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【論文】 

積雪寒冷地に居住する高齢者の 

健康の維持・増進及び QOL向上への取組みの検討 

～季節による変化に着目して～ 
Consideration of efforts to Health maintenance and QOL improvement for elderly 

people in snowy cold region. 

 

棚橋嘉美(北海道科学大学保健医療学部理学療法学科  

北星学園大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻 博士[後期]課程) 

 

要旨： 

超高齢社会を迎えた我が国において、高齢者の健康維持増進に対する取り組みが重要となる。その為には

身体機能の維持・向上のみでなく QOL や社会環境にも着目した取り組みが必要であり、特に積雪寒冷地では

季節の変化による影響が考えられる。本研究では、地域に居住する高齢者に対する関わり方について、積雪

寒冷地特有の気候・住環境を踏まえた提案を行うことを目的に、4名の高齢者を対象に夏季と冬季での QOL調

査・身体機能調査とインタビュー調査を実施した。調査・分析の結果、転倒予防を強く意識して活動するこ

とにより冬季の身体的 QOLが高くなっている可能性がある一方、身体的 QOLと実際の身体機能に差が生じて

いる傾向も見られた。また、自宅内の環境整備についてはあまり意識していない様子が見られ、屋外活動時

のみでなく自宅内の環境にも意識を向けてもらうための取り組みが必要だと感じた。 

 

Keywords：積雪寒冷地、在宅高齢者、QOL、健康維持、医療・福祉 

 

Ⅰ．背景・目的 

 

2018(平成 30)年 10月 1 日現在、我が国の総人口

1 億 2,644 万人のうち 65 歳以上の高齢者人口は

3,459万人、高齢化率は 28.1%となっている（内閣府 

2019）。また、2017(平成 29)年の高齢者のいる世帯

数は全世帯数の 47.2%を占め、そのうち夫婦のみ・

単独世帯が 58.9%となっていることから（内閣府 

2019）、高齢者の 6 割近くは自分自身で日常的に身

の回りのことを行い生活していることになる。 

高齢者が要介護状態に至る原因として、認知症

(18.7%)、脳血管疾患(15.1%)、高齢による衰弱(13.8%)、

骨折・転倒(12.5%)があげられている（内閣府 2019）。こ

の第 4 位の骨折・転倒にかかわるものとして、2017(平

成 29)年の転倒・転落による死亡者数にも着目すると、

その数は高齢になるにつれて増加し、特に 65 歳以上

では交通事故による死亡者数を超えている（厚生労働

省 2017）。さらに、高齢者の事故発生場所が「住宅」で

ある割合は 77.1%となっており、事故のきっかけで多い

ものは「転落」「転倒」であった(独立行政法人国民生活

センター 2013)。 

また、日常生活に制限のない期間(健康寿命)につ

いて、2001(平成 13)年～2016(平成 28)年までの延び

が、同期間による平均寿命の延びと比べて小さいこ

とが報告されているが(平均/健康：男性 2.91/2.74

年、女性 2.21/2.14年)（内閣府 2019）、「健康日本

21(第 2次)」では、基本的な方向として「生活の質

(Quality of Life：以下 QOL)の向上」「社会環境の

質の向上」から「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」

を実現することをあげている（健康日本 21 企画検

討会他 2000）。 

これらのことから、超高齢社会を迎えた我が国に

おいて、高齢者が要介護状態にならず日常生活に制

限なく暮らすための健康状態を維持ないし獲得する
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ためには、転倒予防も含めた身体機能維持・向上だ

