Take control of our own health
by conducting a physical fitness test
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In line with the effects of Japan’s aging society, there is increasing interest in extending
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healthy life expectancy, or the period of time that someone is independent both physically
Kyota Negishi
and mentally and is able to lead a healthy life. It is important to manage one’s own health
to achieve the purpose. Nevertheless, is it possible to manage one’s own health by simply
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having usual health checkups? The checkups are designed simply to detect diseases early
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and to prevent lifestyle diseases. Our final objective is not only having no disease, but living

Background

an independent life. The physical strength is necessary to achieve it.
Therefore, we thought that understanding one’s physical strength objectively is the key to
control one’s health. We will need to evaluate the physical activity besides the usual health
checkups for keeping or advancing the health proactively. Unfortunately, we did not
include a physical fitness test in our health checkups.
・We received the feedback about the physical fitness test
in the form of a questionnaire.
・We conducted tests twice at an interval of three months.
We studied the results of a questionnaire concerning the fitness
・We evaluated the test results using the standard fivetest. The purpose was to know whether the test influenced the
level rating systems that take into account the age or
motivation (for example, for taking exercise) for managing one’s
height. Since there was no rating system for the grip
own health.
power and the 2-step test, we used the standard
We arranged tests that measure the physical strength to study
deviation by age.
their effects on the health management.
・Method of verification: Wilcoxon matched-pairs signedWe took into consideration following four points on preparing the
tests.
rank test
1. People can perform the test by themselves.
・Object person: See the table1

Protocol

Purpose

2. Simple
3. The instrument of measurement is inexpensive
4. Space-saving

Table1.

issue

列1

Number (female)

・Location of the measurement: Rehabilitation room
・Evaluation items: 1. Body Mass Index (BMI) 2. Grip Power
(G. P.) 3. Timed Up and Go Test (TUG),figure1
4.
Two-step Test (2-step),figure2 5. The 30 second Chair
Stand Test (CS-30),figure3

Second time

p-value

25(16)

25(16)

41.7

41.7

TUG

5.16±0.49

4.78±0.5

0.000423

２step

1.76±0.11

1.8±0.17

0.089

32.7±8.21

33.6±7.86

0.127

27.4±6.79

30.32±8.09

0.005

22±3.31

21.8±3.05

0.474

Average age

Protocol of Physical Fitness Test

First time

G.P. (kg)
CS-30
BMI

mean±SD

Measure the distance

Measure the time spent on the
following actions: 1. Stands up
from a chair. 2. Goes around a
cone located three meters
away from the chair. 3. Gets
back to the chair.

An examinee takes two steps
as wide as possible and then
stands erect with feet
together. Measure the
distance.

figure1

figure2

An examinee repeats
standing up and sitting
down for thirty seconds, with
crossing arms in front of the
chest. Count the number of
times.

Result of physical fitness test.

figure3

figure4

Discussion

Conclusion

figure5

More than half of participants felt that their physical strength was lower than they expected. And
more than half answered that the physical fitness test improved their motivation, and they gained
better health. Most of the participants understood their physical strength in an objective way.
Moreover, the second fitness test increased the motivation of test takers and helped them to
continue exercising.(figure4)
All the participants answered that they want to continue physical fitness tests for improving their
health condition. We consider that they have changed their attitude for the health management.
The results of TUG and CS-30 test were improved. It would be reasonable that BMI did not change
in three months. And there was no major improvement in the result of 2-step test. We consider that it
is because the test needs the balance ability in addition to the leg strength.
GP test value is known as an indicator for the general muscle strength. There was no major
change in the value. It seems that is because the interval of time between measurements was not
long enough.

The physical fitness test is effective for keeping or improving the motivation for self-health management.
In Japan, the physical strength test is not included in the specified health checkups pursuant to the medical reform bills. There are
few hospitals that implement physical fitness test periodically. We will work on this project to improve the health condition of the
people. In addition, we are going to improve the way of physical fitness test and to consider the evaluating system for motivation.

