行った．最後に，立ち姿勢値において，Tukey-Kramer の HSD

検定による認知症自立度間の多重比較を行った． 

データ解析には JMP Pro Version 14.0 を用いた．また，仮説検定での有意水準は 5 ％と

した．なお，それぞれの項目には検査がされていないものが含まれ, 項目によってはデータ

数が異なる. 
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結果 

1. 属性と身体的特徴 

調査対象者の属性を表 1 に示す．肥満度は，一般社団法人日本肥満学会が定義する肥満度

分類３を採用した．BMI が 18.5 未満を低体重，18.5 以上 25 未満を普通体重，25 以上 30

未満を肥満 1 度，30 以上 35 未満を肥満 2 度，35 以上 40 未満を肥満 3 度，40 以上を肥満 

4 度に区分した． 

対象者は 108 人であり，性別にみると男性 33 人(30.6％)，女性 75 人(69.4％)であった. 

年代は，50 歳代は７人(6.5％)，60 歳代 16 人(14.8％)，70 歳代 41 人(38.0％)，80 歳代 33

人(30.5％)，90 歳代 11 人(10.2％)であり，平均値と標準偏差は 76.68 歳±10.63 歳であった. 

認知症高齢者の日常生活自立度は，自立 82 人(75.9％)，Ⅰ 17 人(15.7％)，Ⅱa 6 人(5.6％), 

Ⅱb 3 人(2.8％)であった． 身長は， 130～139ｃｍ 4 人(3.7％)， 140～149ｃｍ 29 人(26.9％), 

150～159ｃｍ 45 人(41.7％)， 160～169ｃｍ 24 人(22.2％)， 170～179ｃｍ 5 人(4.6％), 

180～189ｃｍ 1 人(0.9％)あり，平均値と標準偏差は 154.20ｃｍ ± 8.74ｃｍであった．肥満

度は，低体重は 12 人(11.1％)， 普通体重 66 人(61.1％)， 肥満 1 度 24 人(22.2％)， 肥満 2 

度 5 人(4.6％)，肥満 3 度 1 人(0.9％)，肥満 4 度の人はいなかった．要介護度は，非該当  

(自立)は 67 人(62.0％)，要支援 1 は 10 人(9.3％)，要支援 2 は 17 人(15.7％)，要介護 1 は 14

人(13.0％)であった．事業対象者はいなかった．睡眠時呼吸障害傾向の無い人は 73 人

(70.9％)，うち男性は 15 人，女性は 58 人であった． 睡眠時呼吸障害傾向の有る人は 30 人 

(29.1％)， うち男性は 16 人， 女性は 14 人であった．喫煙歴の無い人は 85 人(79.4％)であ

り，喫煙歴の有る人は 21 人(19.6％)であった．現在も喫煙している人は１人(0.9％)で   

あった． 

対象者は男性に比べて女性が圧倒的に多く，肥満度は普通体重の人が多かった．また,  

対象者の年齢，身長，体重の平均値及び標準偏差と，厚生労働省(2018)の調査の年齢，身長, 

体重の平均値及び標準偏差を比べると，男性の対象者では，年齢 78.21 歳 ± 9.87 歳，身長

162.58ｃｍ ± 7.23ｃｍ，体重 60.67 ㎏ ± 12.47 ㎏であった．一方，厚生労働省(2018)の調査

による年齢，身長，体重の平均値及び標準偏差は，75～79 歳男性では，身長 162.4ｃｍ ± 

6.0ｃｍ，体重 62.5 ㎏ ± 8.9 ㎏であり，大きな違いはみられなかった．女性の対象者を      

 
３一般社団法人日本肥満学会が定めた肥満度判定基準である．同会は，肥満に関する問題

の究明及び解決のための研究発表，情報交換，啓発を目的として発足した学会である．

また，肥満症専門医および生活習慣病改善指導士の認定をおこなっている． 
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みると，年齢 76.00 歳 ± 10.87 歳,身長 150.51 ㎝ ± 6.51 ㎝，体重 52.90 ㎏ ± 8.90 ㎏で      

あった．一方，厚生労働省(2018)の調査による 75～79 歳女性の年齢，身長，体重の平均値

及び標準偏差は，身長 149.4ｃｍ ± 5.9ｃｍ，体重 51.6 ㎏ ± 8.3 ㎏であり，大きな違いはみ

られなかった．対象者の身長や体形は平均的であり,認知症はみられず要介護状態でもない

人が多くを占めた．また，現在喫煙している人は殆んどおらず，比較的健康な人が多かった．

他方で, 睡眠時の呼吸障害傾向は全体の 3 割程にみられ，男性の半数以上，女性の 2 割ほ

どにみられた． 

 

