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骨盤底筋トレーニングが高齢女性の切迫性尿失禁と転倒リスクに与える影響 

 

訳者： 東京医科歯科大学病院 永見 倫子 

 

１．はじめに 

加齢による形態的、機能的、認知的能力の低下により、日常生活活動は制限されて生活の質は低下す

る。年齢とともにバランス能力も低下するため、姿勢制御が妨げられ転倒リスクも高くなる。また、高齢女性は尿

失禁(Urinary incontinence: UI)など下部尿路機能障害の有病率が高く、特に過活動膀胱

(Overactive Bladder：OAB)を有する女性は転倒リスクが高いことが明らかになっている 1)。転倒発生頻

度は夜間に多く、夜間頻尿に伴うトイレへ移動回数の増加は転倒リスクを高めると考えられている。 

これまで、尿失禁を有する女性は、尿失禁のない女性と比較して日常生活動作の動作遂行能力が低下し

ていること、活動性と二重課題の遂行機能も同様に低下していることが明らかになっており 2)、それらは転倒リス

クの悪化につながる。つまり、尿失禁のある女性は日常生活上での転倒リスクが高いと考えられる。 

これまでのシステマティックレビューでは、転倒と転倒不安に対する介入の効果に焦点を当てた研究の必要性

が示されているが、二重課題と組み合わせた骨盤底筋トレーニング(pelvic floor muscle training 

combined with dual tasks：PFMT-DT)の効果はまだ明らかにされていない。 

本研究の目的は、(Ⅰ)切迫性尿失禁(urge urinary incontinence：UUI)を有する高齢女性に対す

る身体トレーニングと PFMT-DT の効果を評価すること(Ⅱ)介入によるバランス能力・転倒リスク・転倒不安へ

の影響を明らかにすることとした。 
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2．方法 

2-1.対象 

対象は、泌尿器科の検査で UUI と診断され、バランス能力低下を認めた 65 歳以上の女性(POMA＜

24)とした。除外基準は、(1)認知機能障害を有する(MMSE<27)、(2)既往に脳卒中、頭部外傷、明らか

な視覚障害や聴覚障害がある、(3)重篤な内科的、整形外科的および腫瘍学的疾患を有する、(4)開始前

の検査が困難、(5)研究に対する同意を得られなかった者とした。 

2-2.研究デザイン 

高齢者向けの関連団体に協力を募り、地域に住む 105 名の女性が登録された。そのうち 17 名を除外基

準に従い除外し、残りの 88 名を介入群と対照群の二群に無作為に割付けた。介入期間は 12 週間とし、介

入前後に評価を実施した。 

介入プログラムを完遂できなかった対象は介入群 4 名、対照群 4 名、計 8 名で、トレーニングの継続率は

91％であった。 

2-3.評価項目 

評価項目は、尿失禁に関する評価には国際尿失禁会議質問票 (ICIQ-SF)、排尿日誌、過活動膀胱

質問票(OBA-q)とした。排尿日誌では日中及び夜間の排尿回数、尿意切迫感の回数と UUI のエピソードを

記録した。転倒リスクの評価にはティネッティスコア(Tinetti’s performance oriented mobility 

assessment：POMA)、転倒不安の評価には転倒自己効力感評価(Fall Efficacy Scale：FES)を用い

た。バランスの評価には、Timed up and go test：TUG と、TUG に二重課題を加えた Timed up and 

go test with dual tasks：TUG-DT を、日常生活動作の評価には Barthel Index：BI をそれぞれ用

いた。また、抑うつの評価として老年期うつ病評価尺度(GDS)を、認知機能の評価としてミニメンタルステート検

査（MMSE)をそれぞれ行った。 

2-4.介入方法 

両群は、下肢の筋力強化訓練(10 分)、静的および動的バランスのためのトレーニング(10 分ずつ)の計 30

分を週に 3 回、理学療法士の指導のもと実施した。介入群はそれに加えて①骨盤底筋群の解剖学・生理

学・および機能に関する学習②水分摂取など生活習慣の指導や膀胱訓練などの行動療法を、それぞれ 1 回

実施した。また③様々な肢位での骨盤底筋トレーニング(PFMT)(1 か月目は 30 分間、2-3 か月目は 20 分

間)④PFMT-DT(2-3 か月目に 10 分間)を週に 2 回、理学療法士の指導のもと実施した。 

PFMT-DT では、認知課題と共に骨盤底筋トレーニングを実施した。認知課題の内容は、a.道順の説明な

どのイメージの想起 b.単語の想起や綴りなどの言語流暢性課題 c.計算や数を数えるなどの数学的認知課題 

d.質問への回答などの歩行中の認知課題 とした。 

2-5.統計解析 

介入前の群間比較には対応のない t 検定を用い、群内の比較には対応のある t 検定を用いた。介入前後

の介入群と対照群の差は、一般化線形モデル(GLM)を用いた混合モデル分散分析によって検定された。有意

水準は 5％とした。効果量は偏イータ 2 乗偏相関比を算出し、Cohen の基準に基づき分類した。統計解析

には SPSS Statistics for Macintosh、 Version 27.0 を用いた。 
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3. 結果 

