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なぜ転倒・骨折は減らないのか 
科学的根拠に基づいた認識を

　厚生労働省の統計によると、高齢者が要介護と
なる原因は、「その他」を除けば、①認知症

（18.7％）、②脳血管疾患（15.1％）、③高齢によ
る衰弱（13.8％）、④骨折・転倒（12.5％）、⑤関
節疾患（10.2％）⑥心疾患（4.7％）―の順と
なっている（図表1）。
　また、老健施設を含む介護の入所サービスで発
生した事故258事例の報告を分類した調査では、

「転倒・転落・滑落」が77.9％と、その他の事故
と比較しても圧倒的多数を占めていることもわ
かっている（図表2）。
　骨折予防効果があるとされる骨粗しょう症薬が
登場して久しいが、介護現場において高齢者の転
倒による大腿骨頸部骨折は、依然として減ってい
ない。老健施設でも、転倒や転落はリスクマネジ
メントのなかでも最重要事項と位置づけ、日夜、
さまざまな対策を講じ、それを実践しているもの
の、転倒・骨折はなかなか減少しないのが実情で
はないだろうか。
　なぜ転倒・骨折は減らないのか。その原因の１
つとして、正しい理解によらない予防策があげら
れる。老年医学の権威であり、全老健の理事でも
ある鳥羽研二氏が監修した『高齢者の転倒予防ガ
イドラン』（2012年、メジカルビュー社）は、高
齢者の医療・介護に関わる専門職が、転倒に関す

る科学的根拠に基づいた認識を得るための手引書
である。鳥羽氏率いる研究班のそれまでの研究の
集大成としてまとめられ、有効な予防についても
言及しているこの本のなかで、鳥羽氏は次のよう
に述べている。
　従来、高齢者について「転倒は事故」、「骨折
は骨粗しょう症を基盤とする疾患」とする硬直
したとらえ方がなされてきた。このため、転倒
は自宅では個人の責任、病院の敷地に一歩入っ
たとたんに医療機関の責任という奇妙な構図に
誰も異論を唱えず、「転倒」が内的因子と外的

解説

高齢者の転倒に正しい認識の啓発を 
バリアフリーよりも予防医療・予防ケア

因子の双方から起きる症候であるにもかかわら
ず、外的因子は「バリアフリー」、内的因子は
施設や院内の「事故防止委員会」などがもては
やされ、リスクマネジメントの対象とされてき
た。転倒の危険因子のうちのどれが重要かを判
定して、その順に予防対策を立てるといった科
学的アプローチが決定的に欠けており、医療政
策にも、まちづくりにも活かされてこなかった。

　本項では、同ガイドラインをもとに、転倒の危
険因子や予防方法について解説する。

最大の危険因子とされる「段差」 
転倒者と非転倒者で有意差なし

　もともと、高齢者の転倒リスクに対する評価は、
施設入所者をベースに組み立てられており、環境
要因への配慮がなかった。そこで、そうした背景
を踏まえ、介護保険制度が施行された2000年以
降、骨運動器研究分野において転倒リスク評価の
標準版の作成が進められ、その成果として「転倒
スコア（FRI：Fall Risk Index）」（以下、FRI）

