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在宅高齢者の転倒恐怖
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高齢者の転倒恐怖に関する国外の最近の研究についてまとめた.特徴としては，1)転倒恐怖は，転倒未経験

であっても，在宅高齢者の日常的かつ深刻な恐怖である o 2)転倒恐怖は，高齢者の活動を限定し，対人交流を

減少させ， QOLを脅かす。 3)転倒恐怖は転倒の結果であると同時に転倒の予測因子となっている o 4)転倒恐

怖の原因は転倒経験以外にも指摘されている o 5) Tinettiらは， BanduraのSelf-efficacy理論を基にユニークな

転倒恐怖測定のスケールを開発している O また，転倒恐怖の治療がいくつか提案されているが，治療効果に関

する研究は見られなかった。
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はじめに

「転倒恐怖」という用語は， 1988年， Tinettiの在宅

高齢者の転倒の危険因子に関する研究IIに初めて登場

し，ヘルスケアの専門家や家族および高齢者自身によっ

て，身体的障害による機能低下に加えて，転倒恐怖が

原因と思われる活動の減退が存在することが認められ

るようになった。「転倒恐怖jはTinetti4
)(1993)によっ

て， 1身体の遂行能力が残されているにもかかわらず，

移動や位置の変化を求められる活動に対して持つ永続

した恐れ」と定義されている O これは身体能力に見合っ

た転倒への恐れとは異なったものであるが，それを区

別することは困難である O

諸外国に比べ，まだわが国においては転倒恐怖に対

する関心は低い。 1993年から1997年まで最近 5年間に

ついて， 1 elderly & fear of fallingJのキーワードによ

る文献検索で， MEDLINEでは14の外国文献があるの

に対して，和文献では， 1高齢者&転倒恐怖または

転倒不安」による検索で，医学中央雑誌では全くみら

れなかった。

転倒と骨折との関係について， Walkerら2)(1991)は，

毎年米国において， 62歳以上の高齢者の29%が少なく

とも l回転倒し，そのうちの 7%に骨折が生じると述

べ，またTinettill(1988)は， 75歳以上の高齢者の32%

が転倒し，その内の半数は転倒を繰り返し，転倒した

者の 6%に骨折があったと報告した。新野ら5)(1995) 