Take control of our own health by
conducting a physical fitness test.
体力測定を行い、
自分自身の健康づくりを行おう。
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背景
高齢化が進む日本では健康寿命（心身ともに自立し、健康
的に生活できる期間）の延長に関心が高まっている。その実
現のためには、自らの健康を自らの力でコントロールするこ
とが大切であるが、通常の健康診断（健診は病気の早期発
見と生活習慣の振り返りが目的）だけで健康管理は可能で
あろうか。単に病気でないことではなく、自立した生活のため
にはそれを実現できる体力が必要である。

そこで私たちの科では、客観的に自分の体力を知ることが、
健康管理にとって重要な鍵となると考えた。積極的な健康の
維持・増進のためには、健診に加えて身体の活動的な評価
が必要となるだろう。残念ながら、私たちの施設では、健康
診断に体力測定は含まれていないのが現状である。

目的
体力測定が運動などの継続した健康づくりを
行うための「意欲の持続や動機づけ（モチベー
ション）」に影響したかどうかを、アンケートの結
果から検討した。
体力測定が健康管理に役立つか、体力を把
握するテストを作成し、使用した。体力測定とし
ては、以下の4点について考慮した。
①自分達で体力測定を行える。②簡便なもの
③測定道具が安価であるもの。④省スペース
で行えるもの。

方法
・体力測定を受けての感想をアンケート形式で聴取。
・3か月の間隔をおいて、2度体力測定実施。
・５つの体力テストをそれぞれに標準として作られてい
る年齢別あるいは身長別の5段階で評価した。握力
テスト,２ステップテストについては５段階が設定され
ていないため年齢別の標準偏差を使用した。
・検定方法：ウィルコクソンによるｔ検定
・対象：表参照
計
人数
平均年齢

男性

女性

25

9

16

41.68

44

40.375

体力測定の内容
• 測定場所：リハビリテーション室
• 評価項目①肥満指数(BMI)②握力(G.P.)③タイムドアップ＆
ゴー テスト(TUG) ④2ステップテスト(以下2step)⑤30秒椅子
立ち上がりテスト(CS-30)

③

④

⑤

この距離を測定

椅子に座っている所から３
ｍ先のコーンを回り元の椅
子まで戻ってくるまでの時間
を側定する。

出来るだけ大きく２歩踏
み出して足を揃えて立
ち止まります。その距
離を測ります。

両手を胸の前で交差させ
座った所から立ち座りを
30秒間続け、その回数を
測定する。

３カ月後の体力測定時に実施した健康管理に
対する意識についてのアンケート
体力測定を行うことで健康づくりに対す
るモチベーションは変わりましたか？
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実際に体力測定をしてみて、もともと自分
が思っていた体力と比べてどうでしたか？
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体力測定の結果
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TUG

２step

初回
TUG
２step
G.P.
CS-30
BMI

最終
5.1
1.7
32.7
27.4
22

G.P.

CS-30

標準偏差
4.7 4.97∓0.52
1.8 1.78∓0.14
33.6 33.19∓7.97
30.32 28.86∓7.54
21.8 21.96∓3.15

BMI

p値
0.000064
0.066
0.09138
0.005952
0.269078

考察
半数以上が現状の自分の体力は思っていたよりも低いと感じてお
り、更に体力測定が健康づくりに対するモチベーションを上げ、より
自分が健康になったという自覚が生まれたと答えている。参加者の
多くが自分の体力を客観的に把握し、更に体力測定が再度あるこ
とで健康づくりに取り組もうとする気持ちを向上させ、運動などの取
り組みが持続したといえる。
また、全員が体力測定を今後も健康づくりに利用したいと回答し
ていたことから、健康づくりに対する姿勢が変わったと考えられる。
TUG、CS-30は記録が向上し、BMIは３カ月の期間では大きな変化
がないのは妥当と考えた。一方、２stepテストの結果に大きな向上
がみられなかったのは、脚力に加え、バランス機能にも大きく左右
されるため、大きな改善が得られなかったと考える。また、GPは、全
身の筋力を表す指標として知られ、BMIの結果と同様に測定間隔
が短いことから大きな変化はなかったと考えている。

結論
• 自分の体力を知ることは、健康管理に対するモ
チベーションを維持または、上げることができる。
• 日本では医療制度改革関連法による特定健診
に体力測定は含まれておらず、定期的に体力測
定を実施している病院はほとんどないので健康
づくりのために取り組んでいきたい。また、体力
測定の内容の改善、モチベーションを推し量る
評価方法の検討もしていきたい。

