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厚生労働省：【基安発0316第1号（局長あて）】「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」の策定について，ｐ14より引用



厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課：
令和2年高年齢労働者の労働災害発生状況，令和3年4月30日より引用

年齢の上昇により転倒，墜落・転落，交通事故で特に重要（特に高齢女性の転倒防止）



高年齢労働者

• 高年齢者等の雇用の安定に関する法では，
高年齢者は55歳以上，中高年齢者を45歳以上

• 50歳以上の労働者の占める割合は約3割

• 50歳以上の休業4日以上の死傷災害の割合は
44％

• 加齢に伴う心身機能低下
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強みは豊富な知識と経験，業務全体を把握した判断
力と統率力
人口減少の中で，貴重なマンパワー
高年齢労働者が安心して働ける企業を目指す



後ろ足が滑って転倒 40％

激しく両手を着くことによる手首の骨折が多い

（社）安全衛生マネジメント協会HPより



つまづいて転倒 32％

床とつま先の間が平均1.5cm 。1cmしか開かない方
は段差2cmで３２％が引っ掛かる
別の作業しながらだと、より転倒しやすい

（社）安全衛生マネジメント協会HPより



踏み外して転倒

（社）安全衛生マネジメント協会HPより



滑って後方転倒

0.83秒で転倒
頭への衝撃が大きい

（社）安全衛生マネジメント協会HPより



時間別・転倒災害発生状況

身体反応が低下している午前中に転倒しやすい

凍結などを起因

凍結など以外

２０１５ 松本労働基準監督署

身体を活性化させる
始業体操が有効



高年齢労働者の諸問題
• 身体が硬い

• バランスが悪い

• 反射速度が遅い

• 視力が低く，視野が狭い

• 筋力が低下しやすい

• 転倒災害増加

• 生活習慣病（高血圧,糖尿病,脂質異常,NAFLD）
が増加

• 認知機能の低下（記憶，柔軟性）

いつまでも若い時と同様にできると認識している人も多く，
自分自身を把握していただく必要がある



加齢に伴う運動器機能障害

1）運動器の疾患

変形性関節症，骨そしょう症，変形性脊椎症，

脊椎管狭窄症など

2）加齢による運動器の機能不全

加齢による身体機能の低下

筋力、持久力、反応性、スピード、巧緻性、バランス

３）運動不足

これらの結果、転倒・転落事故が増加！



立位体前屈 ～柔軟性チェック～

合格ライン： 指が床に着いた状態で10秒キープ

立位で両膝を伸ばした状態から前屈するテスト

両足のかかとをつけ、足先を5cmほど開いて
膝を伸ばした姿勢で行う

両膝を伸ばした状態で「前屈してください」の合図で両手を
伸ばしながらからだを前屈させます．

テスト上の注意

膝を曲げたり，反動をつけたり，片手を余分に伸ばしたりしない



柔軟性の評価

男性 女性

60～64歳 5～12cm 11～16cm

65～69歳 1～9cm 10～15cm

70～74歳 0～8cm 9～14cm

最低でも床にタッチして欲しい・・・

指先が届く

グーでも届く

掌が触れる



片脚を伸ばし、
腰を丸めず前方に体幹を倒す



肩甲骨を前後に

両腕を前に出す 両腕を後ろに引く
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• 肩こり，首のコリ対策のストレッチ運動