 

2. 測定値の平均および度数 

 歩行姿勢年齢，立ち姿勢値，及び睡眠に関する平均と度数を表 2 に示す．歩行姿勢年齢の

平均と標準偏差は 78.08±11.93 108 人であり，立ち姿勢値の平均と標準偏差は，66.96±12.71 

108 人であった．睡眠効率の平均と標準偏差は 85.47±9.89 103 人であり，呼吸イベント指

数の平均と標準偏差は 13.88±7.46 103 人であった．呼吸イベント指数の平均と標準偏差は, 

睡眠時呼吸障害傾向ありと判定する 15 回より少なかった． 

表１ 対象者の身体的特徴 (N =108)

項 目 Ｎ ％ 項 目 Ｎ ％ 項 目 Ｎ ％

性 別 男 性 33人 30.6% 身 長 130～139㎝ 4人 3.7% 要 介 護 度 非該当 67人 62.0%

女 性 75人 69.4% 140～149㎝ 29人 26.9% 事業対象者   0人 0%

150～159㎝ 45人 41.7% 要支援１ 10人 9.3%

年 代 50歳代 7人 6.5% 160～169㎝ 24人 22.2% 要支援２ 17人 15.7%

60歳代 16人 14.8% 170～179㎝ 5人 4.6% 要介護１ 14人 13.0%

70歳代 41人 38.0% 180～189㎝ 1人 0.9%

80歳代 33人 30.5% 無し 73人 70.9%

90歳代 11人 10.2% 肥 満 度 低体重 12人 11.1% (うち男性15人，女性58人)

普通体重 66人 61.1% 有り 30人 29.1%

自立 82人 75.9% 肥満１度 24人 22.2% (うち男性16人，女性14人)

Ⅰ 17人 15.7% 肥満２度 5人 4.6% 喫 煙 歴 無し 85人 79.4%

Ⅱa 6人 5.6% 肥満３度 1人 0.9% 以前あり 21人 19.6%

Ⅱb 3人 2.8% 肥満４度    0人 0% 有り 1人 0.9%

年 齢 　　平均値±標準偏差 身 長 　　平均値±標準偏差

全 体 　  76.68歳±10.63歳 全 体 　　154.20㎝±8.74㎝

男 性 　　78.21歳± 9.87歳 男 性 　　162.58㎝±7.23㎝

女 性 　　76.00歳±10.87歳 女 性 　　150.51㎝±6.51㎝
注) 未測定の項目がありデータ数は異なる.

　　52.90㎏± 8.90㎏

体     重

全　 　 体

男　  　性

女　  　性

認 知 症
高 齢 者の
日 常 生活
自 立 度

睡眠時呼吸
障害傾向の
有 無

　　平均値±標準偏差

　　55.27㎏±10.74㎏

　　60.67㎏±12.47㎏
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 測定値の平均と度数を表 3 に示す．「転ばない自信」の平均と標準偏差は 35.05±6.63 108

人，「自宅での入浴動作」は平均と標準偏差は 9.51±1.44 108 人，「TUG」の平均と標準偏差

は 11.47±4.81 108 人，「休まず歩ける距離」の平均と標準偏差は 4.83±1.42 108 人，「人と

のつながり」の平均と標準偏差は 16.09±6.08 108 人，「LSA」の平均と標準偏差は

72.38±32.56 108 人，「バランス年齢」の平均と標準偏差は 88.48±17.07 108 人，「バランス

ＩＰＳ」の平均と標準偏差は 1.02±0.54 108 人であった． 

E-SAS 基準値でみると，基本的な日常生活動作で難易度の高いとされる入浴動作能力を

評価する「自宅での入浴動作」は E-SAS 基準値の「最高点」に近く，地域や人との関係性

を評価する「人とのつながり」は E-SAS 基準値の「一般高齢者」より高く，日頃の身体活

動量を連続歩行能力で評価する「休まず歩ける距離」と身体活動に影響を及ぼす自己効力感

を評価する「転ばない自信」は，E-SAS 基準値の「一般高齢者」よりやや低かった．身体活

動性を生活空間から評価する「LSA」は，E-SAS 基準値の「特定高齢者」よりやや高い値

であった．最も低かったのは，歩行能力及び移動能力を評価する「TUG」であり，Ｅ-ＳＡ

Ｓ基準値の「特定高齢者」よりやや低い値であった． 

歩行及び移動能力とバランス能力をみると，歩行及び移動能力は低いものの，実年齢(平
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均 76.68 歳)と歩行姿勢年齢(平均 78.08 歳)には大きな違いがなかった．一方，実年齢とバ

