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目的 
・地域展開モデル「健康のび体操」効果検証実験は、地域住民がいつまでも自立した生活を送ることがで
きるよう、簡便で効果的に関節の柔軟性を高める「健康のび体操」について、今後地域で自発的に実施さ
れる介護予防事業として普及・展開していくことができるか、その可能性につい検討した。



【引用】Xue QL, Bandeen-Roche K, Varadhan R, Zhou J, Fried LP. Initial manifestations of frailty criteria and the development of frailty phenotype in the 
Women's Health and Aging Study II. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 Sep;63(9):984-90 を改変
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局所的な運動機能の低下：体幹機能＋動作改善

運動機能障害リハビリテーション 
◯ 疾患の特徴を考慮した運動機能障害改善トレーニング

虚弱高齢者の予防トレーニング 
◯ 基礎体力の向上を目的としたトレーニング
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運動機能障害・内科・呼吸循環器系のリスクを考慮した予防リハトレーニングの必要性

内科系疾患
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 ◯ 柔軟性改善と全身運動の維持・改善に重点をおいたセルフケアにるよ介護予防の取組 
・のび体操は、解剖学・運動学的観点より開発したストレッチングと体幹トレーニング、筋力トレーニング効果を併せた全身運動トレーニングである。加齢に伴っておこる
円背等の脊柱の可動性低下や長時間座位による股関節の屈曲拘縮などを改善・予防し、健康な自立生活の維持・改善のために実施する。

グループトレーニング リハビリテーション

・高齢者30名(平均65歳)を対象とし
た研究では、5種類の健康のび体操実
施前後で股関節自動伸展可動域が平均
26％増加し、歩行スピード(TUGテス
ト)では約６％速度が向上した。

・股関節の柔軟性が向上することで、
歩幅が増加し、安定した歩行の獲得が
期待できる事を示唆している。

　　　　股関節自動伸展可動域 

平均19度 平均24度
　　　のび体操実施前　　　　　 　実施後

歩行スピード 

平均5.1秒 平均4.8秒
　      のび体操実施前　　　　       実施後

のび体操効果研究 
(佐伯研究室）

・高齢者自身が簡便にのび体操を実施できるように、
伸張性の高い布製ののびバンドを開発。

エロンゲーションバンド（布製のびバンド）

エロンゲーションバンド（のびバンド）の活用のび体操は全身運動トレーニング

指導が簡便で個別・グループトレーニングに活用



身体能力

高い

低い
加齢

健康 虚弱状態 身体機能障害

健康高齢者の虚弱予防 
いきいき100歳体操※1 
ラジオ体操※1
ウォーキング※1
グランドゴルフ※1

虚弱の要介護予防・改善 
いきいき100歳体操※1
デイサービス※2 
デイケアー※2 

要介護度悪化の予防・改善 
リハビリテーション※2
訪問看護・リハ※2 

※1. 共助・互助・自助にて実施可能な予防 
※2. 専門職の関わりが必要な予防（医療・介護）

介護予防と健康のび体操

  要支援の危険度が高い状態 　　　　　　要介護状態要支援状態

健康のび体操（寝たまま安全に実施）

 ◯ 健康のび体操は加齢による全ての状態で、全身トレーニングとして活用が期待できる
　・健康のび体操は柔軟性の改善・不良姿勢の予防・中等度の筋トレ効果をもち、自助・互助での予防トレーニングとして活用が期待できる。



