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「コロナ以降、介護事業者
から『利用者の方が転倒し
て骨折した』という話を聞
く機会が増えていますこ私
自身、高齢者宅を訪ねて
も、足腰が弱ってふらふら

国立環境研究所の谷口優
主任研究員も指摘する。
「自宅は転倒リスクが高

要介護状態や寝たきりの引
き金になることもある。要
介護状態等になる原因は、

新型コロナウイルスで重
症化しやすい高齢者が、不

が、その五六％が「住宅等
居住場所」で起きているの
だ
。

八万二千人のうち、約五万
八千人の原因が「転倒」だ

「米国では、ここを骨折す
ると一年後の死亡率が二〇
％という衝撃的な報告があ

国立病院機構東名古屋病院
臨床研究部長（脳神経内科）
の鴛郁子医師が解説する。

えている大腿骨近位部、つ
まり大腿骨の付け根の骨折。

査」厚労省・一六年）。
特に危険なのが、近年増

いるのだ（「国民生活基礎調

「認知症」などに続き、「骨
折・転倒」が四位に入って
宅での高齢者の転倒は、確
実に増えていくと思います」
実際、墓尽消防庁のデー

している人が多くなってい
ると肌で感じます」（東京
都民生児童委員で介護に詳し

タでは、二〇一八年に都内

要不急の外出を控えること
はもちろん大切。だが、そ
れによって運動が不足し、

転ぶのがなぜ危険か

につながりやすく、それが
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谷口氏も 口
う
。

「転倒により、体の中で最
m
l
も大きな骨である大腿骨を

骨折すると、ーカ月程度の
入院が必要。その間に全身
の筋力が落ちてしまい、そ
のまま寝たきりになってL

をすると転ぶかも」という
予測能力、空間を正しく認

は体を支えるだけの筋カが
なく、転んでしまう」（同前）
あるいは「こういう行動

「ふらついたとき噛嵯の一
歩は出るのですが、片足で

ンスも悪くなり、運動機能
が低下していく。

はず。しかし歳を取るに伴
い、筋力が衰え、体のバラ

折や、唱嵯に手をつくこと
で手首や腕の付け根の骨が
折れることも多いという。
家の中で転ぶなど、若い
頃には思いもよらなかった

他にも、尻もちをつくこ
となどによる背骨の圧迫骨

す
」

かる確率も高まり、死亡リ
スクも上がってしまうので

まう危険もある。そうなる
と誤喋性肺炎や感染症にか

ちょっとした段差こそが“罵．

「With コロナ」生活が長期化するなか、
今、高齢者がチェックしておくべきことは多
い。引き龍もり生活で「転倒」の危険が増し

しでは歩けなくなるとも」

ります。また、四割の人が
一年後には何らかの介助な
悩ましいのは、そのリス
クが、コロナには安全なは
ずの家の中にあるというこ
とだ。

高齢者の転倒は、ときに
死につながる。
まず、骨折などの大ケガ

今「転倒」という新たなリ
スクが増大している。

で救急搬送された高齢者約

いライターの浅井郁子氏）

い。コロナ禍のもと、外出
自粛の影響などで高齢者の
体カが衰えてしまうと、自

増える転倒‘「防唖
五つのコツ

x

一
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衰えも出てくる。これらの

識する力といった認知面の

靴タイプのものなら、急に

反っている。鍾を包み込む

め、つま先が少し上向きに

されており、転倒防止のた

しょう。底に滑り止めが施

ドリさん6
が自宅で転倒し、
8
右手首を骨折した際のこと

津一郎（

が、それも中昆‘。俳優の財

な段差に注意は向かない

ーセンチに満たない小さ

に補助が出ることも覚えて

って二5 三割）、住宅改修

割の自己負担で（所得によ

一人上限二十万円まで、一

以上に認定されていれば、

もダメージを最小に留める

の、あるいは転んだときで

う」（同前）

の原因になります。食器は
ワゴンに乗せて運びましょ

場医師）

一見「な

脱げることも少ない」

た
。

を昨年末、小誌にこう語っ

体づくりに取り組みたい。

てはいないか？ 重症化リスクと大きくかか
わってくる、「肺」の健康状態は？ 今や警戒