けでなく QOLや住宅環境、社会コミュニティ等の社

会環境にも着目した取り組みが必要であると言える。

また、これらの取り組みは「現在生活が自立してい

る高齢者」にも行っていくことが重要となるが、生

活が自立した高齢者に対して医療職が積極的にかか

わることは難しく、QOL や社会環境にもアプローチ

するためには地域との連携が必要不可欠となる。そ

の為、医療職と在宅支援を担う福祉職が各地域に居

住する在宅高齢者(以下地域高齢者)の健康維持増進

のためにどのように連携しかかわっていくべきか考

えていくことが重要となる。 

特に北海道のような積雪寒冷地では、冬季はそれ

以外の季節と比較して気候の変化から生活環境が大

きく変化し、QOL および社会環境に影響を与える可

能性や、路面の凍結や除雪作業の必要性から転倒の

危険性も高くなる可能性が考えられる。 

先行研究では、積雪寒冷地に在住する高齢者につ

いて夏季と比較して冬季でバランス能力に低下を認

めたが認知機能には変化が見られなかったとするも

の（林ら 2018）、積雪寒冷地の独居高齢者で転倒恐

怖感と気象の生活への影響に関連を認めたもの（鳥

谷ら 2006）、などがあった。 

しかし、高齢者の転倒予防・健康維持増進のため

に高齢者の身体機能や QOL、医療・福祉専門職の連

携等複数の要素に着目し、更に積雪寒冷地独自の特

徴・問題も含めて行われている研究は少なく、超高

齢社会を迎えた我が国にとってこれら複数の要素の

着目した研究を行うことは、これから先の時代高齢

者が住む地域や季節を問わず健康な暮らしを送るた

めには重要となる。 

以上の点から、本研究では、積雪寒冷地である北

海道某市在住の高齢者数名を対象に、積雪の無い時

期(以下夏季)とある時期(以下冬季)における QOL・

身体機能の調査を実施した後、生活状況・転倒予防

への意識・住環境等に関するインタビュー調査を実

施する。得られた調査結果から、夏季と冬季の QOL・

身体機能の変化と生活環境やご本人の意識等の関連

性について分析を行い、積雪寒冷地に居住する高齢

者の転倒予防・健康維持増進のために、地域全体で

どのようにかかわっていくべきか提案を行うことを

目的とする。 

Ⅱ．方法 

 

本研究では、市内某区在住の高齢者に対し、QOLに

関するアンケート調査(以下 QOL調査)・身体機能調

査を夏季・冬季・夏季と計 3 回実施し、3 回の調査

のうち 2回以上かつ夏季・冬季での調査結果を得ら

れた方のうち、インタビュー調査への同意を得るこ

とが出来た 4名を対象に住宅環境や生活状況等につ

いてのインタビュー調査を実施した。 

１．対象者 

市内某区の地域包括支援センターが後方支援して

いる自主体操グループ参加者のうち、認知機能に問

題がなく外出が自立可能な身体機能を持つ 65 歳以

上の方かつ、QOL 調査・身体機能調査およびその後

のインタビュー調査の両方の調査に対して同意を得

られた方 4名を本研究の対象者とした。 

 

２．調査方法 

１）QOL調査・身体機能調査 

自主体操の会場に伺い研究についての説明を行っ

た後、下記①～③の調査を実施した。①・②は調査

用紙を配布し後日記入・返送してもらうこととし、

③はその場で直接検査を実施した。 

①基本情報調査 

年齢・家族構成、既往・現病歴、1週間の平均外出

状況、過去 3か月間の転倒状況、について調査用紙

を用いて実施した。 

②QOL調査 

「SF-36(verion2)」、「WHOQOL26」の 2種類の自己

記入調査用紙を用いて実施した。 

SF-36 は、世界で最も広く使用されている自己報

告式の健康状態調査票であり、下位尺度 8項目(PF：

身体機能、RP：日常役割(身体)、BP：体の痛み、GH：

全体的健康感、VT：活力、SF：社会生活、RE：日常

役割(精神)、MH：心の健康)と、それを 3つにまとめ

たサマリースコア(PCS：身体的健康度、MCS：精神的

健康度、RCS：役割／社会的健康)で構成されている。

得点は下位尺度 8項目とサマリースコア 3項目の合
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計 11項目をそれぞれ 0～100点で算出し、高い方が