『高齢者の転倒予防ガイドライン』表紙
図表2　�入所サービス全体事故状況分類�（2017年度老人保健健康増進等事業「介護サービスの利用に係る事故

の防止に関する調査研究事業」報告書より）

図表1　65歳以上の要介護者等の性別にみた介護が必要となった主な原因�
� （内閣府「平成30年版高齢社会白書」より）
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が完成した。FRIの詳細は後述するが、これに
より、それまで特殊機器や専門の検査員が必要
だった転倒のリスク項目に対する評価診断が省略
可能となった。さらにその後、環境要因も得点化
されたため、FRIは、再現性、妥当性、有用性
を検討した唯一のリスク評価指標ともいえる。
　以後、FRIを用いての研究が続けられ、なか
でも全国７ 地域の約2,500名を対象とした調査で
は、従来、転倒の最も重大な危険因子とされてき
た「段差」が、転倒者と非転倒者において「ほと
んど差がない」という非常に興味深い、これまで
の常識を覆す新たな事実も判明した。ただし、誤
解のないように注釈を加えるなら、環境整備のす
べてを否定するものではない。
　少し重複するが、再び先のガイドラインより、
鳥羽氏の説明を引用する。
　高齢者の転倒は疾患であり、事故ではない。
転倒は、身体的要因（内的要因）と環境要因
（外的要因）によって起きると解説されてきた。
ところが、われわれの日本 ７地域の住民調査で、
転倒者と非転倒者の環境要因を比較したところ、
家のなかの段差は両者とも「あり」が 69％で
全く差がなく、階段の使用も、坂道も差がな
かった。差があった項目は「家のなかが片づい
ていない」、「家のなかが暗く感ずる」といった
整頓や照明の工夫で対処できるものであり、事
故というより身体的原因に起因する「疾患」、
「症候群」として転倒をとらえ、転倒予防にか
ける経費は、バリアフリーより身体的な工夫を
生かした「予防医療」に注がなくてはならない。

　しかしながら、同書の初版発刊から早８ 年が経
過するが、高齢者の転倒に対する認識が劇的に変
わったとは思えない。残念ながら、我々介護現場
で働く専門職にもまだまだ転倒に関する正しい知
識が浸透しているとは言い難いのではないか。行
政の予算も、依然としてバリアフリー化などの環
境要因改善には比較的容易に割かれるが、予防医

療にはなかなか使われにくいのが現状だ。

多要因を網羅した評価スケール 
FRIだけで将来の転倒予測が可能

　ここで、FRIについて説明しておく。FRIと
は、対象者の転倒リスクを評価する簡便な評価尺
度である。
　最初に過去１ 年間での転倒歴を問うた上で、身
体機能に関する８ 項目、老年症候群に関する８ 項
目、環境要因に関する ５ 項目の計21項目に二者
択一で答えるものを「FRI-21」（図表3）とし、
それを在宅や施設で誰でも簡単に使用できるよう、
さらに簡素化したものが、「FRI」（図表4）であ
る。
　FRI-21では、より該当する項目が多いほど転
倒リスクが高いこととなり、FRIでは、 ６ 点を
超えれば「要注意」と判断する。
　高齢者の転倒には、さまざまな要因が関連して
いる（p.12図表5）が、FRIはほぼすべてをカ
バーしているため、他の評価方法―片足立ち
時間、Timed “Up & Go” Test（TUG）、ファン
クショナルリーチテストなど―と比較して、
より包括的な転倒評価スケールとなっている。つ
まり、FRIを行えば、他の検査を行わなくても、
十分に将来の転倒リスクの予測ができる。

あらゆるところに危険が潜む 
認知症高齢者は高いリスク

　以上を踏まえ、改めて高齢者の転倒リスクにつ
いて、少し具体的にみていきたい。特に高齢者の
場合、あらゆる要素が転倒リスクにつながる。
環境要因
　高齢者の日常生活では、若い健常者には考えも
及ばぬ危険要因が数多く潜んでいる。まず、環境
要因として、注意すべきポイントを屋内環境、屋
外環境、日々の行動要因、その他の要因に分けて、
書き出してみる（p.13図表6）。