対象は、ウイルスそのものだけではないのだ。

原因が重なり、

ーズ」で検索すれぱ、さま

おこう。玄関のスロープ設

ではどうすれぱいいの

どのリフォームが可能にな
る。担当のケアマネジャー

摂取。ビタミンD には小腸

大切なのが、筋力や骨の生

か。自宅で過ごす時間が長

でも、つまずくと危険。マ
マも家の中だから油断した

饗場医師によれぱ、特に

「明らかな段差より、むし

でカルシウムやリンの吸収

介護保険で「要介護1 」

ぜ？」と思うような転倒に

ざまな商品が出てくる。

「原因は、和室と居間の間

トイレに手すりをつけるな

置や、廊下や階段、浴室、

ろじゅうたんの端など、小

に相談すれぱ手続きを進め

）は妻の故・ミ

繋がってしまうのだ。

フローリングが危ないな

った。（略）わずかな段差

にあるちょっとした段差だ

その上で、転ばないため

くなっている今、転ぱない
のでは、とも思うが

らじゅうたんを敷けばいい

まずは、①滑りそうな場

んだと思う」

通販サイトで「介護シュ

ための、家の中の環境作り

家の中の危険を排除

がより重要になる。
所、足を取られそうな場所
さな段差が危険です」（饗

トイレに行くことも多い。

夜間、尿意で目が覚め、

すく滑ります」（浅井氏）

かがみになり、「おじぎを

ち上がるときはゆっくり前

滑って転ぶことが多い。立

がそのまま後方へ移動し、

パッと立ち上がると、体重

十分でもいいので、外へ出

膚で合成されます。五分、

を浴びるとビタミンD が皮

ていると思いますが、日光

いい。皆さん、外出を控え

性化するには、④日光浴が

そして、ビタミンD を活

黄にも多く含まれます。

れています。きのこ類、卵

「魚類、特に鮭に多く含ま

含む食材は

そんなビタミンD を多く

を助ける役割がある。

「たとえぱ、椅子から立つ

転ばないための体作り

てくれるだろう。

成に重要な③ビタミンD の

への徹底対策だ。特にフロ
ーリング。
「国立病院機構の共同研究

間の床に新聞やチラシを置

とき。若い頃と同じように

②，転びにくい動作I を

新たにじゅうたんを敷く

きっぱなしにしておくなど

日光浴でビタ ンD を合成
I
I固 定 す る な ど の 工 夫 を 。 居

ケガを一年間調査した結果、

のは危険地帯を増やすよう

も厳禁。紙は、踏むとたや

で、要介護者の転倒による
最も多い転倒場所がフロー

ーズの方が確実、簡単だ。

なもの。それより介護シュ

「寝起きは体の動きが鈍く、

するように立ち上がる』こ

やペランダに出て、洗濯物

る機会を作ってほしい。庭

習得することも大事だ。

フローリングには卑民・

リングでした」（饗場医師）

ただでさえ転びやすい。動

とが基本です。座るときも

屋ではスリッパを履くのが

フローリング以外にも対

線にある荷物は片づけまし

同様に行いましょう。

が潜んでいる。ひとつはス

足を取られやすい。ホーム

敷いてあるマットは滑り、

ょう。「人感センサーライ

のコードは、足を引っかけ

「扇風機や空気清浄機など

で、廊下や階段などへ設置

灯りが点く器具もあるの

作を同時に行うことも転倒

歩く、といった、二つの動

お盆の上に食器を載せて

「玄関や浴室前、トイレに

策を施そう。

た普通のスリッパは滑る危

普通だが、底がツルツルし

センターなどにある、滑り

ト』という、人を感知して

リッパ。フローリングの部

険が余計に増す。都内の介

ょう」（谷口氏）

止めのゴムを裏に貼りまL

と心得るべきです。少々抵

しておくとよい」（饗場医師）

「高齢者にスリッパは不適
抗があるかもしれませんが

ないよう粘着テープで床に

自宅で簡単にできる転倒

ます」（同前）

を干すだけでも効果があり

護施設職員が指摘する。

「介護シューズ』を履きま
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「転倒防止には、バランス

てください。

をつける体勢で、やってみ
的にバランス能力は失われ

す。年を重ねると、加速度

健准教授が解説する。

付属病院呼吸器内科の皿谷

り、新型コロナ重症化リス

