ポールウォーキング講座で
みんなで楽しく介護予防

この日の講話は、
「家庭でできる簡単フットケア」
。
日本ポールウォーキング協会のインストラクターで
足・靴・歩行のトータルフットケアサロン「Mint
Mam」のフットセラピスト・平岡裕美子さん（写真
左）がレクチャーした。

歩行機能アップを実証した超高齢社会を切り開く処方せん
ノルディックウォーキングあるいはポールウォーキングがシニア層の間でちょっとした話題になっている。最近、
NHK などテレビで取り上げられる機会が増えてきたからだ。そんな中、高齢者に楽しさをもたらしそうなポー
ルウォーキングに“科学の眼”を入れ、効果検証を行いながら健康づくり、仲間づくり、地域づくりに活用して
いりあらい

いる地域も出てきた。東京都大田区の地域包括支援センター入新井の管轄地域だ。つまらない、参加者が集ま
らない、と言われる介護予防事業に風穴を開け、超高齢社会を明るいものにしてくれそうな現場を取材した。

東京都大田区地域包括支援センター入新井管内の ポールdeウォーク講座
背筋がすっと伸び、不安も軽減

は「要支援2」相当。普段は、かなり腰

同センターを中心に、介護事業所

楽しく歩いて歩行力アップ

が曲がっているが、
ポールを手にする

や不動産会社、百貨店などの企業を

と姿勢が見違える。前傾姿勢から解

含め70を超える事業所からなる高齢

放され、背中や腰にかかっている負担

者見守りネットワーク
「みま～も」
（書籍

びる。腰や肩の負担も減り、楽に歩け

も随分と和らぐ、
と話す。
毎 回 、工 夫 の 凝らさ れた 講 話と

資源が織りなす地域ネットワークづく

段より強く蹴り出せるから、足の筋力

ポールウォーキングの実技で構成さ

り』
〈ライフ出版社〉）、
ウォーキングの

もついてきたみたい」

れる「講座」を楽しみにしており、歩く

研究やポールウォーキングの普及活

機会を増やすためにと
「マイポール」

動等を行う一般社団法人木谷ウオー

歳）。以前からつながりがあった大田

も購入した。
「ここで新たにできたお

キング研究所、さらには高齢者福祉

区地域包括支援センター入新井（ル

友だちもいて、買い物など外出の機

工学の立場からこの講座の効果検証

ビ：いりあらい）のスタッフに勧めら

会もさらに増えたんですよ」。嬉しそ

を行う東京医療保健大学の山下和彦

れ、ポールウォーキング（シニア向け

うな笑顔が弾けた。

研究室などが協働で展開する。
「講座」は毎週水曜日、10時から

ノルディックウォーキング）の「講座」
に週１回通っている。前向きな性格で

講話＋実技で構成される

90分間。会場は、商店街の空き店舗

自立もできているため、要介護認定

週1回、3か月間の「講座」

を改修したお休み処「アキナイ山王」
とその裏口からつながる児童公園。

は受けていない。
しかし、持病である
脊柱管狭窄症の影響もあって、状態
ポールを使ったエクササイズに励む
矢田 サトミさん（写真左）
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『地域包括ケアに欠かせない多彩な

るんですよ。転ぶ不安もなくなり、普

そう話すのは、矢田サトミさん（77

取り上げられる。
講 話 が 終 ると、い よ い よポ ー ル
ウォーキング。ポールを使ったストレッ
チで入念に体をほぐすと、
参加者たち
は各々ポールを手にリズムよく、そし
てポールさばきも軽やかに歩き出す。
ポールを使うからだろうが、
歩幅は広