QOLが高いという解釈になる（Fukuharaら 1998）

（福原ら 2004,2015）。 

WHOQOL26は、Ⅰ身体的領域、Ⅱ心理的領域、Ⅲ社

会的関係、Ⅳ環境領域の 4 領域 24 項目に全体を問

う 2 項目を加えた 26 項目から構成されている。こ

れら 26 項目について「過去 2 週間どのように感じ

たか」「過去 2 週間どのくらい満足したか」「過去 2

週間どのくらいの頻度で経験したか」を 5段階で回

答してもらう。回答に応じて 1～5点で計算し、領域

ごとに合計・平均点を出した後全ての得点を足して

26で割ることで QOLの平均点を算出、平均点が高い

ほうが QOL が高いという解釈になる（田崎ら 

1997,2015）。 

③身体機能調査 

股関節～足関節の関節可動域・筋力測定、バラン

ス能力調査 2種類：片脚立位時間、重心動揺検査を

実施した。 

関節可動域は、対象者に背臥位をとってもらった

状態で検査者が他動的に関節を動かし、著しい可動

域の制限や運動時の疼痛の有無などを確認した。筋

力測定は、対象者に椅子に座ってもらい、理学療法

士が用いる徒手筋力検査法に基づき、検査者による

徒手抵抗にどの程度抵抗が可能かを 5～0 の 6 段階

で評価した。 

バランス能力検査のうち、片脚立位時間は開眼状

態で左右の脚それぞれで片脚立位を実施出来た秒数

を計測し、最大 30秒間とした。歩行時に必ず片脚立

位となる時間が生じ、歩行時のバランス獲得・転倒

予防のために片脚立位能力が必要となることからこ

の検査を実施した。重心動揺検査は開眼静止立位 30

秒間での動揺を測定し、総軌跡長、X変位、Y変位の

3 つの数値で示した。重心動揺が大きいということ

は、まっすぐ立っている状態でも体が前後左右に揺

れており動作時には更にふらつきが生じる可能性が

あることからこの検査を実施した。片脚立位時間・

重心動揺検査時は、転倒の危険が無いよう検査者が

すぐ体を支えられる位置に立った上で計測を実施し

た。 

①の転倒状況調査と②の QOL 調査が過去 1～3 か

月間の状況を回答するものとなることから、調査時

期は夏季を 9月・冬季を 3月とし、2018年 9月(以

下 18夏)、2019年 3月(以下 18冬)、2019年 9月(以

下 19夏)の 3回実施した。 

なお、QOL調査・身体機能調査については、18夏

と 18 冬の調査が終了した時点で得られた 18 夏 15

名・18 冬 17 名分の結果をもとに季節による身体機

能と QOL の変化について考察を行い、「積雪寒冷地

に居住する高齢者の転倒予防・健康維持に対する取

り組みの検討～季節による身体機能・QOL の変化に

着目して～」というタイトルで「日本転倒予防学会 

第 6 回学術集会」にてポスター発表を行った(棚橋

ら 2019)。 

 

２）インタビュー調査 

2020年 2月に、4名のうち承諾をいただけた 2名

はご自宅に伺い、他 2名は自主体操グループ活動終

了後に会場に伺い、下記内容について 30 分程の時

間でインタビュー調査を実施した。 

①基本情報 

アンケート調査で回答していただいた内容をもと

に、家族構成、既往・現病歴、1週間～1か月単位で

の外出状況(目的・頻度・距離・移動手段等)、転倒

歴(転倒歴があった場合は時期・場所・状況等)、に

ついて調査を実施した。 

②家屋状況 

高齢者の自宅内での事故発生原因として転倒・転

落が多いという報告(独立行政法人国民生活センタ

ー 2013)から自宅内での転倒リスクに着目し、対象

者の方のご自宅の間取り、段差、照明の位置や使用

状況、ご本人が自宅環境で転倒リスクとして気にな

る部分等について実施した。また、積雪寒冷地であ

ることから、冬期間の暖房の使用状況や除雪作業に

も着目し、暖房の位置・使用状況と除雪作業の実施

についても調査を実施した。 

③生活状況 

夏季と冬季での生活環境の変化を調査するため、

夏季・冬季それぞれの起床・就寝時間、屋内外で使

用している履物、健康維持・転倒予防のために意識

していること・生活の中で工夫していることについ
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て調査を実施した。 

 