肩甲骨周囲，首の後部編 耳の下の首周囲編



疲労を感じる前にストレッチをしましょう

業務終了後にストレッチをしましょう

最低でも1日1回はストレッチをしましょう

肉体的・精神的疲労も解消

メンタルヘルスワンポイントアドバイス
（ストレスを感じたら交感神経が優位）

→ 気持ち（認知）を変えるのは難しい
→ ストレッチを実施（副交感神経優位）して体から心を変える

日々の生活にストレッチを多用しましょう



１）利き腕の手を机から出す。

２）手の平を
ペンに触れない程度に開く

３）検者は上から見て、
不意にペンを落とす。

４）出来るだけすばやくペンを掴む

ペンおとし



この間、0.2秒かかる

敏捷性がわかる

目で見て 脳で情報処理 神経 筋つかむ

ｔ＝0.202秒

２０ｃｍのペンをつかめれば正常の反射スピード



カードキャッチ

①名刺ほどの大きさの紙を用
意し、自分の頭の上で持ち、
手から離す。

②床に落ちるまでの間に、空
中でキャッチする。なるべく高
い位置でとれるとよい。
③成功すれば5点，3回連続
で15点満点

なるべく高い位置でとれるとよいで
すが、大切なのは、どれだけ早くと
れるかではなく、「早くとろう」と意
識を集中させて行うことです。



敏捷性を向上させるには？

• できるだけ早い動きを実施する（階段を駆け
上がる，1歩大きく前に出す，ジャンプする，
電柱と電柱の区間を奪取する

• 1日一回だけでも全力を出すような運動を実

施する（手すりを持って両足飛び，座ったまま
素早く足踏み，ラジオ体操第2を実施）

• カードキャッチにチャレンジする
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立ち上がりテスト

①左右どちらかの脚をあげます
②上げたほうの足の膝は軽く曲げます
③反動を付けずに立ち上がり，そのまま3秒間保
持できますか？



男性 女性

20~29歳 片脚 20cm 片脚 30cm

30～39歳 片脚 30cm 片脚 40cm

40～49歳 片脚 40cm 片脚 40cm

50～59歳 片脚 40cm 片脚 40cm

60～69歳 片脚 40cm 片脚 40cm

70－79歳 両脚 10cm 両脚 10cm

左右共に片脚で立ち上がれた一番低い台の高さを測定結果とする
40ｃｍ台が立てない場合，両足で立ち上がれた一番低い高さを測定結果とする

立ち上がりテスト結果表



筋力はどうすればＵＰするか？

• 短時間（1分程度），もしくは10回程度で筋疲

労（筋が熱くなるような感じ）が生じるような負
荷をかける

• 乳酸が溜まるような負荷をかける

• 普段と違うことをする

• 1回でもいいので全力を出す

（階段駆け上がる，その場駆け足，

遅刻ぎりぎりで家を出る）



筋量増加には回数は必須ではなく，
疲労困憊まで実施することが重要（効果を上げるには3セット実施）



筋量を増加させるには
• 筋疲労するような筋力増強運動は必須

• 異化作用（筋量減少）は空腹時，ストレス応答性のグルココル
チコイドの上昇，疾患

• 同化作用（筋量増加）は，栄養摂取（特にタンパク質と炭水化
物），物理的な張力（筋力増強）

• 筋力増強運動後48時間までは同化作用が強い（三日に1回筋
トレ推奨）

• 1食のタンパク質摂取量は若者では体重1kg当たり0.24ｇ（体
重60㎏だと14.4g）だが，高齢者は体重1kg当たり0.4ｇ（体重60
㎏だと24g）必要→毎食摂取

• 朝食のタンパク質不足を夕食に補うより，朝食もタンパク質の
充足率を満たしたほうが，筋量が増加しやすい

高齢者こそ，腎機能などが悪くなければ
がっつり食べて，がっつり筋トレ



筋トレ後に①安静，②アルコール＋炭水化物，
③アルコール＋蛋白質，④蛋白質でわけると？

筋トレ後のアルコールは筋量増加を妨げる

AD Duplanty, et al. 2016 



骨格筋量は通常1年で１％減少するが肝硬
変患者の場合は，2.2％減少

• 本邦の癌のない肝硬変患者 149 人の骨格筋減少
率を，CT で撮影した

• 第 3 腰椎レベルの骨格筋量を画像解析ソフトで評
価すると，平均年率 2.2%であった

• Child-Pugh 分類別にて内訳をみると，Child-Pugh 
A で年率 1.3%，Child-Pugh B で年率 3.5%，
Child-Pugh C で年率 6.1%であった