いりあらい

「ポールを持つと、背筋がすっと伸

にしがちな
“足元”
の話題が積極的に

65歳以上のシニアを対象にポー

毎回、20名ほどのいわゆる虚弱高

ルウォーキングの講座をスタートさ

齢者が参集する。看護師資格を持つ

せたのは、大田区地域包括支援セン

ポールウォーキングのインストラク

ター入新井。講座の名は、
「 スマート

ターや地域包括支援センターの保

に華麗に！ 転びにくい足を目指して！

健師らが血圧測定や簡単な問診を行

シニアのみなさんもはじめてみませ

い、体調を把握する。その後にはじま

んか？ポールdeウォーク」。狙いは、

るのが、20分程度の講話だ。運動に

「地域の高齢者（同士）が楽しく身体

よる生活習慣病やロコモティブシン

を動かし、仲間をつくり、その人なり

ドロームの予防効果など健康をテー

の健康を手に入れるとともに、支え合

マにしたものはもちろん、歩き方のコ

いの基盤をつくり、地域を活性化する

ツ、靴の選び方・正しい履き方、足指の

こと」だ。

機能を低下させない正しい爪の切り

全 日 本 ル ディック・ウォー ク 連 盟 の ベテ
ランインス トラ ク タ ーで 看 護 師 資 格 を 持
つ三原芳枝さん（写真中央）
。醸し出す雰
囲気に参加者の笑みもこぼれる。

方、足の手入れといった高齢者が疎か

めで、
歩行スピードも速い。だが、
無理

さまざまな歩き方を指導するのは、全日本ノル
ディック・ウォーク連盟のインストラクターで
アメリカスポーツ医学会ヘルスフィットネスス
ペシャリストでもある芝田竜文さん（写真中央）
。

は禁物。
「無理はしないで。もう若くな

なり、思い切って体重を前方に預けら

いんだから
（笑）
。人生を長く歩むには

れるので、前足部で強く蹴り出せる。

マイペースですよ」。ベテランインスト

理想的な歩き方を体も思い出すので

運動だけでは向上しない。足の筋力

ラクターのアドバイスが笑いを誘い、

しょう」

アップとともに、制御機能をつかさど

楽しげな雰囲気を醸し出す。

足腰に不安があれば、蹴り出しが弱

る前足部の状態の改善がなされなけ

くなる。すると足が上がらず、歩幅も

れば、転倒予防は夢のまた夢だ。介護

大学の協力で効果検証を実施

狭くなり、歩行速度が落ちて、不安定

予防事業が今一つ効果を出せないで

下肢機能、歩行機能が向上

になって転倒に至る。そうした負の連

いるのは、
この辺りに原因があるのか

鎖がポールウォーキングによって解消

もしれない。

3か月間、計12回のこの「講座」で

されるという見立てだ。強い蹴り出し

「私たちの別の調査では、高齢者の

は、初回と最終回に下肢機能の測定

を可能にするポールウォーキングが

約6割に足、
とくに前足部に巻き爪や

を行っている。この点が、他では見ら

直接、転倒予防につながる機能の向

浮き指、タコ、外反母趾といった足の

れない特色だ。

上に寄与するというわけだ。

変形や異常が見られました。さらに、

驚かされるのは、図に示した効果で

山下教授はもう一つ、
「セルフフッ

加齢による膝や腰などの痛み、そし

ある。今年5月から7月に実施された

トケアを組み合わせていることも効

てそれらをかばった結果、すり足のよ

「講座」の第1期生17名（69～92

いている」と付け加える。実は講話で

うな歩き方になり、転倒リスクが高ま

歳）を対象に、下肢筋力、バランス機

は毎回、必ず参加者に自宅でセルフ

る。ポイントは、筋力アップというエン

能、歩行機能を測定したところ、実施

フットケアを行っているかを確認して

前後ですべての項目が改善していた

いる。山下教授も初回と最終回の測

のだ。測定と解析に当たった協働実

定時に、各自に結果をフィードバック

施者である東京医療保健大学医療情

しつつ、その重要性とともに、
「お風

報学部の山下和彦教授は、次のよう

呂に入ったときに足裏を入念にマッ

に説明する。

サージしてください」
「そのときに床

解説
かんたん用語
ポールウォーキング と
ノルディックウォーキング ?
北欧で誕生したウォーキングエクササイ
ズ。2 本のポールを使うのが特徴で、クロ
スカントリースキーの選手が夏場の体力維