３．分析方法 

対象者 4 名のデータについて、まず QOL 調査・身

体機能調査で得られた結果はそれぞれの数値を表に

まとめた後グラフ化し、季節による変化の比較を行った。

次に、インタビュー調査で得られた結果は、文献（佐藤 

2008）を参考に聞き取った内容を要約した上で 9 つの

項目に分類し、共通点や関連性を分析した。 

最後に、QOL 調査・身体機能調査結果とインタビュ

ー調査結果を合わせて、季節による QOL と身体機能

の変化と住環境や生活環境、ご本人の心身機能への

不安や転倒予防への意識等の要素がどのように関連し

ているか、比較・検討を行った。 

４．倫理的配慮 

本研究は、北海道科学大学倫理委員会及び北星学

園大学倫理委員会の承認を得て実施した。調査対象

者には、同意説明書を用いて本研究の目的、方法、個

人情報の取り扱いについて、研究への参加はいつでも

取りやめることが出来ること、などについて口頭で説明

を行い、同意書に署名を得た上で調査を実施した。 

 

Ⅲ．調査結果 

 

１．QOL調査・身体機能調査 

QOL調査の結果について、図 1・2に示す。身体機

能調査結果のうち、関節可動域と筋力については、

著しい可動域制限や筋力低下がある方はおらず、季

節による大きな変化も見られなかったため、バラン

ス能力検査である片脚立位時間・重心動揺検査の結

果のみを図 3・４に示す。また、重心動揺検査の総

軌跡長・X 変位・Ｙ変位それぞれの数値が示す意味

について図 5にて示す。 

以下、対象者 4名の数値の変化についてまとめた

ものを記載する。 

１）Aさん 

SF-36では PCSが冬に低下・MCS・RCSが 18夏→18

冬と 18冬→19夏いずれも低下、WHOQOL26ではⅠ・

Ⅱが 18夏→18冬と 18冬→19夏いずれも低下、Ⅲ・

Ⅳが冬に低下している。身体では片脚立位時間が冬

に低下、重心動揺は 18夏→18冬で低下し、18冬→

19夏で総軌跡長は少し上昇したが18夏より19夏で

低下しており、Y変位も低下している。 

2）Bさん 

SF-36 のＰＣＳと WHOQOL26 のⅠは冬に上昇し、

SF-36の MCSは 18夏→18冬と 18冬→19夏で上昇、

WHOQOL26のⅡとⅣは冬に低下が見られたが、いずれ

も変化はわずかであった。SF-36の RCSが 18夏→18

冬で大きく低下し 18冬→19夏でわずかに上昇、WHO 

QOL26 のⅢは変化はなかった。また、片脚立位は左

が 18 冬⇒19 夏にかけて上昇、重心動揺は冬季より

も夏季のほうが大きかった。 

図１．QOL調査① SF-36結果 
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3）Cさん 

SF-36の PCSが 4名の中で最も低かった。冬に SF-

36の PCSが上昇したのに対して WHOQOL26Ⅰは低下、

SF-36 の MCS が低下したのに対して WHOQOL 26Ⅱは

上昇と SF-36 と WHOQOL26 で逆の結果が見られた。

SF-36の RCSと WHOQOL26Ⅲは冬季に上昇していた。

片脚立位時間は左が大きく低下、重心動揺も総軌跡

長が 18夏→18冬に大きく低下し、18冬→19夏で少

し上昇が見られた。 

４）Dさん 

18冬→19夏で SF-36の PCS・WHOQOL26Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ

が若干低下し、SF-36の MCS・RCSが上昇した。片脚

立位は 18冬→19夏で若干低下し、重心動揺は 18冬

→19夏で若干上昇した。 

図 2．QOL 調査② WHOQOL26 結果 
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図３．身体機能調査①  片脚立位時間結果  

 

図４．身体機能調査②  重心動揺検査結果  

 

 

 

 

 

 

図 5．重心動揺検査各項目が示す数値について  

総軌跡長：重心の移動距離  

X 変位：重心が左右に移動した最大幅  

Y 変位：重心が前後に移動した最大幅  
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２．インタビュー調査結果 

