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本研究の目的は, 寒冷地に居住する軽度要介護高齢者の歩行支援に関するニーズを明らか
にすることである｡ 調査対象者は, 寒冷地に居住し, デイケアを利用している男性３名, 女
性７名である｡ 調査内容は, 歩行支援に関するニーズ, 補助具の使用状況等について質問紙
での聞き取り調査を行った｡ その結果, 現在使用している歩行補助具では杖が多く, 次いで
シルバーカーであった｡ 歩行支援に関するニーズでは, ある程度歩行が自立していても, 床
や椅子から立ち上がる際に手をつく台等の手助けを必要としていた｡ 歩行時には, 途中で休
憩できる場所の確保, 夜間街灯の設置, 道路の舗装整備などの要望があった｡ 補助具では,
杖では個人の身体状況や家屋環境に合わせること, シルバーカーでは, ファッション性, 経
済的な問題等を考慮することに関する意見及び要望があった｡ 寒冷地のため, 防寒具着用時
や, 積雪時でも安全に使用できる用具の開発と環境整備が求められていた｡

わることによって転倒予防のみならず, 自立, 介護予
防, 介護者の負担軽減にもつながると考える｡
加齢に伴い身体機能は低下し, 転倒, 骨折から寝た

これまで, 高齢者の歩行支援に関連したものでは,

きりへ移行するケースも多く, 高齢者看護における転

歩 行 支 援 機 器 の 開 発 ６〜９) , 福 祉 用 具 全 般 の 利 用 状

倒予防ケアの重要性はますます高まっている １)｡ 転倒

況 10〜12), 住宅改善等 13, 14) の報告がある｡ また, 歩行に関

予防には地域において様々な取り組みが行われてい

しては, 加齢が歩行能力に及ぼす影響や, 疾患との関

る ２〜５) が, 高齢者の歩行を支援するという視点でかか

連から論じられている 15, 16)｡ しかし, これらは, 歩くと
いう行為に着目したものであり, 高齢者の歩行に関し
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点が多い｡ さらに, 地域に居住する高齢者の環境とい
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う視点から, 地域の特性を考慮し検討したものは少な
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い｡ 高齢者の歩行支援については, まず高齢者の一連

子, 歩行補助具なども含まれる｡

の歩行動作の流れから主観的な視点や, 地域性を含め
て検討していく必要がある｡
加島 17) は, 人が移動するのは移動という動作が目的
ではなく, 目的のために実用的な移動手段を選ぶこと
が大切であり, 移動動作には身体機能に見合った福祉

