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【抄 録】 

ロコモティブシンドローム (以下 LS) は，健康寿命を阻害する要因の一つである．しかしながら，疾病

の早期発見・早期予防により健康寿命の延伸を目的とする人間ドックにおける LS の実態は明らかでは

ない．本研究の目的は，人間ドック受診者における LS 有病率の実態を明らかにすることである．さらに，

LS と同様に健康寿命を阻害する要因の 1 つであるメタボリックシンドローム (以下 MS)との関連も検討し

た．対象は，人間ドックにおいて運動器健診を希望した 1,968 名 (男性 1,301 名，女性 667 名) であり，

身体計測および血液検査，喫煙習慣，飲酒習慣，身体活動習慣を調査した．LS と MS の関連を評価

するために，ロジスティック回帰モデルを使用してオッズ比および 95％信頼区間 (95%CI) を算出した．

本研究の結果，人間ドックにおいて LS 有病率は 50％以上存在することが明らかになった．ロコモ度 1 の

占める割合が高く，人間ドックにおいて早期にスクリーニングすることの重要性が示唆された．また，MS と

の関連は，MS 構成要素に該当するほど LS 有病率も高くなることが明らかになり，MS 構成要素の保有

を軽減することは，LS の予防に繋がる可能性が示唆された． 

 

【Abstract】 
Locomotive syndrome (LS) is one of the factors hampering healthy life expectancy. However, the 

prevalence of LS in medical examination which aim to extend healthy life expectancy through early 
detection and prevention of diseases, is not clear. The purpose of this study was to clarify the prevalence 
of LS among those who underwent medical examination. We also examined the relationship between LS 
and metabolic syndrome (MS), which is also a factor inhibiting healthy life expectancy. A total of 1,968 
subjects (1,301 males and 667 females) were enrolled and blood tests, physical measurements, smoking 
and drinking habits, and physical activity habits were investigated. OR (95% CI) were calculated using 
logistic regression models to evaluate the relationship between LS and MS. The results of this study 
showed that the prevalence of LS is more than 50% of subjects. The prevalence of locomo level 1 was 
high and this suggests the importance of early screening for LS in the medical examination. The 
prevalence of LS increased with the number of components of MS which was suggested that the reducing 



 
 

the possession of MS components may lead to the prevention of LS. 
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