図表3　FRI-21（『高齢者の転倒予防ガイドライン』より）

点数

過去1年に転んだことがありますか はい 5

歩く速度が遅くなったと思いますか はい 2

杖を使っていますか はい 2

背中が丸くなってきましたか はい 2

毎日お薬を5種類以上飲んでいますか はい 2

図表4　FRI（『高齢者の転倒予防ガイドライン』より）
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　都市部に住む高齢者における転倒状況について
の調査（注：2009年「聖路加看護大学紀要」よ
り。『高齢者の転倒予防ガイドライン』で引用）
によれば、転倒場所は、屋内が32.2％、屋外
41.4％、両方9.2％、不明17.1％となっており、
屋内の転倒場所は、居間、階段、廊下、玄関の順
番で多い。また、屋外では、平らな道、坂道、階
段の順で転倒が多いことがわかっている。
　リハビリをして、老健施設のなかでは安定した
歩行ができるようになっていても、退所し自宅へ
戻った途端に転倒して再入院、もしくは再入所と
なるケースは少なくない。利用者の自宅訪問の際
には、自宅内外の環境、その人の行動パターンな
どを考慮し、あらゆるリスクに備えた介入、アド
バイスをすることが重要だ。老健施設の在宅支援
機能として、通所だけでなく訪問リハビリのサー
ビス提供も重視される背景には、定期的に何度も

自宅へ通うことで、初めて気づき、見えてくる問
題点があることも大きい。
ビタミンD濃度
　海外の老人ホームでの比較研究によると、転倒
者は非転倒者よりも血清ビタミンD濃度が低い
ことが示されている。また、国内の大規模疫学研
究でも、血清ビタミンD濃度低値が早期に転倒
を引き起こす危険因子であることも指摘された。
ビタミンDの投与により、骨折が減少すること
から、ビタミンDには転倒リスクを減らす可能
性があると注目されている。
転倒を増加させる主な疾患と病態
○認知症
　認知症高齢者の転倒は、脳機能健常の高齢者の
少なくとも２ 倍以上高いリスクがあるとされてい
る。また、認知症では大腿骨骨折の治療成績も悪
く、機能予後・生命予後も悪い。

○視力障害
　日常生活で得る情報の大部分は視覚からであり、
視覚情報が平衡機能において重要な役割を担って
いる。また、障害物を避けたり、乗り越えたりす
る協調運動にも重要な働きをしているため、視覚
機能の低下（障害）は、転倒・転落の大きな内的
因子である。視覚機能が低下する種々の眼疾患は、
高齢であるほど罹患率が高くなり、高齢者では特
に加齢白内障、緑内障、糖尿病網膜症、網膜色素
変性症、加齢黄斑変性症などが転倒リスクと相関
していると考えられる。
○内耳障害
　内耳障害によるめまい・ふらつき、聴覚障害に
よる日常生活においての危険察知能力の制限は、

転倒が起こりやすいと考えられる。
　高齢者に多くみられる内耳障害には、良性発作
性頭位性眩暈症、メニエール病、両側末梢前庭機
能低下症などがあげられる。
○脳梗塞・大脳白質病変
　脳梗塞発症後の転倒リスクは、急性期・回復
期・慢性期ともに高い。後遺症である歩行・バラ
ンス障害に加え、半側無視、抑うつ、認知・感覚
障害などがその要因としてあげられる。
　また、大脳白質病変についても、罹患後は歩
行・バランス機能が悪化し、転倒リスクが高まる
との報告がある。
○糖尿病
　国内の調査では「糖尿病に罹患している高齢者

図表6　転倒と関連する環境要因�（『高齢者の転倒予防ガイドライン』より）

図表5　転倒に関わるさまざまな要因�（『高齢者の転倒予防ガイドライン』より）
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は、健康な高齢者と比較して1.5 ～３ 倍転倒しや
すい」ことがわかっている。特に、インスリン治
療の糖尿病患者でこの傾向は顕著である。その要
因としては、糖尿病では、糖尿病合併症（脳卒中
を含む）、サルコペニア、バランス能力の低下、
高血糖、低血糖、IADL低下、うつ状態、認知機
能低下といった種々の転倒リスクを有しているこ
とが指摘されている。
○高血圧・起立性低血圧
　高齢者においては、起立性低血圧や食後の血圧
低下が転倒リスクとなるが、起立性低血圧の要因
に高血圧が関係していることから、血圧の変化が
転倒に関連するとみられる。
○肥満
　海外の研究では、BMI 30以上で転倒リスクが
高くなるという報告が多い。特に高齢の肥満者は
歩行時にふらつきなどの自覚があり、疼痛も大き
い。それがQOLの低下につながり、身体機能低
下の悪循環に陥る。また、肥満者は転倒に伴い入
院を要するレベルの外傷をきたしやすい点も注意
が必要である。
○排尿障害
　日本排尿機能学会による疫学調査では、60歳
以上の約８ 割がなんらかの排尿障害を有している
と指摘している。特に、夜間頻尿などの下部尿路
症状が転倒リスクを高めている。
　排尿動作には、ベッド（布団）から起き上がり
トイレまで移動することが必要であり、抗重力筋
の低下がある場合は、まず床面に安定して立つこ
と自体に転倒リスクが生じる。排尿を急いでいる
場合や夜間できちんと覚醒していない状態では、
より動作が不安定となる上、室内の暗さ、段差、
床の滑りやすさなどもリスク増加の要因となる。
○骨粗しょう症
　特に高齢女性にみられる骨粗しょう症では、転
倒した際の骨折リスクが増大する。骨粗しょう症
によって発症頻度が上昇する骨折は、椎体骨折、

