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地域在住の虚弱予備高齢者(プレフレイル)および虚弱高齢者(フレイル)の

QOL に対する地域ボランティア主導の在宅介入プログラムの影響

―ランダム化比較試験による検討―
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frail and frail older adults: a randomized controlled trial.
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================================以下抄録=================================

１．はじめに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

高齢化およびフレイル・プレフレイルの人数増加は深刻な健康関連問題である。いくつかの研究では、

虚弱症候群によって引き起こされる機能障害や自立への制限と、QOL 低下との関連性を提示している 1）。

一方、高齢者の QOL の低さが転倒や老人ホームへの入所を含む様々な負の健康転帰に関連があるこ

とを示す研究もある 2)。そのため、地域在住高齢者の QOL を高めるためには、生活スタイルへの介入が

必要である。著者らは地域のフレイルとプレフレイルの QOL を維持するための運動介入・栄養介入(健

康的な食事を摂取)を行う群と、社会的支援を行う群とを様々な QOL 領域をアウトカムとして比較するた

めにランダム化比較試験を行った。

2．方法＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

この研究は、2013 年 9 月から 2015 年 6 月まで、オーストラリアのウィーンにある医科大学社会予防医

学部の公衆衛生センターで行われた。285 名の高齢者がこの研究に含まれた。285 名のうち、取り込み

基準を満たした 80 人の参加者が無作為に身体トレーニングと栄養介入(Physical training and nutritional

intervention：以下，PTN)群 39 名と社会的サポート（The social support：以下，SOSU)群 41 名に割り当て

られた。

筋力トレーニングを行い、栄養指導について話し合うためにボランティアが週 2 回、プレフレイル・フレ

イルの家庭を訪れた。取り込み基準は、地域在住であり、SHARE-FI(消耗、食欲不振、弱さ、遅さ、低い

身体活動の 5 つの評価にて、患者をフレイル、プレフレイル、非フレイルとして 3 群に分類する)にてフレ

イル・プレフレイルと評価された者、MNA-SF(食事量や体重の減少などについて聴取する簡易栄養状態

評価表)に従った栄養失調を有する者、年齢は 65 歳以上、歩行補助の有無に関わらずに歩行が自立し

ている者とした。

PTN 群には 30 分間の運動が実施された。運動内容の内容は、5 分間のウォームアップと 6 個の筋力

トレーニング(ミニスクワット、腹筋運動、立位での股関節伸展練習、逆バタフライ、チェストプレス、ショル

ダープレス)とした。運動の頻度は 12〜15 回を 2 セット行った。SOSU 群には、週 2 回、社会的参加と認

知運動が実施された。評価項目として、身体機能の評価には、SPPB(バランス、歩行速度、立ち上がりで

構成される運動機能評価表)、身体活動量の評価には、PASE（余暇、家庭および仕事関連の活動など

の身体活動量を測定する患者立脚型アウトカム）を用いた。栄養状態の評価には、MNA®-LF（住居、体

重減少、薬の使用、BMI、食事の摂取量、腕・下腿の周径に関する 18 項目から構成）を用いた。QOL の
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評価には、WHOQOL-BREF（QOL の物理的、心理的、社会的、環境的側面を評価する）と、WHOQOL-

OLD (WHOQOL-BREF と組み合わせて使用され、感覚能力、自律性、過去・現在・未来の活動、社会

参加・死と死・親密さを評価する）を用いた。統計解析は、PTN 群と SOSU 群の群間比較に、対応のない

t 検定またはカイ 2 乗検定と F 検定を用いた。WHOQOL-OLD の領域と WHOQOL-BREF の領域に関し

てはグループ間の差異を評価するために、グループを被験者間固定因子とし、WHOQOL-OLD および

WHOQOL-BREF スコアを共変量として共分散分析を行った。さらに、多変量分析を用いて、ベースライ

ンからフォローアップにかけての栄養と身体的関連パラメータ（MNA®-LF スコア、SPPB スコア、最大握

力）の変化、および群間、性別、年齢、ほか様々な QOL 項目の関連性を推定した。

3. 結果＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

12 週間の介入終了後、すべての QOL 領域・最大の握力と MNA®-LF スコアに、2 群間に有意差は

認められなかった。ただし、PTN 群では全体的な QOL、社会的関係、社会参加において、群内での改

善が特に大きかった。合わせて、SPPB と PASE の身体活動関連パラメータは、SOSU 群と比較し PTN

群では有意な改善が示された。対して、SOSU 群ではどの QOL 評価においても有意差は見られなかっ

た。

4．結論＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

地域在住のプレフレイル・フレイルの QOL に対する、在宅での身体的・栄養的介入は、社会的支援の

みと比較して、QOL の有意な改善はなかった。本研究における身体的性能・活動は有意な改善を示して

いるが、身体的健康領域に有意な変化はなかった。アクティブなライフスタイルは高齢者の身体的機能

を維持すると予想され 3)、身体的健康に関連する分野でより高いレベルの QOL をもたらす 4）。本研究は

身体的健康領域においてより大きな価値を示すことができなかった。しかし、PTN 群内の改善はボランテ

ィアによる在宅での身体的・栄養的介入が影響を与えることを示している。

5.私見＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近年、要介護者は急増しており、地域包括支援システムの拡充が進められている。そして現在では疾

病になる以前での予防的な観点が重要視されている。その中で、プレフレイルやフレイルの地域高齢者

に対する運動的・栄養的な介入がもたらす影響を調査した論文は、大変勉強になった。私は、急性期病

院に勤めており、機能改善や、退院後の ADL ばかりに目がいき、患者の退院後の QOL の改善や、地

域高齢者の疾病予防などに目を向けることが出来ていなかった。今回の研究では、在宅での身体的・栄

養的な介入による QOL への大きな影響は認められなかった。しかし、そういった介入で人との交流・会

話をすることで、認知機能面の改善や、精神面の改善も期待できると考える。また、今回は 12 週の研究

であったが 12 週以上の介入により、身体的・栄養的な面でも更なる QOL の改善が見込まれるため、身

体的・栄養的介入は大切であると考える。理学療法士・作業療法士の数が増加している中で、医療機関

だけでなく、在宅や地域などに目を向け、予防的な介入をしていくことが重要であり、医療機関に従事し

ている者であっても、退院後の ADL・QOL を入院時より熟考し、入院の契機・再発予防について考える

など予防的な観点が大切であると実感した。
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