対象者は, 在宅で生活し認知症が無く, 歩行補助具

用具の選定が必要だと述べている｡ 歩行支援は, 転倒

を使用しながらでも屋内で移動可能な在宅生活を送り,

を予防し, 活動範囲を広げるだけでなく, 対象者のそ

介護老人保健施設においてデイケアを利用している要

れぞれの目標を達成するための支援であることも念頭

支援, 要介護１程度の高齢者とした｡

にいれておかなくてはならない｡ そのためには, 個人
の身体状況や体型などに適した歩行補助具の設定が重
要であり, 歩行補助具を利用する高齢者のニーズを把

内容は, 属性 (本人の年齢と性別, 家族構成, 介護
度), 健康状態, 居住環境, 福祉用具の利用状況と移動

握していくことが必要であると考える｡
また, 適切な歩行補助具の使用は高齢者の転倒を予

状況, 過去の歩行補助具使用の有無について, 歩行動

防し, 活動範囲を拡大し, 社会活動の活発化, 閉じこ

作時に必要な手助けでは,

もりの予防, 他者との交流や生きがい形成につながる

る時

と予測される｡

いている時

以上のことから, 本研究は, 寒冷地に居住する高齢
者の歩行に焦点を当て, 歩行支援に関するニーズの実

床に座っていて立ち上が

椅子から立ち上がる時
履物を履く時

歩き始めの時
荷物がある時

歩

の, ６

つの動作について回答を得た｡
また, 歩行補助具の使用については, 過去に使用し
た補助具の種類と使用した感想を述べてもらった｡

態を明らかにすることを目的とした｡

質問紙を用いた聞き取り調査とし, 平成17年12月か
歩

行：歩行とは重力に対して立位姿勢を保ちな

ら平成18年１月に行った｡

がら全身を移動させる複雑な動作であ
る 18)｡
歩 行 動 作：動作とは何かしようとして体を動かすこ

研究に際して, 以下のような手順で調査を行った｡

とであり, 歩行時の体の動きをあらわす｡

デイケア施設へ研究者が事前に赴き, 調査の目的, 使

ここでは, 床に座ってから立ち上がる時

途, データの処理方法を説明し, 管理者から承諾を

などの歩行に移る最初の動作から含めた｡

得た｡

移 動 状 況：移動とはある場所から別の場所へと身体

対象者へは, 研究は任意であること, 個人の情報管

全体を移動させることで, さまざまな場

理を厳重に行うこと, データは研究目的以外に使用し

所や状況での歩行や移動の動作である｡

ないことを文書と口頭で研究者が説明し, 調査承諾書

例えば, 家の中の部屋から部屋への歩行,

に署名をもらった｡

19)

屋内での歩行, 街路を歩くことである ｡
歩行補助具：通常, 立位姿勢で歩くことを補助する装
置全体を指して歩行補助具と考え, 歩行

調査地域は, 中国山地の山々にかこまれ, 日本海に

器と杖, シルバーカーに分け車椅子は含

面した山陰の一部である｡ 北西の季節風が日本海を渡っ

めない｡ 手すりなどは住宅改造に分類さ

て吹きよせてくる冬の間は, 曇りの日が多く, 雨や雪

れるが, 今回は歩行補助具を広い意味で

がよく降る｡ 気象特徴として暖房必要期間は10月中旬

捉え, 手すり, 靴も補助具に含めた｡

から５月連休の 6.5ヶ月間, 日照率は12〜２月の冬季

歩 行 支 援：高齢者の歩行を支え, 助けること全般を
指す｡
福 祉 用 具：高齢者や身体障害者の生活活動を援助し,
また介護者の負担を軽減するために使用
する用具であり, めがね, 補聴器, 車椅

は曇天が多く30％前後である｡ 今回の調査では, この
地域を寒冷地域とした｡

寒冷地に居住する軽度要介護高齢者の歩行支援ニーズの実態
ないと答えた｡ 普段の過ごし方として, 椅子に座って
過ごしているものが多かった｡

対象者は, 男性３名, 女性７名で, 平均年齢は78.9歳
であった｡ 独居は２名で, ８名は家族と同居していた｡

日常生活状況では, いくらか不自由を感じるが, 介

介護度は, 要支援５名, 要介護１が５名であった｡ 健

護を受けずに生活できている者が５名と最も多く, 不

康状態として, 腰の痛みがある者７名が最も多く, 次

自由な部分のみ, 家族やヘルパーなどの手助けを得て

いで足の痛み６名, 足腰以外の痛み６名でほとんどの

いる者が３名であった｡ 移動状況では, 何も使わない

者がなんらかの痛みを有していた｡ また, 内科的治療

が気をつけながら移動している者が５名, 次いでつか

を受けている疾患については, 高血圧, 消化器疾患が

まり歩きが多かった｡

多かった｡

現在, 全員がなんらかの福祉用具を使用しており,
住まいについては, 畳で生活している者が９名と多
く, フローリングは１名のみであった｡ 普段過ごす部

杖の使用が７名で最も多く, 次いでシルバーカーが多
かった｡

屋は, 全員が１階にあり, 階段昇降の機会は９名が少
表１

対象者の属性

表２

居住環境

表３

生活状況

大畑政子・原
表４

祥子・松下恭子・多田敏子
いて立っていることができないため〈長い靴べら〉や

福祉用具の利用状況

〈腰掛〉などを必要としているものが多かった｡
物がある時

荷

は,〈シルバーカーを利用しているので

良い〉との回答が多かったが, 片手が不自由な者にとっ
ては,〈片手でまっすぐ動くカート〉を必要としてい
るという回答もあった｡

杖やシルバーカーなど, 歩行するうえで助けになる
ような歩行補助具について, 全員がなんらかの補助具
を過去に使用していた｡
歩行動作の一連の場面において必要な手助けは,
床に座っていて立ち上がる時