ランス年齢(平均 88.48 歳)では，実年齢のほうが 13.3％低く，バランス能力が低い傾向がみ

られた． 

 

睡眠状態と身体活動性，地域や人との関係性をみると，良好な睡眠を得ており，地域や人

との関係性は強く，基本的な日常生活動作能力は高い傾向がみられた．一方，活動範囲は広

がっておらず，バランス能力は低い傾向がみられた．結果として，身体活動に影響を及ぼす
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自己効力感についてもやや低い傾向がみられた．特に，歩行や移動に関係する能力が低い傾

向がみられた． 

 

3. 統計処理 

歩行姿勢年齢と立ち姿勢値と各項目との関係について，Spearman の順位相関係数と P

値を算出した．結果を表 4 に示す． 

歩行姿勢年齢と相関が認められる項目は，「年齢」・「要介護度」・「認知症自立度」・「睡眠

効率」・「呼吸イベント指数」・「HDS-R」・「バランス年齢」・「転ばない自信」・「TUG」・「休

まず歩ける距離」・「LSA」であった．低い相関がみられた項目は，「体重」・「BMI」・「バラ

ンス IPS」・｢自宅での入浴動作」・「人とのつながり」であった．一方，「身長」との相関は

認められなかった． 

立ち姿勢値と相関が認められる項目は，「歩行姿勢年齢」であった．低い相関がみられた

項目は，「年齢」・「要介護度」・「認知症自立度」・「体重」・「BMI」・「呼吸イベント指数」・

｢HDS-R」・｢バランス IPS」・「転ばない自信」・「自宅での入浴動作」・「TUG」・「LSA」であ

った．一方，「身長」・「バランス年齢」・「休まず歩ける距離」・「人とのつながり」との相関

は認められなかった． 

    

 

 

表４ 歩行姿勢年齢と立ち姿勢値と各項目との関係 (N = 108)

項　目 年　齢 要介護度
認知症
自立度 身　長 体　重 BMI

Spearman (ρ) 0.644 0.648 0.509 -0.166 -0.333 -0.272

p値 (Prob>|ρ|) <.001* <.001* <.001* .086 <.001* .01*

Spearman (ρ) -0.371 -0.361 -0.398 0.095 0.229 0.214

p値 (Prob>|ρ|) <.001* <.001* <.001* 0.329 .05* .05*

項　目 睡眠効率
呼吸イベン

ト指数 HDS-R

バランス
年齢

バランス
IPS

歩行姿勢
年齢

Spearman (ρ) -0.518 0.450 -0.505 0.415 -0.396 ―

p値 (Prob>|ρ|) <.001* <.001* <.001* <.001* <.001* ―

Spearman (ρ) 0.184 -0.209 0.254 -0.190 0.226 -0.404

p値 (Prob>|ρ|) .063 .05* .01* .05* .05* <.001*

項　目
転ばない

自信
自宅での
入浴動作 TUG

休まず
歩ける距離

人との
つながり LSA

Spearman (ρ) -0.538 -0.387 0.675 -0.565 -0.288 -0.618

p値 (Prob>|ρ|) <.001* <.001* <.001* <.001* .01* <.001*

Spearman (ρ) 0.343 0.298 -0.323 0.197 0.169 0.295

p値 (Prob>|ρ|) <.001* .01* <.001* .05* .081 .01*

注) 未測定の項目がありデータ数は異なる.  認知症自立度は「認知症高齢者の日常生活自立度」のことを指す.