 インタビューで得られた回答内容について項目ご

とに分類したものを表 1に示す。聞き取った文章を

そのまま書き出すのではなく、内容を要約した上で

対応する項目に分類していくＫＪ法の形式で実施し

た。 

項目は、自宅環境、同居の有無、履物(自宅内およ

び屋外での履物)、睡眠(就寝時間・起床時間)、外出

(一週間の外出状況)、転倒歴、生活の工夫(日常生活

の中で転倒予防等のために気を付けていること・工

夫していること)、冬場の雪かきについて、体調や転

倒に関する不安等、の 9つとした。以下、Aさん～D

さんそれぞれの結果について、表に記載した内容の

補足も含め、簡単にまとめる。 

１）Aさん 

 転倒歴は無いが、独居であることもあり入浴時等

日常生活で常に転倒を意識して生活している様子だ

った。分譲マンションであるため、浴室の扉を蛇腹

式に付け替えることも考えたが、工事費用の問題も

あり付け替える予定は今のところ無い。徒歩圏内に

娘さん一家が居住しており、平日はほぼ会いに行っ

ている他、週に 2度の買い物や週に 1度の体操等活

動性は高い。19年秋頃から特にはっきりとした理由

や原因無く遠くへの外出が億劫に感じること、それ

までＪＲを利用して通っていた週 1度のプールに行

かなくなってしまったこと、身体機能が落ちてきて

いる気がする、という言葉が聞かれた。 

２）Bさん 

 昨年は夏季に自宅内で 1度、冬季に屋外で 1度の

ほか時期は不明だが冬季にゴミ捨ての際に 1度転倒

があった。夏季よりも冬季の方が屋外歩行時転倒予

防を意識している。インタビューを実施した 4名の

うちもっとも転倒歴が多かったが、そのことについ

て不安に感じていたり気にしたりしている様子はあ

まり見られず、A さんのように身体機能や気分の低

下があるといった言葉は聞かれなかった。 

３）Cさん 

 関節の持病(リウマチ)があり、さらに今年の冬は

体調が悪く動くのが億劫に感じている。股関節に若

干の可動域制限があり、靴下の着脱が難しいことか

ら旦那さんに手伝ってもらっている。ソックスエイ

ド(靴下を履くための自助具)があることは知らなか

ったとのこと。 

週 1度の自主体操グループへの参加の他、介護保

険を利用しての運動にも通っており、外出・運動の

機会は多く持つよう意識している様子だった。冬季

は夏季よりも転倒に気を付けて歩行するようにして

おり、遠くへの外出は避けるようにしている。2 年

前の冬に杖を使用していて杖に引っかかって転倒し

てしまったことがあり、杖を使うのは怖いという言

葉が聞かれた。 

４）Dさん 

 4名の中で唯一仕事に就いており(週6日パート)、

活動性が最も高かった。月に 1，2度は公共交通機関

を複数乗り継いで外出しているが、冬季の遠出は控

えている。 

自宅内には夫が使用していた手すりがトイレ・居

間の壁際に設置されているが、ご本人が使うには位

置が少し高くなっている。台所から脱衣所無しで直

接浴室に入る間取りになっており、浴室から出た後

は床にバスマット代わりにバスタオルを敷き、その

上で軽く体を拭いた後居間に移動してきてから着替

えている。 

独居ではあるが市内にお子さんが 3人おり、会い

に行ったり連絡を取り合ったりしているほか、ご近

所の方とも普段から交流がある様子。利き手である

右手の薬指に、ばね指による手術の既往がある。 

3 年前の冬、通勤途中にしりもちをついて尾てい骨

を骨折したことがあり、それ以来転倒予防を強く意

識しているとのことだが、自宅内での転倒予防はあ

まり意識していない様子で、入浴後にバスタオルを

敷いてマット代わりにしている件についても、滑り

やすくて危ないという意識はない様子だった。 
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表１．インタビュー調査結果 
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Ⅳ．考察 

 

 QOL 調査・身体機能調査結果とインタビュー調査結果

について、まずＡさん～Ｄさんそれぞれについての考察

を行い、その後全体についての考察を行う。 

 

１．Aさん 

身体的QOLを示すSF-36のPCSは冬のみ低下してい

るが、WHOQOL26Ⅰは 18夏→18 冬と 18冬→19夏で続

けて低下している。片脚立位時間と重心動揺も冬季に

低下が見られており、身体的 QOLと身体機能が同様の

変化を示していた。精神・心理的 QOLを示すSF-36の

MCSとWHOQOL 26Ⅱがともに 18夏→18冬と18冬→19

夏で続けて低下しており、18 夏→18 冬の季節変化で

低下したものが 18冬→19夏にかけて上昇せずさらに

低下してしまった可能性と、季節に関係なく時間経過

によって低下している可能性が考えられる。 

インタビューの結果、昨年秋以降明確な原因や理由

無く身体機能・気分低下の自覚と外出意欲の低下が出

現しているが、自覚症状が出現する昨年秋よりも前の

18冬の調査時から精神的・社会的 QOLの低下が見られ

ていた。 

  