• 肝機能が増悪すると筋肉量減少が顕著

Hepatol Res. 2016 

肝数値の異常がある人は，お酒と甘い食べ物，果物
の摂取量を減らす



飲酒習慣がある人には

• アルコールは，筋量・筋力低下の可能性がある

• 週三日の筋トレと週三日の休肝日を同日に

• 重労働の前日は，休肝日

• 飲む人は，筋トレと蛋白質・水分摂取

• 暑い日ほど，水分補給の頻度が大事
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お酒は週三日まで，1日1合程度



筋力および筋量UPのためには
• 短時間で疲労困憊するような負荷をかける

• 高負荷かつ低回数もしくは低負荷かつ高回転・高頻度

• スロートレーニング

• 筋トレ後や肉体労働後，2日間はタンパク質をしっかり摂取
（体重１㎏当たりタンパク質１ｇ）

• 朝・昼・夕食の３食とも同量のタンパク質がお勧め

• 毎食タンパク質の摂取を心掛け，高齢者ほどタンパク質を多
めに摂取する

• 筋トレ後，肉体疲労時はアルコールを飲まないようにする

• 喫煙は累積喫煙量で層化別に比較すると，喫煙量が多いほ
ど筋量と握力が低値であり，早期の禁煙によって増加する
（野上，他：日衛誌76．21003，2021）

適切な抵抗負荷をかけ，適切な食事（特にタンパク質），
と飲酒量，禁煙を推奨



転倒のリスク

1 2 3 4 5
ハイリスク ハイリスク ローリスク ローリスク リスク少ない

①最も転倒のリスクが高い

②転倒のリスクが高い

③転倒のリスクが低い

④転倒のリスクが低い

⑤転倒のリスクが最も少ない

転倒防止マニュアル：中央労働災害防止協会：平成２１年度



① ２ステップテスト

1 2 3 4 5
～1.24 1.25～1.38 1.39～1.46 1.47～1.65 1.66～

①両足のつま先をスタートラインにそろえて立つ

②可能な限り大股で２歩歩き、両足をそろえて止まる

③２歩目のつま先までの距離をｃｍ単位で測定する

④測定距離÷身長＝

⑤評価表を確認し、評価結果を記入する

転倒防止マニュアル：中央労働災害防止協会：平成２１年度

160㎝の身長であれば，1歩が110㎝程必要
普段から大股で歩くこと



② 座位ステッピングテスト
①椅子に浅く座り、両手で座面を握る

②両足を30cm 幅ラインの内側におく

③「始め」の合図で、つま先をラインの外
側の床に触れ、内側の床に触れる
これをできるだけ早く繰り返す

③20 秒間で何回内側に両足のつま先を
ついたかを数える

④回数から評価結果を算出する

1 2 3 4 5
～24回 25～28回 29～43回 44～47回 48回～

転倒防止マニュアル：中央労働災害防止協会：平成２１年度

早い動きの筋肉は，早い動きでしか鍛えられない
普段から素早い動作を心掛ける



③ ファンクショナルリーチ

①横向きで両腕を肩の高さに上げる

②指先を０ｃｍとする

③足を動かさずに、両手を伸ばす

④距離を測定する

⑤ゆっくりと開始姿勢に戻る

⑥ 検査結果から評価結果を算出する

1 2 3 4 5
～19cm 20～29cm 30～35cm 36～39cm 40cm～

転倒防止マニュアル：中央労働災害防止協会：平成２１年度

バランス感覚は鍛えないとすぐ低下
普段から，太極拳のような動作を実施



④ 閉眼片足立ち
①測定終了の条件をあらかじめ伝える
②靴を脱ぎ、手は腰に当てて片足を上げる
③被検者のタイミングで目を閉じ、スタートする
④そのままの姿勢でできるだけ長時間立位を保つ
⑤検査結果から評価結果を算出する

※測定終了条件：
・目を開く
・上げている足が支持足又は床につく
・支持足が移動する

1 2 3 4 5

～7秒 7.1～17秒 17.1～55秒 55.1～90秒 90.1秒～

転倒防止マニュアル：中央労働災害防止協会：平成２１年度

目ばかり頼りすぎない，深部感覚を鍛える
安全確保（近くに壁がある，クッションを引く）の上で実施



20歳を１とした場合の各種体力の加齢変化
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いつのまにか身体能力が低下している