Protocol

グループ 体操実施前測定（8月9日） 健康のび体操（全15回） 体操実施後測定（10月4日）

健康のび体操群
血圧・脈拍・歩行機能・生活動作

機能・姿勢機能 30分間/週2回
血圧・脈拍・歩行機能・生活動作

機能・姿勢機能

実験全行程：約9週間

・実施期間　　：2ヶ月間（8月9日～10月4日） 

・対象　　　　：守山市自治体2地区(大林区・吉身中区）の本実験に賛同していただいた31名 
　　　　　　　　(男性13名・女性18名）平均年齢71.6±8.4歳 

・実施体操　　：１回30分　全15回/９週間 



両上肢健康のび体操実施内容

実施回数：各６回実施

肩甲骨・胸椎・胸郭運動 肩甲骨運動 肩甲骨・胸椎・胸郭運動 肩関節＿肩甲骨・胸椎・
胸郭運動



両上肢・体幹・両下肢健康のび体操実施内容

実施回数：各３回左右実施

両上肢・体幹・下肢運動 
１）上肢挙上 
２）体幹伸展 
３）下肢外転

両上肢・体幹・下肢運動 
１）上肢挙上 
２）体幹伸展 
３）下肢伸展

両上肢・体幹・下肢運動 
１）上肢挙上 
２）体幹伸展 
３）下肢外転



両上肢・体幹・両下肢健康のび体操実施内容

実施回数：各３回左右実施

体幹伸展（胸椎部伸展） 
胸郭拡張運動 
両上肢外転運動

体幹回旋（胸椎・腰椎部回旋） 
胸郭拡張運動 
両上肢外転運動



・自治会館（１～２指導者に対して１５～１８名）



・効果検証開始７週目



体操実施前 体操実施後 P値
身長 156.8±8.0 (cm） 157.3±7.6（cm） 0.02 　  (p<0.05) 
最高血圧 142±21.9(mmHg) 141±16.3(mmHg) 0.37
最低血圧 80±12.5(mmHg) 75±10(mmHg) 0.05        (p 0.05)
脈拍 80回/分 78回/分
握力（左側） 26.2 ±8.3 (kg) 26.9±8.7 (kg) 0.05         (p 0.05)
握力（右側） 27.9±8.3 (kg) 29.2±7.4 (kg) 0.001 　(p<0.01)
足指把持力（左側） 6.3±2.9 (kg) 7.5±3.5 (kg) 0.004 　(p<0.01)
足指把持力（右側） 6.1±2.5 (kg) 7.4±3.3 (kg) 0.002 　(p<0.01)
片足立ち（左側） 17.2±11(sec) 21±10 (sec) 0.01 　    (p<0.05)
片足立ち（右側） 19.4±11 (sec) 20.8±10 (sec) 0.39
寝返りテスト（左側） 4.8±1.8 (sec) 3.8±1.9 (sec) 0.0001 　(p<0.01)
寝返りテスト（右側） 4.8±2.0 (sec) 3.9±1.3 (sec) 0.001 　  (p<0.01)
歩幅テスト（２Step） 210±23 (cm) 219±21 (cm) 0.0003 　(p<0.01)
歩行テスト（TUG） 6.2±1.3 (sec) 5.2±1.0 (sec) 0.0001    (p<0.01)
胸椎弯曲度 35.5±9.1 (degree) 33.8±8.5 (degree) 0.03 　       (p<0.05)

　t-test : (p<0.05) (p<0.01)



Timed up and go test 
(TUG)

t-test (p<0.05) (p<0.01)

体操実施前 6.2±1.3 (秒)

体操実施後 5.2±1.0 (秒)

約１秒有意に減少

歩行スピード（TUG test）



・体操実施前8月9日　　                  ・体操実施後10月4日

※対象者の許可をいただいて添付



t-test (p<0.05) (p<0.01)

２Stepテスト　
大股2歩幅 ÷ 身長＝２step値

※歩幅が広い程歩行能力が高く転倒の危険性が低いとされている。

体操実施前 210±23 (cm)

体操実施後 219±21 (cm)

約９cm有意に増加

２Step test（歩幅テスト）



t-test (p<0.05) (p<0.01)

足指把持力　　
トレーニングによって強化可能であり，その効果として最大歩行速度の増加や片足立ち保持時間の延長，不安定板で評価する動的バラ

ンスの向上，閉眼片脚立位時の重心動揺軌跡距離の減少などの運動遂行能力が向上することが報告されている。

体操実施前 6.3±2.9

体操実施後 7.5±3.5

足指把持力

約1.2kg有意に増加



脊柱弯曲（円背）　　
・円背は脊柱起立筋の筋力低下や体幹筋力低下による腹圧の減少により胸椎部の後彎の著名な変化を示す。円背により脊柱の圧迫骨折

や日常生活動作・歩行動作に影響をもたらす。

体操実施前 35.5±9.1

体操実施後 33.8±8.5

胸椎後弯角度

約２度有意に減少

体操実施前 156.8±8.0

体操実施後 157.3±7.6

身長

t-test (p<0.05) (p<0.01)



【結果】
◯ 動作能力項目 
・歩行動作能力：２Step値（２歩歩幅）は有意に増加した(p<0.01)
・歩行動作　　：TUG（Time up to go test)は有意に減少した(p<0.01） 
・基本的日常生活動作：寝返りテスト速度は有意に減少した(p<0.01) 
・バランス能力：片脚立位持続時間(左側)は、有意に増加した（p<0.01） 

◯ 構造的機能　 
・姿勢：胸椎弯曲度は、有意に低下した（p<0.05） 
・構造：身長は有意に増加した（p<0.05） 

【結論】健康のび体操は、運動指導が簡便に高齢者自身が実施できるという利点があり、歩行能力
　　　　を始めとした日常生活活動維持・向上に有用であると示唆される。 



健康のび体操

株）ELT健康増進研究所

専用バンド

体操方法教授
地域リーダー育成

バンド購入

高齢者の社会参加 
・地域リーダー 

（ボランティア・自治会役員）
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