２．Bさん 

 冬に身体的QOLが若干上昇、重心動揺が上昇してい

る。インタビュー調査の結果、夏よりも冬の方が転倒

に気を付けて屋外歩行をしている・冬のみ杖を使用し

ている、とのことであった。この、「夏よりも転倒に注

意して歩行している」ことが、実際の冬の身体的 QOL

や身体機能の上昇に影響を与えている可能性がある。 

 一方で、片脚立位時間がいずれも10秒以下と短く、

重心動揺の数値も大きい。転倒回数も今回対象とした

4 名の中で最も多いことから、徒手筋力検査の結果で

は著しい筋力低下は認められなくてもバランス能力

の低下があることが考えられる。 

 

３．Cさん 

 B さんと同様に、冬の方が夏よりも転倒に気を付

けて歩き、遠方には行かないようにしているとのこと

であった。また、夏季の方が屋外歩行時に足が引っか

かる気がするという言葉も聞かれた。これは SF-36の

PCS が冬に上昇している結果と関連が見られるが、一

方で同じ身体的 QOL である WHOQOL26Ⅰは冬に減少し

ている。インタビュー中もご自身に持病があり身体機

能が低いことを意識している様子があり、バランス能

力は18夏⇒18冬に低下が見られ、その後 19夏で少し

上昇するが18夏より低い数値となっていた。 

社会的QOLが冬に上昇しているが、インタビュー中

に季節の変化によって社会とのかかわり方に変化が

あるような発言はなく、詳しい原因は不明である。体

操教室でも慣れない方への気遣い等率先して行って

おり、とても社交的な印象を受けた。 

 

４．Ｄさん 

 身体的 QOLである SF-36の PCSと WHOQOL26Ⅰが 18

冬→19夏で低下しているが、インタビュー調査による

と Dさんも Bさん・Cさんと同様冬の屋外歩行時は転

倒予防を強く意識しているとのことであり、これによ

り冬季の方が身体的QOLが高くなっていると考えられ

る。バランス能力では片脚立位は冬季の方が若干高く、

重心動揺は夏季の方が若干高かった。また、身体的 QOL

の高さや活動頻度の高さに対して片脚立位時間が短

くなっている。 

精神・社会的 QOLである SF-36の MCS・RCSが冬季

で低下している。D さんについては最初の夏季調査を

行えていないため、18 冬→19 夏の変化でしか考察を

行えていないが、冬は娘さんの自宅に行くのを控える

等夏より外出頻度が減少していることや、右手薬指の

術後の影響でここ1年ほど趣味活動への意欲が低下し

ていることなどが影響していると考える。 

 

５．全体を通して 

QOL と身体機能の関連について、SF-36 の PCS や

WHOQOL26Ⅰが高い＝バランス能力が高い、片脚立位時

間が長い＝重心動揺が少ない、という結果はみられな

かった。また、筋力検査で著しい筋力低下が無くても

バランス能力が低い方や、身体的 QOLや活動頻度が高

くてもバランス能力が低い方もいた。これらのことか

ら、積雪寒冷地に居住する高齢者の季節による変化を

見るためには複数の調査を実施することが重要であ

ると言える。 

QOLに関しては、SF-36の MCSとWHOQOLⅡの18夏→

18冬、18冬→19夏での変化には大きな違いがなく、

特に 18冬→19夏については 2つの評価方法で同様の

変化が得られていた。また、WHOQOL26のⅢとⅣは上昇
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／低下が揃っており、今回対象とした4名については、