が隠れている可能性があ

機能の検査が含まれませ

まずは「スパイロメータ

肺年齢を知るには、幾つ
m
l
かの方法がある。

クも高まると ロえる。

ん。レントゲンでは結核や

にどれだけの量の空気を吐

で、この「一秒率」 と性

き出せるかを計測する機器

いた計算式から肺年齢が算

別、年齢、身長、体重を用

D や誤喋性肺炎のリスクな
別の理由もある。

出される。

電車に乗り遅れる。でも

け上がったら息が苦しく、

合図とともに可能なかぎり

くり呼吸しながら待機し、

マウスピースを唖えてゆっ

実際に検査を受けてみた。

記者（男性・五十歳）も

けてしまう。ですが、本当

は肺の病気が隠れているか

て」と声をかけられる。

知らず知らず肺が衰え、

ば、実年齢に近い肺年齢と

を吐き出すことが出来れ

一秒で吸気の七〇％程度

新型コロナの重症化リスク

で、肺年齢はマイナス五歳

なる。記者の結果は七九％

■肺年齢を知ろう

も知れません」（奥仲教授）

勢いよく息を吐き出す。検
査技師から「もっと頑張っ

『ああ、歳だなあ』と片付

うからです。駅で階段を駆

を、年齢のせいにしてしま

「本人が息切れや息苦しさ

どはわからないのです」

ー」による検査だ。一秒間

「定期検診は胸部レントゲ

叫

「実は、自覚にかかわらず

一つの目安が

つけ医などには用意されて

な病院にはあるが、かかり

スパイロメーターは大き

の四十五歳と判定された。

を上げていないか。それを
知る上で、

「肺年齢」だ。

クに機能が衰え始める。実

いないことも多い。その場

肺は、二十五歳頃をピー

しまうこともある臓器だ。

る方法がある。

合、自宅で簡易的に計測す

際の年齢よりも歳を取って

れだけ何らかの異常や疾患

肺年齢が進んでいれば、そ
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防止の運動も紹介しよう。

一

一方、肺疾患はなかなか

ろう。
気づきにくい。山王病院呼
吸器センター長で、国際医

進行するのが肺疾患、特に

肺疾患はなぜ．隠れ・て

肺炎、肺気腫、肺がんなど

ていきます。目標値を参考
ょう」（同前）

に
、

目標値は、六十五歳の方
は一回六十秒。七十五歳は

力を鍛えることが重要。そ
三十秒、八十歳は十五秒で

炎を併発するケースが多く
見られ、肺疾患があれば、
重症化するだけでなく死亡

メ
ロ
イ
く
ノ

存疾患がある場合の死亡率

肺の生活習慣病とも呼ぱれ

る
。

科の奥仲哲弥教授がこう語

は約一四・五％。国内の入

が
れ
こ

ス
療福祉大学医学部呼吸器外
会によれば、慢性閉塞性肺 r

疾患（coPD ） や 気 管 支

院患者の死亡率は七・五％

るcOPD や咳瑞息、さら

端息、間質性肺炎などの併

なので、一気に倍近くに跳

に誤喋性肺炎のような、い
わぱ「隠れ肺疾患』の状態

ね上がってしまうのだ。
■肺の「隠れ疾患」に注意

いるのか。杏林大学医学部

に多いのです」

にある高齢者は、想像以上
どでの発見が容易で、対処

高血圧や糖尿病は検診な
薬を飲んでいる人も多いだ

を発見できますが、coP

ンを撮影するのみで、呼吸

のためには⑧『片足立ち」

、

プー

一日十回やってみま,
L

が有効です。壁や椅子に手

リスクが分かる

に

率も高まる。日本呼吸器学

タ

「肺年齢」で重症化n
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危険なサインとは、
チェックリスト付き
万が一、新型コロナウイ
ルスに感染した際、避けた
いのが重症化だ。もし、肺
炎を発症して人工呼吸器を
装着となれば、特に高齢者
にとっては命にかかわる。
そのためにも、あらかじ
め自分のリスクを把握して
おきたい。その指標となる
のが「肺年齢」だ。
高齢者や、高血圧・糖尿
病・心疾患・肺疾思などの
スクが高まることがわかっ

持病がある人は、重症化リ

特に、新型コロナでは肺

ている。

ー

（左から）奥仲氏、皿谷氏
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