特にバランス能力低下が著しい

閉眼片足立ち



⑤ 開眼片足立ち
①測定終了の条件をあらかじめ伝える

②靴を脱ぎ、手は腰に当てて片足を上げる

③被検者のタイミングでスタートする

④そのままの姿勢でできるだけ長時間立位を保つ

⑤検査結果から評価結果を算出する

※測定終了条件：
・手が腰から離れる
・上げている足が支持足又は床につく
・支持足が移動する

1 2 3 4 5

～15秒 15.1～30秒 30.1～84秒 84.1～120秒 120.1秒～

転倒防止マニュアル：中央労働災害防止協会：平成２１年度

歯みがき中，信号，電車，バス待ちは片足立ち



転倒・転落の予防

• 体の反応を鍛える → ペンおとし

• 体の判断と反射を鍛える → カードキャッチ

• つまづいた時に支える足を鍛える → ステップ動作

• 瞬発力を鍛える → その場駆け足

• つまづかない筋力を鍛える → 踵歩行

• バランスを鍛える → 目を閉じて体操

転倒しかけた際にバランスを保つバランス能力，素早く反
応できる瞬発力，的確な判断のための視力および空間把
握能力，片足ででも支えられる筋力，怪我をしない柔軟な
身体を日々の運動で維持・向上させる



① バランス能力

② 敏捷性（機敏さ）

③ 巧緻性（正確さ）

動きの質を高めて、転倒しない、ケガをしない、

安全な活動が出来るように！

低下
転倒

ケガ

身体機能のアップと環境整備が必要！

気づかせ、対応してもらう・対応する



段を目立たせ、手すりを考慮

労働安全衛生コンサルタント会

事故の発生を予想して対策を立てる



手すり or 広い作業台

労働安全衛生コンサルタント会



脚立と転落防止柵つき作業台

労働安全衛生コンサルタント会



体力テストの各年代の平均値

全年齢
20代
以下

30代 40代 50代
60歳
以上

２ステップテスト 1.57 1.62 1.59 1.56 1.55 1.52 

座位ステッピング（回） 32.9 34.8 34.2 33.3 31.7 30.1 

ファンクショナルリーチ
（ｃｍ）

35.2 37.0 36.9 35.7 33.6 32.7 

閉眼片足立ち（秒） 38.8 61.0 50.9 40.4 26.0 16.6 

開眼片足立ち（秒） 136.7 156.8 151.8 142.8 124.4 100.7 

H22.3 高年齢労働者の身体的特性の変化による災害リスク低減推進事業に係る調査研究報告書 中災防



１．視覚の低下

距離に応じてピントを調節する能力の低下（遠近調節）

視野中心の左右領域を識別する能力の低下（周辺視力）

モノを正確に識別する能力の低下（視力）

距離を把握する能力の低下（深視力）

明暗の順応力の低下

作業に最適な視力矯正器具（メガネ，コンタクト）を選択

危険な箇所の注意喚起，環境改善

わかりやすい配置，分類，内容の掲示（重さ，安定性など）

段差，傾斜，滑りやすい箇所の変化を色分け，ゾーニング

作業に適した照明の取り付け（特に屋外から暗い建物内）

変化

対応



２．聴覚の低下

騒音による聴覚機能の損傷

加齢による聴覚機能の低下

周辺の騒音や反響音で注意が散漫になりやすい

バイブレーター付きの携帯電話の使用

外部の騒音を遮断、または出来るだけ最小限に抑える

会議室は円卓を使用し、席は近づけて配置する

騒音を低減する表面材を出来る限り使用する

変化

対応



３．体力の低下

体力は２０歳から６０歳の間に、１５％～２０％低下する

平衡性、敏捷性、柔軟性、持久力が低下する

変形性関節症、糖尿病、骨粗鬆症などで筋骨格系が弱化する

判断力の低下でケガし易い

手の届く範囲内で、作業がしやすい作業環境にする
つまみなどにギザギザをつけるなど掴みやすく扱いやすくする
階段には手すりを設置し、照明は明るく、テープで目立たせる
休憩を作業スケジュールに組み込む
反復性の高い作業は疲労しやすく身体的な悪影響を及ぼしや
すいことを理解させる