によるわが国の調査では 65歳以上の高齢者の19.8%

が年 l回は転倒し 骨折はそのうちの 5~10%に起き

るとし，安村6-7)(1991， 1993)は65歳以上の高齢者の20

%前後が転倒し，そのうちの男8.7%，女11.5%に骨折

があったと報告した。転倒および骨折の発生率に日米

間の大きな差はみられないにもかかわらず，わが国で

は転倒恐怖に関する研究がこれまでみられないのはな

ぜであろうか。わが国の高齢者には転倒恐怖がないの

か，あるいはその存在が研究者によって取り上げられ

なかっただけなのであろうか。

転倒恐怖の発生頻度

TinettiらII(1988)の転倒恐怖と身体機能・ ADLとの

関連に関する調査で 米国で郊外に住む72歳以上の高

齢者に転倒恐怖の有無について質問したところ， 1転

倒恐怖はあるが，そのために活動は避けていない」が24

%， 1転倒恐怖があり，そのために避けている活動を

もっているJが19%. 1転倒恐怖なし」は57%であった。

同じく米国で， Arfkenら8)(1994)は在宅で62歳以上の

高齢者を対象に，転倒恐怖と転倒経験およびQOLに

関する調査において 転倒恐怖の有無について質問し

たところ，男性の15%，女性の35%に転倒恐怖がみら

れ，女性に高く，加齢とともに増加していた。さらに，

米国で、Walkerら2)(1991)は集合アパートに住む62歳以

上の高齢者に対して 転倒恐怖の発生頻度とその影響

に関する調査において，転倒恐怖の有無の質問では，

25%が転倒恐怖をもち，他の日常の恐怖すなわち，強

盗にあう恐怖16%，重要な約束事を忘れる恐怖14%，

経済的に困窮する恐怖14%，大切にしているものを失

う恐怖 5%，と比べてかなり頻度の高い恐怖であった。

先にも述べたようにわが国では 転倒恐怖の発生率に

関する文献はないが，鈴木9)(1993)が，転倒後の身体

的変化に関する調査の中で わが国特有の転倒に関す

る高齢者の心理的要因 即ち転倒と閉じこもりとの関

連などが今後の研究課題であることを指摘した。また，

リハビリテーション医学レビュー 2(1995年度版)10)の

E章 91老年者の転倒」の項では 転倒そのものによる

受傷のみでなく，転倒しそこない (nearfall) ，家しば

り(housebound)および基礎疾患が転倒により見つか

ること (premonitarysyndrome)，そして転倒に付随

して起こる転倒の恐怖感 (fearof falling)に関する外

国文献の存在が紹介されている O

転倒恐怖と転倒および骨折の関係

Walkerら2)(1991)は，高齢者における転倒恐怖の存

在は，安寧感を減少させたり，行動を制限したり，杜

会的交流を減少させ， QOLの低下を来す上に，運動

を束縛し身体状態の低下を招くことから，転倒恐怖そ

れ自体を転倒の危険因子であると考えた o Luukinen 

ら11)(1996)は，転倒を繰り返す頻度の高い高齢者の因

子として，女性であること，排尿切迫，転倒恐怖，め

まい，起立30秒後の脈持上昇不良および転倒経験をあ

げた。また，彼等は転倒恐怖は転倒の結果であると同

時に，転倒を予測する因子であると考えていた。一方，

転倒恐怖と骨折との関係に関する調査はみられなかっ

fこO

転倒恐怖の測定法

転倒恐怖の強さの測定については，各研究者が個々

にスケールを考えている o Howland ら3)(1993)は，

転倒恐怖の程度を， 1とてもある (veryafraid) J ， 1い

くらかある (somewhatafraid) J， 1あまりない (alittle 

afraid) J， 1全くない (notat all afraid) Jの4段階で測

定し， Arfken8
) (1994)は， 1とてもある (veryfearful) J ， 

「ある程度ある (moderatelyfearful) J ， 1ない (nofear) J 

の3段階で測定した。

一方， Tinettiら12)(1990)は，転倒恐怖を測定する尺

度として， BanduraJ:l) (1982)によって提唱されたセル

フ・エフイカシ一理論 (Self-efficacyTheory)を基に，
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IFall Efficacy Scale (以下， FES)jを開発した。なお，

Banduraによれば，セルフ・エフィカシーは， I特定

の活動を遂行するために必要な能力に対して，個人が

持っている自信の総量Jを意味する O セルフ・エフイ

カシーは，主観的統制感に関する認知的な概念として

注目され，わが国では「自己効力感j，I自己可能感j，

「自己確信」等に訳されている 14)。これは，単に自信が

あるとかないとかではなく，特定の活動に対して，自

らが有している能力を意識すること，すなわち自信の

程度の自己知覚である o Tinettiは「転倒恐怖」を，

「特定の活動を，転倒することなく遂行することに対

する低自己効力感lowperceived self-efficacy，また

は低自信lowself-confidencejと操作的に定義し，転

倒恐怖の程度を測定するスケール 即ちFESを開発し

た。 FESは日常生活上，移動能力や身体の位置の変化

を必要とし，通常は危険を伴わない基本的な活動，例

えば，風呂に入る，食事の準備をする等10項目につい

て，転倒することなく遂行できる自信の程度を 1ない

し10ポイントで自己評価するものである o 1は「完全

に自信あり j，10は「全く自信なしJを意味し，各々の

項目の総計がFESスコア(範囲:10-100)となり，スコ

アが高いほど低い自信 つまりより強い転倒恐怖をもっ

ていることを意味する O この尺度は， I転倒恐怖があ

り，そのために避けている活動をもっている群j，I転

倒恐怖はあるが，そのために避けている活動はない群j，

「転倒恐怖なし群」の 3群間のFESスコアに差があった。

またFESスコアは ①歩行ベースが 1分間に25以上群

に低く， 25未満群では高い，②転倒後起き上がれなかっ

た経験あり群に高く，なし群に低い，③「うつjあり群

に高く，なし群に低い，④不安傾向の強い群に高く，

弱い群に低い，という結果を得てその判別能力を示し

た。その後Tinettiら15)(1994)は Oないし10ポイント

で評価し， 0は「全く自信なしj，10は「完全に自信あ

りJに修正した。

転倒恐怖を低自己効力感として操作的に定義づける

利点について， Tinettiは，恐怖という感情からでは，

行為の予測は不十分で、あるのに比べ，セルフエフイカ

シーの概念は行動や機能と結び付いていると考えた。

恐怖は主として， Iある，なし、」の二分に限定されるの

対して，自信はその程度を連続的な尺度を用いて測定

することで可能であると考えたのである O

Hillら16)(1996)は， TinettiらのFESが屋内活動を主

とした項目であったため，高齢者の転倒恐怖の初期の

段階においても感度を示す 4項目，即ち， I公共交通

機関を利用するj，I道路を横断するj，I軽度の庭いじ

りまたは洗濯物を干すj，I玄関や勝手口の段差を越すj，

を追加したIModified Falls Efficacy Scale (以下，

MFES)jを開発した。この方法ではFESの10項目と合

わせて， 14項目を Oないし10ポイントのVisualAnalogue 
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Scaleを用いて測定し， MFESスコア(範囲:0 -140) 