社会的QOLと環境QOLの変化は関係しているという結

果になった。 

インタビュー調査の結果、4 名とも冬季は長靴も使

用するが歩きにくいのでスパイクや滑り止め付きの

靴やブーツを使用する等、冬道で滑らない・転倒しな

いための靴選びは気にかけていた。自宅内は季節問わ

ず裸足か靴下で、屋内での転倒リスクとなる可能性の

あるスリッパを着用している方はいなかった。4 名と

も入眠後朝までの間に、1，2度目が覚めたりトイレに

起きたりしており、起きた時のために照明は少しつけ

ておくもしくは紐を長くする等すぐにつけられるよ

うにしておく工夫をされていたが、より安全に起床時

に点灯可能なセンサー感知で点灯するライト等を使

用している方はいなかった。冬季、夜間の室温低下に

よる入眠や起床時間への影響を調査するために季節

ごとの睡眠時間や暖房の使用状況を伺ったが、1 名冬

季の方が起床時間が少し遅くなっている以外は、冬季

の方が寝付けない・朝起きられない、という言葉は聞

かれなかった。 

冬季の除雪作業については、マンション居住の Aさ

ん・Cさんは実施の必要性なし、戸建ての 2名につい

ては、B さんは同居の娘さんが実施してくれていると

のことで、D さんは市内居住しているお子さんがたま

に来て行ってくれるとのことで自分では最低限のみ

実施するとのことで、除雪作業は可能な限り避けるよ

うに気を付けている様子だった。 

全体的な印象としては、冬季の方が転倒予防を強く

意識して活動しており、それにより冬季の身体的 QOL

が高くなっていることが考えられる一方、転倒予防の

ために冬季の外出を制限している方が多く、身体的

QOL が高くても実際の身体機能が低下している傾向が

見られた。夏季の方が身体的 QOLが低いという結果に

対しても、冬は転倒予防を強く意識するが夏はあまり

意識していない、という傾向が見られた。 

以上の点より、積雪寒冷地に居住する高齢者に対し

ては、季節ごとの主観的 QOLと身体機能の変化をご本

人にも意識してもらうための継続的な調査と調査結

果のフィードバックの実施、特に冬季については転倒

予防への意識だけでなく実際の身体機能の維持・向上

のための取り組み、夏季については積雪が無いからと

いって気を抜いてしまわないよう夏季だからこその

転倒予防への意識付けといった取り組みが重要と考

える。 

今回の調査では、居住形態や独居/同居については

はっきりとした傾向や共通点等は見られなかったが、

Aさんのみ冬季の身体的 QOLの低下が見られた。同じ

マンション生活の C さんとの違いは同居家族の有無、

同じ独居のDさんとの違いは就労の有無、があったた

め、独居で外出する機会や周囲の方(特に家族以外の

方)とかかわる機会の少ない方については、冬季の

QOL・身体機能の低下を特に注意して見守る必要があ

る。また、自宅内の環境整備についてはあまり意識し

ていない様子も見られたことから、屋外を歩行する時

だけでなく、自宅内の環境にも意識を向けてもらうた

めの取り組みが必要だと感じた。 

一方で、自宅の改修を考えたが諦めてしまった Aさ

んや、使い慣れない杖につまずいて転倒してしまった

り靴下をはくための自助具の存在を知らなかったり

したCさんのように、現在生活が自立しているからこ

そ、介護保険サービス等へのアクセスが難しいという

問題点が見られた。Aさんも Cさんも、介護保険サー

ビスを利用することへの抵抗感があるといった様子

はなく、どのようなサービスがあるのか、誰に相談し

たりどのように利用したりしたらよいのかがわから

ない、という様子だったことから、大きな病気や怪我

等無く生活が自立しているうちから、介護保険サービ

スの利用方法や、日常生活で使用できる自助具等福祉

用具の案内等を周知徹底していくことが課題となる。 

 

Ⅴ．結語 

 

今回の調査の結果、積雪寒冷地に居住する高齢者に

対して、夏季と冬季での主観的 QOL・身体機能変化を

ご本人にも意識していただくための定期的な調査の

実施と結果のフィードバックを行うといった取り組

み、自宅内の転倒予防にむけた環境整備のための取り

組み、介護保険サービスや福祉用具等の案内等の取り

組み、等が必要になる可能性が示された。これらの実

現のために具体的に必要な取り組みについて、今後さ

らに調査・研究を進めていく。 
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