歩行姿勢年齢

立ち姿勢値

歩行姿勢年齢

立ち姿勢値

歩行姿勢年齢

立ち姿勢値
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4. 歩行姿勢年齢に寄与する因子 

 目的変数を「歩行姿勢年齢」，年齢などの項目を説明変数として，単回帰分析をおこなっ

た．結果を表 5 に示す． 

 歩行姿勢年齢」に有意に影響のある変数は，「要介護度」・「年齢」・「認知症自立度」・「身

長」・「体重」・「BMI」・「睡眠効率」・「呼吸イベント指数」・「睡眠呼吸障害の無し群」・「LSA」・

「転ばない自信」・「自宅での入浴動作」・「TUG」・「休まず歩ける距離」・「人とのつながり」・

「HDS-R」・「バランス年齢」・「バランス IPS」であった． 

 

5. 立ち姿勢値に寄与する因子 

 次に，目的変数を「立ち姿勢値」，年齢などを説明変数として単回帰分析をおこなった．

結果を表 6 に示す． 

 「立ち姿勢値」に有意に影響のある変数は，「年齢」・「認知症自立度」・「体重」・｢BMI」・

「睡眠効率」・「呼吸イベント指数」・「睡眠呼吸障害の無し群」・「LSA」｢転ばない自信」・「自

宅での入浴動作」・「TUG」・「バランス IPS」であった． 

表5　歩行姿勢年齢を目的変数とした単回帰分析の結果 (N = 108)

回帰係数 標準誤差 P 値 回帰係数 標準誤差 P 値

男　性 0.965 1.249 0.441 睡眠呼吸障害の有無(無し群) -4.750 1.202 <.001***

要介護度[要支援1 - 非該当] 19.279 3.007 <.001*** LSA -0.221 0.028 <.001***

要介護度[要支援2-要支援1] -4.512 3.535 0.205 転ばない自信 -0.959 0.148 <.001***

要介護度[要介護1-要支援2] 1.840 3.201 0.567 自宅での入浴動作 -3.083 0.745 <.001***

年　齢 0.699 0.085 <.001*** TUG 1.698 0.175 <.001***

認知症自立度[Ⅰ   -  自立] 13.836 2.757 <.001*** 休まず歩ける距離 -4.263 0.705 <.001***

認知症自立度[Ⅱa - Ⅰ ] 2.863 4.913 0.561 人とのつながり -0.558 0.183 <.01**

認知症自立度[Ⅱb - Ⅱa] -4.333 7.315 0.555 HDS-R -1.097 0.180 <.001***

身　長 -0.262 0.130 <.05* バランス年齢 0.293 0.062 <.001***

体　重 -0.364 0.101 <.001*** バランスIPS -8.734 1.971 <.001***

BMI -0.781 0.300 <.05* 喫煙歴(無し群) 0.709 4.173 0.865

睡眠 効率 -0.422 0.112 <.001*** 喫煙歴(有り群) 2.241 4.373 0.610

呼吸イベント指数 0.632 0.145 <.001***

注) 未測定の項目がありデータ数は異なる.  認知症自立度は「認知症高齢者の日常生活自立度」のことを指す.

     *p  < .05， ** p < .01，*** p  < .001

項　目
単回帰分析

項　目
単回帰分析
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6. 歩行姿勢年齢と全ての有意な変数との重回帰分析 

 目的変数を「歩行姿勢年齢」，説明変数を全ての有意な項目として重回帰分析をおこなっ

た．説明変数の選択にはステップワイズ法（変数増減法）を用いて，最終モデルを構築した．

その結果を表 7 に示す． 

 歩行姿勢年齢と有意な変数として，「年齢( p <.001)」「TUG ( p <.001)」が残った．年齢は

歩行姿勢年齢 に影響を及ぼし，年齢が 1 歳上がると歩行姿勢年齢 は「0.39」上がり，TUG

が 1 上がると歩行姿勢年齢は「1.21」上がる事がわかった．歩行能力を評価する TUG を 1 

改善すると，歩行姿勢年齢が 1.2 歳下がる傾向が示されたことから，歩行姿勢年齢は歩行能

力を示す指標の一つになる可能性が示唆された． 

       

   

表6　立ち姿勢値を目的変数とした単回帰分析の結果 (N = 108)

