地域理学療法

Clinical Question 4
施設入所高齢者に対する運動療法（筋力強化運動、バランス練習、歩行・
ADL 練習、有酸素運動）は推奨されるか
推奨

施設入所高齢者に対して、運動療法を行うことを条件付きで推奨する.

□推奨の 条件：あり
・日常生 活動作能力 の改善を目 的とする場合
□推奨の 強さ：条件 付き推奨

□エビデンスの強さ：

弱い

□作成グ ループ投票 結果
当 該介 入に反対

当該介入に反対 する

当該介入・対照双方に

当該介入の

当該介入の

する強い推奨

条件付き推奨

対する条件付き推奨

条件付き推奨

強い推奨

0％

0％

0名

0名

0％

0名

100％

11 名

0％

0名

推奨なし

％

名

◆CQ の構成要素（PICO）
P（Patients，Problem，Population）
性別

指定なし

年齢

60 歳以 上

施設入所高齢者
疾患・病態

（備考：要介 護度や疾患 ・障害の種

その他

類等は問わな い）
I（Interventions）／C（Comparisons, Controls, Comparators）のリスト
運動トレーニング介入 /

非介入あるいは通 常ケア

（備考：運動療法以外の 介入を併用してい る論文は除 外）
O（Outcomes）の リスト
Outcome の 内容
O1

筋力（膝伸展 筋力、握力、立 ち上がりテス ト）

O2

バランス能力 （片脚立位、BBS）

O3

歩行能力（通 常・最大歩行速 度、TUG、6MWD）

O4

日常生活動作 能力（BI、FIM)

O5

身体活動量

O6

精神心理機能 （GDS、MMSE）

解説
◆CQ の背景
一般的に施設入所高 齢者は地域在住高齢者と比較して、身体機 能、精神・心 理機能、 認知機
能のいず れも低下す る傾向がみ られる。さらに施設入所高齢者は活動性が 低く、日中 の活動的
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な時間帯 であっても 、座位・臥 位で過ごす不活動な時間が多いとされてお り、この活 動性低下
によって 、さらに廃 用による機 能低下が進行するという悪循環が生じてい ることが指 摘されて
いる。こ の悪循環を 断ち切るた めには、機能低下予防に対する積極的な介 入が必要で あり、そ
の手段の ひとつとし て運動トレ ーニングが挙げられる。筋力トレーニング やバランス ・歩行ト
レーニン グなどの運 動トレーニ ングは身体機能向上に対する直接的効果の みならず、 活動性向
上や精神 心理機能向 上に対する 間接的効果も期待できる。
以上より、施設入所高 齢者に対する運動療法の効果について明 らかにする ことは重要 な臨床
課題であ ると考えら れる。
◆エビデンスの評価
システマティックレ ビューの結果、該当する論文は 25 編あり（ すべて RCT）、アウトカム別
にみると 筋力は 9 編

1-9）

、バラン ス能力は 7 編

2,5,9,14,18-20）

、身体活動 量 2 編

7,9-14）

、歩行能力は 16 編

9,14）

、精神心理機能 12 編

2,4,13-15,18,20-25）

1,3,4-9,11-18）

、ADL は 7 編

であった。

アウトカムのエビデ ンスの強さについて、筋力の指標である膝伸展筋力は［非常に弱（D)］、
握力および立ち上が りテストでは ［弱 （C)］であった。バランス能力の指標である片脚立位保
持時間、BBS（Berg Balance Scale）はいずれも［弱（C)］であった。歩行能 力について、 最
大歩行速度および TUG (Timed Up and Go)は［弱（C)］、通常歩行速度および 6MWD（6 minute
walk distance;６分 間歩行距離）は［非常に弱（D)］であった。また、日常生活動作能力につ い
て、BI (Barthel Index)は［非常に弱（D)］、FIM (Functional Independence Measure)は［弱
（C)］であり、身体活動量は［弱（C)］であった。精神心理機能（Geriatric depression scale;GDS、
Mini Mental State Examination; MMSE）はい ずれも［非常に弱（D)］であった 。
以上のように、アウトカム 重要性 7 以上の益のアウトカムのいずれ においても エビデンス の
強さは［弱（C)］または［非常に弱（D)］であったため、全体的なエビデンスの強さは［弱（C)］
とした。
◆益と害のバランス評価
メタアナリシスの結 果、施設入所高齢者に対する運動療法の望 ましい効果 として、日 常生活
動作能力 において有 意な効果が 認められている【FIM（4 件）；SMD 0.18, 95%CI 0.03～0.33、
BI（ 5 件 ）；SMD 0.57, 95%CI 0.00～1.14】。筋力、バランス能力、歩行能力、身 体活動量 、精
神心理機 能には有意 な効果が認 められなかった。
一方、運動療法の有害 事象について調査している研究はみられ ない。施設入 所高齢者 にとっ
て ADL 向上効果の 意義は非常に大きく、望ましい効果（益）が望ましくない効果（害）を上 回
る可能性 が高いと考 える。
◆患者の価値観・希望
施設入所高齢者が運 動療法に期待する効果として、筋力やバラ ンス能力と いった運動 機能や
歩行能 力、ADL、活動性等を重 視し、重要なアウトカムと して大きな価値を持 っている ことに
ついて多 様性はほと んどなく、 価値観のばらつきは少ないと考える。
◆コストの評価
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施設入所高齢者に対 する運動療法にコストはかかるものの、本 邦においては 保険診療 範囲内
の比較的 少ないコス トで実施可 能である。
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