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高齢障害者の活動性と役割意識との関係について

一無拘束姿勢計測装置による解析結果をもとに一

村田和香*田中志信** 

An Analysis of Activity in Disabled Elderly by Posture 
Measurement and the Relationship between their Consciousness 

of their Occupational Roles in Family. 

Waka MURATA 
Associαte Professor， Depαrtment of Occupαtionαl Therα:py， 

College of Medicαl Technology， Hokkαido University 

Shinobu TANAKA 
Associαte Professor， Division of Biomedical lnformαtion Engineering， 

Depαrtment of Electricα1αnd lnformαtion Engineering， 

Fαculty of Engineering， YIαmαgαtα University 

Abstract 

The objective of this study was to examine the relationship between the daily activity of 
disabled eldery and their consciousness of their occupational roles as a member of a family. To 
analyze the daily activity of the elderly， a portable instrument for long四 termambulatory 
monitoring of posture change was adopted. The subjects in this study were six disabled elderly 
females aged from 71 to 83. Three of the subjects were housed in a facility of health care serv国

ices， and the remaining were living in their own homes. All of the subjects were interviewed in 
regard to their consciousness on their occupational roles as a member of a family. 

From the results obtained by the posture measurement， it was demonstrated that living 
conditions strongly affect a subject's posture change and activity levels， e.g.， the total dura-
tion of standing and stooped positions of the subjects in the facility were significantly shorter 
than in the homes. Of great interest was that the significant decrease in activity was observed 
in the subject who answered in the interview that she no longer had any important occupational 
roles in her family. These results strongly suggest that， for planning and implementing occupa-
tional therapy services for disabled elderly， it is very important not only to consider their liv-
ing conditions， but also to support their consciousness of being an indispensable person who is 
playing some role as a member of a family. 

Key words : Disabled elderly， Activity， Posture measurement， Roles 
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高齢者問題研究 No.14 1998 