回帰係数 標準誤差 P 値 回帰係数 標準誤差 P 値

男　性 0.061 1.333 0.964 睡眠呼吸障害の有無(無し群) 3.490 1.339 0.011

要介護度[要支援1 - 非該当] -7.489 4.099 0.071 LSA 0.117 0.036 <.01**

要介護度[要支援2-要支援1] 0.996 4.819 0.837 転ばない自信 0.743 0.172 <.001***

要介護度[要介護1-要支援2] -5.227 4.364 0.234 自宅での入浴動作 3.088 0.801 <.001***

年　齢 -0.412 0.108 <.001*** TUG -1.001 0.237 <.001***

認知症自立度[Ⅰ   -  自立] -12.770 3.093 <.001*** 休まず歩ける距離 1.225 0.862 0.159

認知症自立度[Ⅱa - Ⅰ ] -2.437 5.512 0.659 人とのつながり 0.367 0.200 0.069

認知症自立度[Ⅱb - Ⅱa] 10.833 8.208 0.190 HDS-R 0.414 0.219 0.062

身　長 0.121 0.140 0.388 バランス年齢 -0.121 0.071 0.093

体　重 0.296 0.111 <.01** バランスＩＰＳ 5.075 2.232 <.05*

BMI 0.785 0.321 <.05* 喫煙歴(無し群) 7.946 4.332 0.070

睡眠効率 0.296 0.124 <.05* 喫煙歴(有り群) 5.582 4.540 0.222

呼吸イベント指数 -0.474 0.163 <.01**

注) 未測定の項目がありデータ数は異なる.  認知症自立度は「認知症高齢者の日常生活自立度」のことを指す.

     *p  < .05， ** p < .01，*** p  < .001

項　目
単回帰分析

項　目
単回帰分析

表7  歩行姿勢年齢を目的変数とした重回帰分析の結果 (N =108)

偏回帰係数 標準誤差 標準化回帰係数 P 値

年　齢 0.39 0.09 43.12 < .001***

TUG 1.21 0.20 60.14 < .001***

注) 未測定の項目がありデータ数は異なる.     * p  < .05，** p  < .01，*** p  < .001

項　目
重回帰分析
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7. 立ち姿勢値と全ての有意な変数との重回帰分析 

 立ち姿勢値は認知症高齢者の日常生活自立度が影響している変数となった．特に，認知症

高齢者の日常生活自立度「自立」と 認知症高齢者の日常生活自立度「Ⅰ」・「Ⅱa 」・｢Ⅱb ｣

を「自立以外」として検討すると，「自立」と「自立以外」の差は顕著に現れた．結果を    

表 8 に示す． 

認知症高齢者の日常生活自立度が「 1 」だと立ち姿勢値は「 4.92 」上昇し，認知症高齢

者の日常生活自立度が｢ 1 以外 」だと立ち姿勢値が「 4.92 」下がるという結果となった． 

立ち姿勢値は，認知症が無い人に比べて認知症高齢者の日常生活自立度有る人は大幅に

悪化する傾向が示された． 

 

立ち姿勢値において，Tukey-Kramer の HSD 検定による認知症高齢者の日常生活自立度

間の多重比較の結果を表 9 に示す． 

立ち姿勢値は，認知症高齢者の日常生活自立度「 自立 」と「 Ⅰ 」( p <.001)，認知症高

齢者の日常生活自立度「 自立 」と「 Ⅱa 」( p <.05)では有意差が認められた．一方，「 自

立 」と「 Ⅱb 」については有意な差は認められなかった．  

 

 

 

表8　立ち姿勢値と認知症高齢者の日常生活自立度との関連 (N =108)

推定値 標準誤差 t値 p値(Prob>|t|)

4.92 1.38 3.56 <.001***

注) 認知症高齢者の日常生活自立度「１」は「認知症無し」，「１以外」は「Ⅰ」「Ⅱa」「Ⅱb」を示す．

   未測定の項目がありデータ数は異なる.  * p  < .05，** p  < .01，*** p  < .001

項 目

認知症高齢者の日常生活自立度[１と１以外]

表9　Tukey-KramerのHSD検定による認知症自立度間の多重比較 (N =108)

認知症自立度 認知症自立度 差 差の標準誤差 下側信頼限界 上側信頼限界 p値

自立 Ⅰ 12.77 3.09 4.69 20.85 <.001***

自立 Ⅱa 15.21 4.91 2.39 28.03 <.05*

自立 Ⅱb 4.37 6.82 -13.44 22.19 0.919

注)  認知症自立度とは認知症高齢者の日常生活自立度認知症自立度を示す．

　   未測定の項目がありデータ数は異なる.  * p  < .05，** p  < .01，*** p  < .001
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表 10 に示すように，認知症が無い人に比べて認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ，Ⅱa,  

及びⅡb の人は，自宅での入浴動作能力が１上がると立ち姿勢値は 2 倍ほど改善する傾向が

示された．また，立ち姿勢値は，自宅での入浴動作が「 1 」上がると「 1.90 」( p <.05 )    