杖, T 字杖については, いずれも【身体状況に合わ

に,〈手をつく台が欲

ない】が挙げられ, 具体的には〈使用して腰が痛くなっ

しい〉〈近くにつかまるものがあればいい〉などの回

た〉〈左手首から下がないので杖が持てない〉〈(T 字

答があった｡

部分の) 上から杖を持つと手首が痛いので使えない〉

椅子から立ち上がる時

では,〈椅子に

手すりが欲しい〉〈テーブルがあると良い〉などで,

など, 過去には使用していたが, 現在は使用していな

床や椅子から立ち上がる際には, いずれも手をつくも

いという回答がみられた｡ また,〈畳の部屋では使い

のやつかむものを必要としていた｡

にくい〉など【屋内の使用に不向き】であることや,

歩き始めの時

は, 手助けが必要と答えた者はなく, 歩き始めの時よ

〈冬になって手袋をつけるとすべる〉という【防寒具

りも立ち上がりの場面で手助けを要していた｡

歩い

着用時の問題】も挙げられた｡ 反対に,【場所や目的

ている時

は,〈つかまるところがあれば良い〉の他

に合わせた使用】が挙げられ, 具体的内容として〈玄

に〈街灯があると良い〉〈舗装された道路〉〈積雪時

関・庭先・道路の手前の３箇所においてある〉〈手軽

には押し車が押せない〉〈途中で休憩できる場〉など

に使える外用と内用２本を使用している〉など, その

の回答を得た｡

時の状況に応じて使い分けているという回答もあった｡

履物を履く時

では, 長時間下を向
表５

歩行動作に必要な手助け

寒冷地に居住する軽度要介護高齢者の歩行支援ニーズの実態
表６

歩行補助具使用についての感想 (重複回答)

シルバーカーでは,〈荷物が入るので良い〉〈もっとお
しゃれなものがあれば良い〉〈欲しいが高額〉などで,
ファッション性や, 経済面での問題が挙げられた｡

今回の調査対象者は要支援・要介護度１であり, 他
者の介助を必要としないである程度歩行が自立してお
り, 日常生活全般においても, 介護を受けずに生活で
きているものが多かった｡ しかし, 歩行がある程度自
立していても, 歩行を開始する第一段階において, な

寒冷地に居住する軽度要介護高齢者を対象に歩行支

んらかの手助けを必要としていた｡ 筒井らの東京都２

援ニーズに関する実態について, 歩行動作, 歩行補助

市の調査 20) によると住宅改修の申請の９割が手すりの

具の使用状況, 使用に関しての感想から検討した｡ 本

取り付けである｡ 本調査でも普段過ごしている場所に

調査においては, １施設のデイケアに通っている10人

手すりや, 台を設置することが歩行への第一歩であり,

という少人数を対象としており, しかも認知症がない

立ち上がりの際に重要な役割を持っていることがわか

要支援・要介護１の高齢者に限った範囲の結果と解釈

る｡ 介護予防の観点から, 現状の歩行能力を維持でき

する必要がある｡ これらのことをふまえ以下に考察を

ることも重要な課題であり, 軽度要介護高齢者が現在

述べる｡

の歩行機能を維持するためには, 適切な場所に手すり
を設置することは有効であろう｡ 一方で, 立位保持や
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立ち上がりを中心とした基本動作の練習が必要であ
21)

びやすいと感じるのは ｢居間｣ であるとの報告 24) があ

り , 現在の歩行機能をふまえた動作練習を強化し,

る｡ 日本の家屋環境は一般的に畳であることが多く,

住居や歩行補助具の使用を含めた個々の状況に応じて

今回の対象者も, 畳で生活しているものが多かった｡

取り入れていくことが重要だろう｡

杖使用は, 立位能力の向上, 歩行時のバランスに対す

また歩いている時には, 疲れたときに途中で休める

る不安感の軽減などの効果がある 25) が, 室内での安全

場の確保や, 道路の舗装, 夜間街灯の設置など屋外の

な移動のためには, 室内環境を考慮する必要がある｡

環境に関するいくつかの要望があった｡ 閉じこもりの

また, 片手が使えないものや, 杖を使うと腰が痛いな

リスクが高まる要因として, 道路に段差・傾斜がある,

どの意見もあることから本人の身体状況や体型などに

歩道が狭い, 交通量が多い, トイレが少ない, ベンチ

見合った適切な杖を使用することが大切である｡ 神

や椅子などの休める場所が少ない

17)