はじめに

人口の高齢化が進む現在，豊かな高齢社会を実

現するための対策が大きな社会問題となっており，

作業療法においても， 高齢者の生活の質

(Quality of life，以下 QOL)に対する取り組み

は重要課題となっている。高齢者の QOL向上を

中心にとらえ，家族，あるいは外部からの支援に

よって，住み慣れた地域社会で高齢者自身が価値

をおく生活のできるようにすることの意義が大き

くなっているといえよう。

QOLは基本的な生活水準の達成を前提とした，

より高次の生活の実現を示唆するものである。健

康に関連していうと，これまでの医療サービスの

目標に含められなかったものが，現在求めらねて

いる。高齢者の場合には，特に健康度，あるいは

心身の虚弱化の程度によって QOLの中身は異な

ると考えられる1)， 2)，3)。主観的に捉えられる要素

が，健康度によって有意な影響を受けることは明

らかにされているが，客観的に捉えられる要素に

よって左右されることも容易に想定できる。した

がって，健康度や虚弱化の程度によって，そのレ

ベルに即した QOLを理解する必要があろう。ま

た，高齢者の QOLについて考慮すべき重要な点

は，現在の QOLを過去の生活や健康との関連で

とらえる必要があるということである。老年期に

おける過去の持つ意味は，どの年齢にもまして大

きしい)。客観的に捉えられる QOLの要素を含め

て，この観点からもさらに深めた概念形成が必要

と思われる。

リハビリテーションの対象となる高齢者の場合

は，老化による身体機能の低下に加えて，慢性疾

患や脳血管障害などの器質的な要因による障害を

合わせ持つものである。日常生活において何らか

の介護が必要になる場合が多く， これにより健康

のみではなく自分自身にも自信がもてず，自立性

の低下につながり，いわゆる「寝たきり老人Jと

なる危険性を常に含んでいる。したがって，日々

の生活の中で活動が保障されることは自信を得る

こととなり，充実感や満足感へつながることが期

待できる。高齢者が生活するであろう環境での活

動を保障するためのリハビリテーションプログラ

ムが必要となる。

日常生活に必要とされる運動，あるいは動作の

基本として姿勢がある。姿勢は，身体各部位の相

対的位置関係である構えと，身体全体の重力方向

に対する位置関係の体位からなる。立位を基本と

する静的姿勢は全ての動作の出発点となるもので

ある。効率の良い機能を考えるとき，常に良い姿

勢の保持に留意する必要がある。しかし，環境や

体格の個人差，習慣などの要因の組み合わせによ

り，なにが良い姿勢かは一概には言えない。高齢

者の姿勢を考えるときは，脊柱の変形による円背

や関節可動域の制限が加わり，すでに直立位がと

れないことに注意を払わなければならなし、。した

がって，良い姿勢とは，活動時にその姿勢がいか

に必要性に合致しているかということである。そ

こで， この姿勢を計測することによって，その動

作の内容を知ることもでき，活動能力も推定でき

るものと考えられる。

さらに，家族の中の位置づけや役割の自覚から

なる習慣が，個々人の環境への適応に差異をもた

らす要因としてあげられる 5)。過去と現在，そし

て未来を関連づける肯定的な自己の捉え方が，家

族の一員や主婦，あるいは友人という役割を通し

て高齢者に表現されるものと考えられる。

本研究は，高齢者の QOLを客観的に捉える要

素のひとつとして活動能力に注目し， 日常生活に

おける姿勢の変化を計測し，得られた結果と，生

活環境や役割などとの相互関係から検討しようと

するものである。

本研究の目的

本研究は，最終的には高齢者の QOLに対する

有効な作業療法を検討することを目的とするもの

である。今回は，客観的な QOLの指標としての

活動性を，日常生活における姿勢の変化から捉え

ようとするものであり，具体的には以下の点を目
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高齢障害者の活動性と役割意識との関係について

的とする。

(1)老人保健施設(以下，老健)入所中の高齢

者，および在宅で生活している高齢者の日常生活

下での姿勢の変化を計測する。老健と家庭という

異なる環境の中で，実際にどのような姿勢を多く

とっているのか，またどの程度の活動を行ってい

るのかを明らかにする。

(2)対象となった高齢者の自覚している役割を

把握し，日常の活動性との関係を検討する。

本研究の方法

1.対象者

北海道内の老人保健施設に入所中の高齢障害者

で，顕著な運動麻療を伴わず，かっ疾病による安

静や固定を必要としない 3名(老健群)と，.家庭

で生活している高齢者3名(在宅群)，合計 6名

の女性を対象とした(表1)。対象者の年齢は71

~83歳である。自覚している役割を調査検討する

ために，今回は女性に限定した。

老健群は札幌にある老健の入所者である。家庭

復帰を控えており， リハビリテーションを受療中

であり，身辺処理は自立している。また，知的問

題もなし、。

在宅群は過去に作業療法を受療した経験を持つ

が，生活上は何ら支障のないものである。全員が

家族と同居している。

これら対象者に研究の目的とその方法を説明し，

研究の協力を依頼し同意を得た。さらに，プライ

パシ一保護に関すること，すなわち，データは本

研究以外には使用しないこと，秘密を厳守するこ

表1.対象者の概要

対象者 年齢 概要

老健群 A 71 身辺処理自立、独歩

B 73 身辺処理自立、杖歩行
C 83 身辺処理自立、独歩

在宅群 D 71 家族と同居、独歩

E 74 家族と同居、独歩

F 79 家族と同居、独歩

と，苦痛に感じた場合には直ちに中止することを

保障した。

2. 方法

1 )姿勢計測装置および測定方法

図1に示す姿勢計測装置を対象者に装着し，姿

勢の変化を測定・記録した。本装置は直径15mm，

長さ30mmの超小型磁気式角度センサとメモリパッ

ク (25x 60 x 95mm， 130 g )からなる小型軽量な

もので，計測の負担はきわめて少ない。センサを

対象者の体幹，大腿，下腿にとりつけ，重力方向

に対する各部の角度から，その姿勢状態を無拘束

に計測・記録可能なものである 6)。

f尋られたデータはパーソナルコンビュータによ

り姿勢状態として，静止画と動画の 2種類のグラ

フィックに表示されるとともに，姿勢状態の出現

頻度や総積算時間等のデータが演算処理され， ヒ

ストグラム表示される。

図2は測定結果の一例である。対象者 Fの日

常生活下の姿勢変化の一部を静止画表示したもの

で， (a)は座位から立位， (b) は立位から座位

笥×曲X袋園

図1.無拘束姿勢計測装置の概要

ω~~~.1\司ベぐマ (rj付
(b) f {:マ"\)ずず判付与~~~

ω{{[fTTT何rfrr¥{ぐ({
図2.記録データの静止画表示例
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への姿勢変化を示し， (c)は歩行中のデータで，