「足部に特別な筋トレを施したわけ

に新聞紙を敷いて足指でたぐり寄せ

でもないのに、これだけの効果が出

る新聞紙ギャザーを行ってください」

め、生活習慣病予防やダイエットのツール

ており正直、驚いています。歩行機能

など、セルフフットケアの具体的な方

としても有効だが、ポールを用いることから

が改善した要因は、やはりポール。そ

法をレクチャーする。

リ領域でも注目され、老若男女誰でも取り

持・強化トレーニングとして山野を歩き回っ
たのがはじまり。全身運動を可能にするた

足腰に不安があるシニアや障害者のリハビ

れを前方に着くことによって、支持基

歩く際に重要になるのは、前後方向

組めるユニバーサルエクササイズとして進

底面という体を支える面積が格段に

の姿勢の制御能と前方に体を押し出

押し出すスタイルをノルディックウォーキン

広がり、自然に前足部の機能が使え、

す足指などの前足部の機能だが、こ

グ、前方に着いて歩行を補助するスタイル

鍛えられる。つまり、
ふらふら感がなく

れらは筋トレや介護予防体操などの

化。ポールを後方に着いてグイグイと体を

をポールウォーキングと称することが多い。
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ジンの手入れ、そしてタイヤの手入れ

センターがある。区全体の年間相談

や、さらに前段の0次予防が重要。私

いことに違いないが、それ以上に、元

ネジメント支援の機能が期待されて

同センターの小宇佐陽子保健師も、

すなわち前足部の手入れです」

件数は1万件を優に超え、増加の一

たちも元気な高齢者にウォーキング

気高齢者がハイリスク高齢者を支える

いるが、創設当初に強調された高齢

そんな1人だ。
「 今の参加者より少し

途。大田区地域包括支援センター入

などを勧めていますが、ただ歩きま

「資源」となり、地域の活性化につな

者が安心して地域に暮らし続けられ

若い層の方々を巻き込みたい。そし

地域包括支援センターによる

新井だけでも、1か月に650件もの

しょうと言うだけでは、実際の行動に

がる点に期待を寄せる。
「講座に参加

るような「地域づくり」も重要な役割

て、
一緒にポールウォーキングでちょっ

地域づくりの一環として――

相談に応じており、孤立、認知症、虐

はつながりにくいんです。そんななか

された高齢者がマイポールを購入し

だ。だが、相談件数等が増加すれば、

と遠出し、
その帰りに高齢者が普段行

待、
アルコールなど問題も複雑化して

で、
ポールウォーキングの効果が数値

体のケアを続けるのももちろんです

そうした活動は後回しになり、その結

かないようなスポーツショップでウェ

この
「講座」
の効果に最も目を細め

いる。だからこそ、同センターでは前

で出た意義は大きい。参加すれば下

が、ポールに合わせてファッションも

果、
センターとのつながりの乏しい高

アやシューズを選ぶ。そうやって地域

ているのは、恐らく大田区地域包括支

段で紹介したような多様な主体によ

肢機能がこれだけ改善しますよ、
とお

カラーコーディネートし、服の色合い

齢者を生み、後手後手の対応を強い

の高齢者を支えるモデルとなる人た

援センター入新井のスタッフであろう。

る高齢者見守りネットワーク「みま～

伝えできますから。要支援と元気高齢

が明るくなっていくのも何だか嬉しい

られる。

ちを増やし、
みんなが安心して暮らせ

も」を発足させた。
しかし、
「早期発見・

者の間のグレーゾーンの方にも声を

んですよね」

早期対応」には限界もある。

掛けやすくなり、地域全体にもメリッ

東京都大田区（総人口：約69万人、
高齢者人口：約14万人、高齢化率：約
20％）
には、20か所の地域包括支援

アタリ画像

※本画像支給願います