上昇する事がわかった． 

認知症高齢者の日常生活自立度「Ⅱa ｣ と「Ⅰ」，｢Ⅱb ｣ と「Ⅱa 」については有意な関

連が認められなかったものの，立ち姿勢値は入浴動作能力に有意に関連し，認知症高齢者の

日常生活自立度に影響を受けることが示された．  

               

8. 本研究の限界  

対象者の多くが睡眠及び呼吸状態が正常な地域住民であった．高齢者の睡眠障害は，小曽

根ら(2012：267)を参考に 3 割程度とし，対象者に軽度の認知症を有する人と軽度の要介護

者 を加えることで サンプル の均衡 を図ったが， 十分に解 消したとはいえない．この傾向 は, 

睡眠時呼吸障害傾向にもみられた．加えて，縦断的調査が実施されていない．これらが本研

究の限界である．よって，対象者を地域で暮らす高齢者群とすることや，他地域の高齢者に

一般化するには慎重にならなければならない．今後の課題は，睡眠時呼吸障害傾向に関する

サンプルの検討と，睡眠や睡眠時の呼吸に影響を与える要素を十分に反映させる評価項目

の選定，加えて各評価項目にカットオフ値を用いた精度の高い検証の実施であった． 

 

9. 利益相反 

 本研究に関して，開示すべき利益相反関係にあたる企業，組織，団体はない． 

 

表10  立ち姿勢値を目的変数とした重回帰分析の結果 (N =108)

偏回帰係数 標準誤差 標準化回帰係数 P 値

認知症自立度[Ⅰ-自立] -10.66 3.17 -47.36 < .001***

認知症自立度[Ⅱa - Ⅰ] -0.78 5.45 -2.24   .886

認知症自立度[Ⅱb-Ⅱa] 8.62 8.11 14.72   .288

自宅での入浴動作 1.90 0.83 28.37 < .05*

注) 認知症自立度は「認知症高齢者の日常生活自立度」のことを指す.

    未測定の項目がありデータ数は異なる.  * p  < .05，** p  < .01，*** p  < .001

項　目
重回帰分析
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おわりに 

睡眠時の呼吸障害傾向は男性の半数以上，女性の 2 割ほどにみられた．年齢と身体的特徴，

要介護度と認知症，睡眠と睡眠時呼吸障害，E-SAS（身体活動性，地域や人との関係性，自

己効力感，入浴動作能力，移動及び歩行能力，身体活動量）とバランス能力は，歩行姿勢年

齢と立ち姿勢値に影響を及ぼしていた．  

歩行姿勢年齢は，歩行能力及び移動能力を評価する TUG が 1 改善すると 1.2 歳改善する

傾向が示された．TUG は，島田ら(2006)により高齢者用の歩行能力及び移動能力の測定に

有用であることが認められ，介護予防事業において広く使われている指標であることから, 

歩行姿勢年齢を評価する歩行システムは，歩行能力及び移動能力を示す予備的評価に活用

できる可能性が示唆された．  

 立ち姿勢値は，認知症の有無により大きく異なり，認知症高齢者の日常生活自立度でⅠ及

びⅡa に区分される軽度の認知症を有する人は，認知症の無い人に比べて，立ち姿勢値が大

幅に悪化する傾向が示された．また，立ち姿勢値は，日常生活動作のなかで難易度の高いと

される入浴動作能力に影響を及ぼしていた．因みに，立ち姿勢値が２改善すると，自宅での

入浴動作能力は１改善していた．これらのことから，立ち姿勢判別システムは，軽度認知症

の有無と入浴動作能力に関する予備的評価に活用できる可能性が示唆された．他方で，期待

されていた歩行姿勢年齢と睡眠時呼吸障害，立ち姿勢値と睡眠時呼吸障害とは単回帰分析

では有意な関係が認められたものの，重回帰分析では選ばれなかった．  

3 D センサを活用した歩行姿勢及び立ち姿勢測定は，身体にマーカを付けることなく簡便

に測定できる特徴があることから，歩行姿勢システムは，歩行能力及び移動能力に対する予

備的評価として，立ち姿勢判別システムは，軽度認知症の有無及び日常生活動作能力に対す

る予備的評価として活用できる可能性が示唆された．一方，認知機能は，身体活動量から影

響を受けることが報告されていることから，本研究においても認知機能の低下が影響を及

ぼし身体活動量の低下を招いていることが示唆された．今後は，縦断的調査を実施すること

で，3 D センサを活用した歩行姿勢及び立ち姿勢測定の有用性を検証する必要があろう． 
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