などが挙げられて

沢 26) はできれば試用できる杖を数種類用意しておき,

いる｡ 屋内では自立していても, 屋外に出ると不便を

実際に使用する機会を設け, 歩行の安全性や介助量の

感じたり, 疲労を感じたりすることで家に閉じこもっ

軽減などを考慮して選択することの必要性を述べてい

てしまう危険が高まる｡ 高齢者が安心して戸外で歩行

る｡ 対象者の中には, 玄関・庭先・道路の手前など３

できるよう, 疲れたら休憩できる一定間隔でのベンチ

箇所に杖を置いて使用している者もいた｡ 用途に合わ

とトイレの設置, 夜間照明の確保, 道路の舗装など,

せいくつかの杖を用意しておくことも対処の１つであ

高齢者の思いを反映した環境づくりが求められている｡

るが, 経済的なことも考慮すれば, その人にとっての

履物を履く時には, 座る場所があり, 靴べらがある

使用頻度や使用目的を考慮したうえで最も必要度の高

と良いとの回答を得た｡ 靴べらについては, 長時間立

い杖を選ぶことを念頭にいれておく必要がある｡

位が保持できないものにとって, 上半身を倒さなくて

シルバーカーについては, どの対象者も使いやすい

も使用できるような長い靴べらが必要であるという具

と述べていた｡ シルバーカーは, 安定性もよく, 屋外

体的な意見が得られた｡ 転倒の多い場所として, 玄

歩行の耐久性に欠ける場合に使用し, 買い物用の荷台

関 22, 23) が報告されているが, 靴を履くときは椅子に座

があるので女性の利用が多い 27) ｡ また, 握力が弱く杖

り身体を安定させて履くよう促し, 長い靴べらを備え

を握れない場合でも使用しやすい｡ しかし, 体裁が悪

ることを転倒予防の指導に加えることも考えられる｡

くて最初は抵抗していたという意見もあり, 車を選ぶ

その他, 外出した先で使用できるよう高齢者が利用す

ように個人の好みにあった多彩に富むおしゃれ性のあ

る施設に椅子の設置を働きかけることや, 携帯可能な

るものが求められる｡ 現在, 多種類のシルバーカーが

靴べらを持ち歩くよう高齢者に助言していくことも必

インターネット上でも販売されているが, 高齢者に情

要であろう｡

報を提供していくことや, 高齢者がそれらの情報にア

さらに, 歩行時に荷物がある場合は, シルバーカー
を利用することが有効であることが示唆された｡ しか

クセスしやすい方法を整備していくことも支援として
重要であろう｡

し, 荷物はたくさん入るが, 身体に比べたら重たくて
大きいという意見などから個々の身体状況を考慮した
選択をすることも重要だろう｡ また, 一方の上肢が不

羽原らの積雪寒冷地に居住する在宅高齢者の調

自由な場合など片手でも操作しやすいシルバーカーの

査 28) では, 冬季の移動に不便・困難を感じていると報

検討も必要である｡

告している｡ 積雪時の道路での歩行は, 若年層でも転
倒することがありそのリスクは高まる｡ 今回の調査で
は, 寒冷地の明らかな特徴は見出せなかったが, 積雪

福祉用具については, 介護保険の施行後, 要介護者

時はシルバーカーが上手く押せないなどの意見もあり,

等の日常生活を支える道具として急速に普及, 定着し

除雪対策も求められるだろう｡ また, 杖の場合, 手袋

関心が高まっている｡

を着用すると滑って握りにくいことから, 滑り止めの

今回, 過去に使用したことのある歩行補助具では杖

手袋など居住地域の生活様式を考慮した支援の工夫や

が多かったが, 現在は使用していないものもいた｡ そ

環境整備が必要である｡ 防寒具の着用や積雪は冬季に

の理由は, 室内だと畳が傷む, 腰が痛くなったなど,

なると日本のどこの地域でもみられることであるが,

室内環境や身体状況に合っていないためであった｡ 室

寒冷地では他の地域よりその率が高まり, 期間も長く

内での転倒に関して, 高齢者が特に転びやすいと感じ

なることが予想される｡ そのため, 寒冷地においては
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