高齢者の 6 割にこうした足部の異常が見られると
いう。

そこで、重要となるのが「予防」だ。

トがあると思います」

介護保険の要支援1・2が市町村マ

合相談・支援、②介護予防ケアマネジ

て暮らせる
「地域づくり」
を大事にした

ターになる気配が高まる中、
こうした

い、
という意気込みが伝わってくる。

取り組みが行われているのは、何とも

メント、③権利擁護、④多様な社会資

厚い支援を必要とする困難事例への

の澤登久雄センター長だ。深刻な課

源を活用した包括的・継続的ケアマ

対応に注力できる。何より高齢者の

題を抱える高齢者の対応に注力しな

QOL向上にメリットがある。

ければならないセンターの責任者と
しては、
「講座」のような取り組みでセ

らせるのが一番。それには、1次予防

ンターの負担が減るメリットも喜ばし

●下肢筋力

●足圧分布

右足：【介入前】2.6kgf ⇒【介入後】3.0kgf （1.2倍）
左足：【介入前】2.8kgf ⇒【介入後】3.1kgf （1.1倍）
転倒ハイリスク群（足指力2.5kgf 未満）では左右足ともに1.3倍に
＜足指力の介入前後の比較＞

足指接地

転倒リスク群、非転倒リス
ク群ともに改善。
なかでも、転倒リスク群の
改善率が高い点は、注目に
値する。

＜足圧分布の改善例（介入前[左]と介入後[右]＞

アタリ画像

※本画像支給願います

接地圧力低位部（青色）が介入後に
減少し、前足部の圧力が増大した。
足指接地面が増え、足指可動域や
足裏アーチが改善し、地面を掴め
るようになった。

●歩行機能

●バランス機能
開眼静止立位時（45秒間）の重心総軌跡長：【介入後】15％減少
開眼静止立位時（45秒間）の重心移動面積：【介入後】55％減少
＜重心の総軌跡長の介入前後比較＞ ＜重心移動の面積の介入前後比較＞

ポールにより支持基底面が拡大した結果、強い蹴り出しと踵の圧力の向上を
促し、前足部の機能が高まり、歩行時の姿勢制御能が向上した。
＜ポール未使用時の歩行＞
＜ポール使用時の歩行＞

アタリ画像

画像未入稿

※本画像支給願います

ダイナミックで動的な環境下でのトレーニングであるポール
ウォーキングと、静的な環境下でのトレーニングすなわち自宅等で
のセルフフットケアを組み合わせ、
「 習慣化」に力点を置いた点で
す。その相乗効果で足指への意識が高まり、下肢機能、歩行機能が
向上したと言えます。

――測定・解析の中で気づいた点は？
下肢筋力、
バランス機能、歩行機能の数値の変化から、足指の筋
力や可動域が向上し、足裏部のクッション、
バネの機能が高まり、歩
行時のバランスを維持するのに重要となる
“グリップ力”
がアップし
たことが確認されました。これらは、
ポールウォーキング
（エンジン
の手入れ）
とセルフフットケア
（タイヤの手入れ）の組み合わせによ
りもたらされたと説明できます。元来、歩行中のバランス機能を介
入で高めるのは相当に困難なのですが、
この機能が改善したのは
特筆ものです。なかでも、前後方向のバランス機能、言い換えれば
姿勢制御機能が重要なのですが、実際、空気中の分子の拡散係数
を応用して歩行中の身体動揺のランダム性を測るSDA法で解析
すると、重心移動が介入後にスムーズになって、姿勢制御機能が大
〈下肢機能の測定装置〉

※本画像支給願います
身体の重心の揺れを示す指標である重心総軌跡長、重心移動面積が減少し、制御
能とバランス機能が向上して、転倒リスク低下が示唆された。

行った

効果検証を
大学・
東京医療保健
に聞く!
山下 和彦教授

――この「講座」のポイントは？

：【介入前】正常3名、軽度不接地9名
⇒【介入後】軽度不接地者全員が改善
前足部アーチ：【介入前】正常3名、低下群9名
⇒【介入後】低下群9名中4名が改善
中足部アーチ：【介入前】正常5名、偏平足2名、ハイアーチ5名
⇒【介入後】扁平足1名とハイアーチ5名が改善