各々の測定間隔は0.2秒である。これらのデータ

からは，立位から座位の姿勢の変化には 2秒程度

の時間を要していること，歩行周期が 2秒で体幹

の前傾が観察されることなど，日常生活下の姿勢

が極めて細部にわたり記録可能である。

本研究では，午前8時~午後8時までの12時間

を1日とし，測定中の姿勢変化は0.2秒間隔で記

録した。各対象者に期聞をおいて2回の計測を行っ

た。平日と休日による老健の職員配置や家庭での

家族のスケジュールが異なるので，本報での測定

は平日に統ーした。

2 )面接

対象者の自覚している日常生活における役割に

関する情報を得るために，姿勢計測と別の日に面

接を実施した。

面接の場所は生活の場，すなわち老健群の場合

は対象者の居室で，在宅群では訪問時に通された

部屋で行った。

面接は「現在の生活」と「役割J等を中心に行っ

た。質問の仕方は一律ではなく，高齢者の理解の

程度や話の流れによって異なった。

面接時間は，一人当たり30分から 2時間程度で

あった。

対象者の了解のもとに，面接内容を録音した。

3)分析方法

得られたデータから，各対象者の姿勢変化数，

移動時間，各肢位での活動および休息時閣をもと

め，環境や役割意識による違いからその活動性を

比較検討した。

結果

1.姿勢の変化からみた活動状態

各々の対象者には 2回の測定を実施したが，そ

の結果に違いはみられなかった。そこで，姿勢計

測装置に，より慣れたと思われる 2回目を分析対

象とした。

今回解析に用いた姿勢群を表 2に示す。姿勢

0，1が仰臥位， 2 -23が座位(うち 2-8が体幹

後傾位， 20-23が前傾位入 24が屈み位， そして

25-38が立位である。この立位の中には歩行も含

まれており，立位での活動と移動となる歩行は動

画により区別した。

測定した12時間全体を， この姿勢群と動画から，

休息姿勢，活動姿勢，および歩行を含めた移動の

時間に分類した(図 3)。活動姿勢をとる時間は，

老健群のAが最も少なく，在宅群のEが最も多かっ

たが，他の 4名に差は認められず 2群聞による

相違はなかった。また，休息姿勢の時聞をみると，

老健群のAとCは在宅群より多かったが， Bは在

宅群よりも少なかった。移動の時間では，老健群

Bと在宅群Dに多くみられた。以上のように，活

動，休息，および移動の占める姿勢の解析結果か

らは，老健群と在宅群聞に差はみられなかった。

しかし，移動に関しては老健群は歩行のみである

のに対し，在宅群にはいざり移動がみられるとい

う違いがあった。

次に，活動姿勢をとった時間について詳細に分

析した。移動方法に環境による差がみられたため，

y 

表 2.解析に用いた姿勢群
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図3.対象者の姿勢解析結果
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表 3.活動時の姿勢変化数および各姿勢の平均時間とその回数