変化

対応



４．認知機能の低下

中枢神経も老化し、情報処理に時間を要する

記憶が壊れやすく、短時間しか持続しなくなる

新しい知識を既知の知識と照合し判断するため、学習に多くの
時間を要す

新しい仕事や馴染みの薄い仕事につく場合は教育や訓練を実
施する

訓練をすることのメリットをきちんと説明し抵抗感を克服する

高齢者の訓練期間は長めに設定する

変化

対応



脳を活性化する有酸素運動

効果的にするための原則

①最大酸素摂取量を上げるために、多少強めの運動が推奨される

目標心拍数 （220-年齢）×0.6

③インターバルを入れる

ジョギングが望ましいが、ややきつめの早歩きなど

緩急つけて走るほうが、最大酸
素摂取量アップにつながること
が、最近の研究で明らか。

④早歩きとゆっくりとした歩行を交互に織り交ぜながら歩く

前頭前野
の活性化

②時間は1時間、回数は週1回でも効果あり



認知症対策を考慮する

炭水化物を極端に減らしすぎると筋量低下

→認知症リスク

20歳代の体重から増減なしが理想

筋トレを取り入れる

運動きらいなら歩幅を大きく

歩行速度も速く（普段から，早歩きで過ごす）

ダブルタスク能力を鍛える



骨の強化： 圧力×時間（1日8千歩推奨）

ウォーキング
やや遠くを見る

あごは軽く引く

着地は踵から

を意識する

下腹に力を入れる

膝を伸ば
す

肩の力を抜く

胸を張り、

背筋を伸ばす

肘を軽く曲げて、後に

引くイメージで振る

歩幅は普段歩くより

後ろに半歩広くする

つま先でしっかり蹴る



変形性膝関節症とBMI（体格指数）

• 膝の緩みが膝OAの進行と関連しているかを評価

• 2001～2003年に136人が前向き研究に参加

• BMI，筋力，X線による関節スペース、直立X線撮影、
および運動前後の膝の(前後）弛緩

• 8年間の追跡調査にて84名が再度測定

• 階段昇降の後，膝の緩みは有意に増加

• 膝OAの進行リスクは，膝の前後動揺1mm増加毎に
4.15倍，BMIが1ポイント増加するごとに1.24倍増加

肥満者と前後動揺が強い人（反張膝）は階段使用する
際は，杖もしくは手すりを使用する



メンタルヘルスに対する
運動の生理学的効果

• 成長因子（ＢＤＮＦ、ＩＧＦ-１、ＶＥＧＦ）増加と神
経細胞新生

• 脳血流の増加

• 脳内神経伝達物質（ドーパミン、セロトニン、ノ
ルアドレナリン）の増加

• セロトニン系の過活動状態の抑制

• 自律神経系調節（副交感神経の活性）

• 視床下部・下垂体・副腎皮質系の機能調節



Duke SMILE Studies

• ①自宅運動、②監視下運動、③薬物、④対照

• 監視運動は最大心拍数の70～85％強度、週3回

• 自宅運動も同じ内容（最初自宅で指導、電話で
フォロー）

• 薬物（セルトラリン）は50-200㎎と標準臨床治療

• 対照群に比較して、大うつ病の緩解は全ての群に
おいて高い傾向①40％、②45％、③47％、④31％

• 運動は抗うつ薬に匹敵する効果

最近の報告では、これらの群におけるうつ病再
発の予測因子は運動習慣の有無であった



高齢化対策としてなすべきこと

１．運動機能認識の機会を作り、改善の援助をする

２．働きやすい環境を整備する

４．若い世代から準備しておくように導く

正しいワークライフバランスを知る
運動習慣・正しい食習慣を身につける
睡眠や休息のとり方を身につける

５．生活習慣病予防の取り組みをする

３．高齢者の特性や障害を理解し、対策をする

どこから手をつけてもOK