※本画像支給願います

「講座」を担当し参加者に寄りそう

ポールウォーキング（エンジンの手入れ）と
セルフフットケア（タイヤの手入れ）の
組み合わせがカギ！

1. 東京医療保健大学・山下教授らによる検証結果（介入前後の測定可能な12名）

ポール未使用時には踵（青色）と拇（紫色）の圧力が小さく、
「すり足」で歩いていたが、ポー
ルの使用によって踵の圧力が向上し、蹴り出しが大幅に強化された。

2.一般社団法人木谷ウオーキング研究所による「講座」参加者へのアンケート結果
●普段の歩き方が「良くなった」85％
●今後も「続けたい」85％
●足のケアを「家で続けている」31％ 、「時々行っている」62.5％
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きのような活動に終始しない、
安心し

そう目を輝かせるのは、同センター

「高齢者が地域で元気に健康で暮

●講座をきっかけに知り合いが「増えた」54％
●ほかの運動や活動への興味が「高まった」69％
●講座をきっかけに気持ちが「前向きになった」77％

る地域ができたら嬉しいですよね」

地域包括支援センターには、①総

予防で伸びが抑制されれば、より手

ポールdeウォーキング「講座」の検証結果

アタリ画像

同センターからは、
そんなモグラ叩

アタリ画像

※本画像支給願います

足指力測定器
（下肢筋力を総合的に測定）

足圧力分布計測器
（静止立位時のバランス
能力を測定）

靴型姿勢制御能計測装置
（歩行時のバランス機能、歩行
機能を測定）

頼もしい。

幅に改善していました。
やはり、歩行機能を高めるのに、歩くに勝るものはありません。
座位中心の介護予防体操だけではなく、
ポールで支持基底面を広
げ、
転倒の不安を解消しながら歩くことが有効です。先行研究では、
トレッドミルですら実際の歩行とは違う機能、
メカニズムを用いて
いると言われるほどですから、歩行機能を高めるには、歩くのが一
番効果的なのです。

ハイアーチが改善したことから
2,400万人いる変形性膝関節症の
一次予防に期待
――ほかに、気づかれた点は？
歩行時のクッションとバネの2つの機能を果たす足部のアーチ
（土踏まず）の形状が改善（図中の足圧分布を参照）
した点です。
クッション性が乏しい状態で固まったハイアーチ等の足の筋骨格
系が改善することはあまりないことであり、驚きました。ハイアー
チは足裏のクッションが強固な状態で、衝撃緩和作用が不十分な
ため、そのストレスが上の関節である膝関節や股関節に悪影響を
与えます。逆に言えば、
ハイアーチが改善すれば、変形性膝関節症
が予防できます。東京大学の東大ロードプロジェクトによれば、50
歳以上の変形性膝関節症リスク者は2,400万人に達します。その
痛みから足を広げて歩くなどの代償行動をとった結果、股関節症
などに至り、歩けなくなる可能性が指摘されていますから、
ポール
ウォーキングはその予防につながる素晴らしいツールと言えます。

――今後の課題は？
対象者を増やし、さらに多くのエビデンスを得ることが課題で
す。そして、状態像ごとに適切なプログラムを提示できるよう現場
を応援したいと思います。
一方、私は子どもたちの足も数多く測定しているのですが、運動
の過不足を原因とした踵の骨格の形成異常や外反母趾、偏平足と
いった異常の多さが気になっています。将来の転倒予備群となり
得るので、早急な対応が必要です。骨格形成がなされる時期に適
切な支援できれば、年を重ねても動じない足になりますから、
ここ
にもポールを用いた歩行をはじめ適切な発達支援をしなければな
らない、
と考えています。
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