対象者姿勢変化 立位 屈み位 椅座位

(関数) 時間(分)回数 時間(分)回数 時間(分)回数

A 71 1.2 24 2.5 6 3.4 25 

B 91 1.4 30 O O 4.8 28 

C 27 1.2 21 1.5 8.9 21 

D 99 0.8 36 1.1 20 2.4 24 

E 107 1.3 42 0.9 24 2.2 26 

F 160 0.5 69 0.8 21 1.9 39 

移動をのぞいた活動時聞を分析対象とした。表3

は活動時間の姿勢変化，すなわち立位から屈み位

や椅座位，あるいはその逆の姿勢へと変化Lた回

数，および各々の姿勢を維持している平均時間と

その回数である。

姿勢変化数は，老健群より在宅群に多くなって

いた。また，立位と屈み位の回数は老健群より在

宅群に多くみられた。さらに，その姿勢の平均時

間は短いものであったことから，在宅群では姿勢

の変化が短い時間に頻繁に生じていたことがわか

る。

活動時の姿勢としては，全体的に椅座位をとっ

ている時聞が長い傾向にあり，特に老健群に顕著

にみられた。

老健群の特徴としては，屈み位の少ないことが

上げられる。また，立位をとる回数は少ないが，

立位をとっている平均時間は 1分以上と長いもの

であった。

これに対して，在宅群では 3人の対象者が同じ

頻度で屈み位をとっており，立位をとる回数も老

健群より多かった。

2. 対象者の自覚している役割と活動

表4は対象者が自覚している役割と，その役割

がどのように変化してきたかをまとめたものであ

る。

表 4. 自覚している役割の変化

現在

対象者 過去
終了した役割 継続している役割

A 主婦、家族の一員 主婦、家族の一員 何も持たない

B 主婦、家族の一員、友人 主婦、友人 家族の一員

C 主婦、家族の一員 主婦 家族の一員

D 主婦、家族の一員、勤労者 主婦、勤労者 家族の一員

E 主婦、家族の一員、友人 主婦 家族の一員、友人

F 主婦、家族の一員、友人 主婦 家族の一員、友人
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過去において，対象者のほとんどが主婦や家族

の一員としての役割を自覚し，週日の活動がその

役割と結びついていたと理解していた。特に，調

理や買い物，掃除，洗濯など、の家事を中心に姿勢

の大きな変化を伴う活動が多かったことなど，主

婦の役割が対象者の活動を大きく占めていたこと

を認識している。主婦の役割は，子ども家族との

同居により終了したというものと，疾病や障害に

より中断したものとに分けられた。

老健群の現在の役割では，対象者 BとCは老

健入所により家族と離れてはいるものの，家族の

一員として役割を果たしていると認識していた。

そのため，居室でも家族のために何らかの創作活

動や手芸をしたり，あるいは，退所後の孫との散

歩を楽しみに老健内を歩くことが多かった0・しか

し， Aは家族と離れた孤独感が強く，家族の一員

としての意識を持てないままおり，種々の活動に

も消極的でベッド上で過ごす時間が多くなってい

た。

在宅群は皆家族と同居しており，母としての子

どもとの関係や，祖母との孫との関係など、から，

家族の一員としての役割を認識しているものが多

かった。これに加え，対象者EとFは友人の役割

を持っていた。友人の訪問やともに出かけること

により，姿勢変化や移動など活動時聞が増えてい

fこ。

考察

1. 2つの環境における活動時の姿勢変化につい

て

本研究では，老健と家庭という異なる環境の中

で生活する高齢障害者の活動量を姿勢から検討し

た。計測した12時間における活動，休息，および

移動の占める割合は，対象者によるばらつきがみ

られるものであった。これは対象者のおかれた環

境に加え，役割から来る生活習慣などによる違い

の影響と考えられる。

注目すべき点は，老健群と在宅群の環境による

移動方法の違いがみられたことである。すなわち，

16 

老健群は歩行中心の移動であり，在宅群では，こ

れにいざり移動が加わっていた。日本の住宅は洋

風化し，床にカーペット，テーフールと椅子，ベッ

ドなどと変化している。しかし，床やカーペット

の上で横になったり，椅子やベッドの上で正座す

るといった姿が多く見られる。老健ではスリッパ

などの室内履きをはき，床に横になることはほと

んどない。また，移動も家庭の中では立ち上がら

ずとも，いざりや四這位，寝返りなどで行うこと

も多く，老健とは大きな違いとなろう。家庭では，

体位変換途中の姿勢が多いことが本研究の結果か

らも理解できる。

移動を除いた活動時間の姿勢をみると，在宅群

に立位と屈み位の回数が多かったのに対して，老

健群では椅座位の姿勢が多かった。老健の居室で

の活動は，個人のスペースであるベッド上で行わ

れることが多いことによるものと思われる。

2.役割と活動性との関係について

対象者によって語られた内容から， これまでの

人生の中で娘，母，祖母といった家族の一員とし

ての役割，家事や家計管理を中心とする主婦の役

割，友人，勤労者の役割などを持っていた自覚が

うかがえた。中でも，主婦や母の役割は，家事や

育児など、の話を中心にいきいきと語られていたこ

とからも，大きな意味を持っていることがわかる。

これらの役割は障害や疾病により中断されたと感

じているものもいたが，ほとんどはその事実を自

然なことと受け入れていた。これらの役割は過去

のものではあるが，高齢女性にとって，自己概念

の形成や満足度につながっているものと思われる。

現在の役割は，祖母といった家族の一員として

のものであるが，この役割を果たすための活動と

して大きな姿勢変化を予測されるものはない。し

かし， この役割から生ずる「創作活動の作品を家

族にプレゼン卜することJ，I家族と一緒の散歩や

外出J，I家族が見舞いに来た時，よくなっている

と喜ぶ顔がみたLリなど，家族のためという目的

が活動につながっていることがうかがえた。老健
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るといった姿が多く見られる。老健ではスリッパ