3-1.結果 

介入群(年齢 74.8±4.1 歳 、BMI26.4±3.3kg/m2)と対照群(年齢 76.2±11.9 歳、BMI25.9±

2.6kg/m2)の基本属性には有意な群間差を認めなかった。両群の転倒リスクは POMA によると中等度であ

り、GDS においては両群に軽度の抑うつが確認された。対象者の転倒歴は、転倒歴なし 53.8％、転倒歴 2

回 21.3％、転倒歴 2 回以上 24.9％であった。12 週間の介入期間中、転倒は報告されなかった。 

介入前の各評価項目では、有意な群間差を認めなかった。 

介入後の尿失禁に関する評価項目では、日中排尿回数(p≦0.001、効果量大)、夜間排尿回数(p≦

0.001、効果量大)、24 時間あたりの排尿切迫感を感じた回数(p≦0.04、効果量小)、24 時間あたりの切

迫性尿失禁の回数(p≦0.001、効果量小)、ICIQ-UI-SF(p≦0.001、効果量大)、OAB-q(p≦0.001、

効果量大)で有意な群間差があり、対照群よりも介入群の方が奏功した。 

また介入後の転倒に関する各評価項目では、POMA バランススコア(p≦0.001、効果量大)、POMA 歩

行スコア(p≦0.001、効果量大)、POMA 総合スコア(p≦0.001、効果量大) 、転倒不安評価 FES(p≦

0.001、効果量小)で有意な群間差があり、対照群よりも介入群の方が奏功した。しかし TUG と TUG-DT

では有意な群間差を認めなかった。また、ADL の指標である BI では有意な群間を認めなかったが、介入群で

点数の増加が見られた。 

3-2.研究の限界 

本研究の限界は、介入の長期的な効果が検証できなかった点、転倒の報告が終了後の自己申告のみであ

った点である。今後は、介入の効果について、経過を追って定期的に評価することが必要である。 

 

4．結論 

二重課題と組み合わせた骨盤底筋トレーニングは、過活動膀胱と切迫性尿失禁の症状改善に有効な介

入であることが示された。また POMA によると 21％（19.2 ± 2.7% から 23.20 ± 3.25%）転倒リスクを

軽減することができた。今後、PMFT 単独の効果と PMFT-DT の効果の差に焦点を当てた調査が必要であ

る。 
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5．私見 

本研究により、PFMT および PFMT-DT は UUI に対してのみならず転倒リスク軽減にも効果があることが示

された。これは、骨盤底筋がインナーマッスルのひとつとしての働きを持つため、体幹の安定性や立位バランスに

影響を与えたためと考えられる。また、PFMT に認知課題を加えることでより応用的なバランス能力の獲得に効

果があったと考えられる。このように、PFMT や PFMT-DT は高齢者の尿失禁に対し有効で、試みられるべき治

療方法のひとつである。さらに高齢者の転倒リスクの軽減、ADL の向上を目的にそれらを運動療法に組み込む

意義は大きい。しかし、本邦では、PFMT が積極的に臨床場面で実施されているとは言い難い。下部尿路症

状に対する理学療法介入は一般的に保険診療対象外であり、また尿失禁に対する考え方や羞恥心などから

医療へつながりにくく、潜在的な尿失禁患者の存在が多いことも指摘されている 3)。一方で尿失禁があることで

羞恥心や心理的な不安を持ち、基本的生活や対人関係、社会活動などの QOL にも影響があることが示唆

されている 4)。昨今、本邦においてもウィメンズヘルス領域の活動が広がりつつある。また、女性泌尿器科で理

学療法士の診療を取り入れる病院も少数ではあるが散見される。今後、更なるエビデンスを積み重ね、尿失禁

に対する理学療法士の介入が一般的になることが望まれる。そのことが、尿失禁への効果のみならず、転倒予

防や ADL 及び QOL の改善など、介護予防にも繋がっていくことを期待したい。 
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