が低い程，転倒恐怖が強いことを意味するように規定

されている O

転倒恐怖の日常生活への積極性に対する限害の

度合

転倒恐怖をもっ人は，活動を避けようとする傾向が

多発するとされる o Tinettiら15)(1994)は， 72歳以上で

過去一年間に転倒した者の24%と転倒経験のない者の

15%に，転倒恐怖による活動の減少を認めた。 Walker

ら2)(1991)の調査では，高齢者の41%が転倒恐怖のた

め是非ともやりたい活動を避けていた o Arfkenら8)

(1994)は，家(建物や庭)から出る回数や社会活動参加

度，生活の満足度の調査をもとに，強い転倒恐怖をも

っ高齢者は， QOLが低く，閉じこもりがちであると

指摘した。これらの研究の結果は 転倒恐怖が高齢者

の日課を縮小し，他者への依存性をもたらすものとし

て意味づけられる O

転倒恐怖の原因

転倒恐怖の原因には，疾患や障害の存在，また転倒

経験があげられる o Burkerら17)(1995)は，慢性のめ

まい群の47%，またTinettiら])(1988)は，転倒を経験

した高齢者の48%に転倒恐怖が存在することを認めた。

Arfkenら8)(1994)は，転倒恐怖と関連する因子とし

て転倒後骨折した経験 階段昇降時に援助が必要なこ

と，視覚障害があること，健康度自己評価の低いこと，

つまずいたりすべったりしたものが特定できない転倒

経験をあげた。 Howlandら3)(1993)の調査では，転倒

恐怖はそれ以外の日常の恐怖があること，健康度自己

評価が低いことおよび転倒経験と有意に関連していた。

この他に， Tinetti 4) (1993)は，転倒恐怖は，本人の

運動能力以外に，他人の転倒を知ることからくる情報，

周囲から注意を受けることによっても影響されると考

えた。

転倒恐怖の治療

転倒恐怖の治療法については， Tinettiら4)(1993)や

Walkerら2)(1991)によっていくつかの一般的介入方法

が提案されているが，治療効果に関する研究はみられ

ない。

Tinettiら4)(1993)は以下のような多面的アプローチ

を薦めている O 医学的介入では安全な移動，歩行に関

係する身体的要素をターゲットにする O これは基本的

に運動技能であり，まず身体能力への自己評価に関係

した技能の改善が基本となっている O 眼鏡・補聴器の
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着用，上下肢の可動域や筋力増強，起立性低血圧の防

止，薬物の管理，さらに環境要素として照明，すぺら

ない床，適切な履物，適切な歩行器の使用，安全な家

具などについて注意する O 家族や友人などが「気をつ

けて!J， r大丈夫?J， rそんなことしたら転ぶよリなど

の注意を過剰に与えることは高齢者の自信に影響する O

ヘルスケアの専門家は，意図に反して繰り返しの注意

が高齢者の自信を失わせることを知っておく必要があ

るO また，彼らは治療にあたって，①転倒恐怖の原因

としてあげられる転倒の既往即ちケガ，転倒後起き

上がれなかった経験について調べること，②対象者自

身の経験だけでなく周囲の人の転倒・ケガの状況につ

いても調べておくこと，③転倒恐怖をもっ対象者の自

信の回復には，単純な活動から始めて，より難しい活

動へと進めていく段階づけのアプローチが効果的であ

る， と述べている O

Walkerら2)(1991)は 4年間の臨床経験と転倒予防プ

ログラムに関する文献レビューから，教育，環境の保

安，危険行為の防止，自己主張訓練および身体調整を

行なう方法を具体的に提案した。

結 語

わが国では，まだ報告の見られない高齢者の転倒恐

怖に関する，最近 5年間の国外文献をまとめた.米国

の調査が中心であった.主たる内容は，転倒恐怖の発

生頻度，日常生活へ及ぼす影響，転倒との関係，測定

法，要因，治療に関するものであった.転倒恐怖の研

究が始まってまだ10年程度であり これらの多くは研

究の余地が残されていた.
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Fear of falling among the community-dwelling elderly 
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Abstract 

The purpose of this study is to show recent overseas researches about fear of falling among elderly persons. 

These suggest that 1) fear of falling is a common and intense experience among community-based elderly 

persons， even among those without a history of falls; 2) fear of falling among elderly persons can compromise 

quality of life by limiting activities and reducing social interaction; 3) fear of falling is a result of a fall and a 

predictor for further falls; 4) causes for fear of falling other than a fall experience were indicated; 5) Tinetti and 

her group developed a unique scale based on Bandura's “self-efficacy theory" to measure fear of falling. 

Furthermore， some proposals have been made with regard to the some interventions for fear of falling were 

suggested. Studies about the effects of such interventions have not been known. 

Key words : fear of falling， fall， elderly persons 
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