などの室内履きをはき，床に横になることはほと

んどない。また，移動も家庭の中では立ち上がら

ずとも，いざりや四這位，寝返りなどで行うこと

も多く，老健とは大きな違いとなろう。家庭では，

体位変換途中の姿勢が多いことが本研究の結果か

らも理解できる。

移動を除いた活動時間の姿勢をみると，在宅群

に立位と屈み位の回数が多かったのに対して，老

健群では椅座位の姿勢が多かった。老健の居室で

の活動は，個人のスペースであるベッド上で行わ

れることが多いことによるものと思われる。

2.役割と活動性との関係について

対象者によって語られた内容から， これまでの

人生の中で娘，母，祖母といった家族の一員とし

ての役割，家事や家計管理を中心とする主婦の役

割，友人，勤労者の役割などを持っていた自覚が

うかがえた。中でも，主婦や母の役割は，家事や

育児など、の話を中心にいきいきと語られていたこ

とからも，大きな意味を持っていることがわかる。

これらの役割は障害や疾病により中断されたと感

じているものもいたが，ほとんどはその事実を自

然なことと受け入れていた。これらの役割は過去

のものではあるが，高齢女性にとって，自己概念

の形成や満足度につながっているものと思われる。

現在の役割は，祖母といった家族の一員として

のものであるが，この役割を果たすための活動と

して大きな姿勢変化を予測されるものはない。し

かし， この役割から生ずる「創作活動の作品を家

族にプレゼン卜することJ，I家族と一緒の散歩や

外出J，I家族が見舞いに来た時，よくなっている

と喜ぶ顔がみたLリなど，家族のためという目的

が活動につながっていることがうかがえた。老健

7 
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入所などにより家族と離れた場合，孤独感が前面

に出ると，この役割意識を持つことができず，活

動性の低下にもつながっていると考えられる。

在宅の高齢者の場合には，友人の役割が大きな

意味を持ってくる。友人の訪問，ともに外出する

ことなどが，積極的な活動を増大することへつな

がっている。家庭の限られた空間内では，移動を

中心とした活動能力を維持するには限界がある。

3.作業療法プログラム

高齢者が家庭で生活するというリハビリテーショ

ンの目標をたてる場合，生活する環境で高齢者自

身が価値をおく役割を果たすために必要な活動性

を評価しておくことが大切といえよう。家庭生活

では，老健以上に立位での作業や，屈み位など体

位変換の途中の姿勢が必要とされている。不安定

な状態になりやすいこれらの姿勢の安全性や耐久

性の評価も重要である。このための作業療法プロ

グラムとして，高齢者の役割意識を把握した上で，

役割拡大も考慮し，それらの役割を果たすために

家庭で行うであろう活動を，姿勢の変化や耐久性

などの点からも細かに分析し，類似の作業や環境

を設定して行くことが必要と思われる。

また，日本の高齢者の余暇活動はごろ寝やテレ

ビ、視聴中心で，活発とはいえない7)。老健の居室

で過ごす場合も，明確な目的のない場合はやはり

テレビ視聴の占める割合が増えている。これは家

庭においても同様といえよう。したがって，老健

入所の時から家族の一員としての意識をもてるよ

う配慮することが必要である。

主士 事会
'1‘ロ ロ聞

本研究は，客観的な QOLの指標として日常生

活における活動性を姿勢の変イヒから捉え，高齢者

のQOLに対する有効な作業療法を検討すること

を目的としたものである。本研究の結果，以下の

知見が得られた。

(1)高齢障害者の活動量は，環境の違いに加え，

役割から生ずる生活習慣などによる違いがみられ
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fこ。

( 2 )老健での移動は歩行中心であり，家庭では

これにいざりや四這いなどの方法が加わっていた。

また，全般的に椅座位での活動が中心であったカえ

家庭では立位と屈み位の占める割合も多かった。

(3 )家族の一員や友人という役割意識を持つこ

とにより，活動量を増大する結果につながってい

fこ。

(4 )退所後の生活環境や対象者の価値をおく役

割意識を配慮した作業療法プログラムが，対象者

の活動性を増すことにつながるものと考えられた。
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