前腕骨遠位端骨折、大腿骨近位部骨折、上腕骨近
位部骨折などである。
○サルコペニア
　加齢により筋肉量が減少し、筋力低下や身体機
能の低下をきたした状態をサルコペニアという。
サルコペニアでは、下半身の筋力低下により歩く
速度が遅くなる、バランス機能障害、手の握力が
弱くなるなどの症状がみられ、当然のことながら、
転倒リスクは高まる。
○フレイル
　フレイルとは、日本語で「虚弱」と訳され、加
齢に伴う脳、感覚器、心肺、腎、消化器、筋・骨
格、免疫機能など、いわゆる心身の機能低下によ
る個体として衰えた状態を指す。それらはさまざ
まな老年症候群を誘発し、転倒も例外ではない。
虚弱は図表7のようなサイクルで進展し、この
なかでは、特に前述のサルコペニアが重要な基点
となると考えられている。
○ポリファーマシー
　高齢者のなかには、10剤以上もの薬を服用し、
副作用などの有害事象が出ている者もおり、近年、
ポリファーマシーは医療・介護双方の現場で問題
視されている。
　それは国の財政的な側面もあるが、多くの研究
により、処方薬剤数の増加に伴い転倒発生リスク
も増えることが報告されていることも、看過でき
ない状況であるといえる。
○低栄養・栄養障害
　高齢者では、認知症、消化器疾患、嚥下障害、
薬の副作用などからくる食欲低下をはじめ、さま
ざまな要因によって低栄養・栄養障害を認めやす
く、それがサルコペニア等の機能障害やフレイル
の要因となる。特徴として、たんぱく質不足、エ
ネルギー不足があげられる。
　また、独居高齢者の場合、買い物や食事の準備
がおっくうになり、結果として、偏食、低栄養と
なることもあるため、要注意である。

図表7　虚弱の進展�（『高齢者の転倒予防ガイドライン』より）

転倒事故防止に最大限の対策を 
注意事項をまとめた「転倒予防手帳」

　では、どうすれば高齢者の転倒は予防できるの
だろうか。以下、予防について述べていくが、そ
の大前提として、おさえておかなければならない
ことがある。それは、本特集のタイトルにも示す
ように、「高齢者の“転倒”は疾患（老年症候群）
である」との共通認識を、我々医療・介護従事者
と世間一般がもつことから始まるということだ。
　冒頭でも言及したように、転んだ場所によって
誰に非があるか、責任の所在を争うような議論は
不毛である。高齢になると、人は加齢によるさま
ざまな機能低下、そこから生じる弊害により、転
倒のリスクからは逃れられない。残念ながら、転
倒事故をゼロにすることは不可能だ。重要なのは、
それを踏まえた上で、あらゆる想定のもとで最大
限の対策をすることである。その結果として、起
きてしまった転倒は、もはや誰を責めることもで
きないだろう。
　そうした認識を啓発した上での具体的な予防策
として、『高齢者の転倒予防ガイドライン』では、

運動介入、服用薬剤の見直し（特に、向精神薬、
循環器用薬などの減薬介入）、ビタミンD摂取、
アロマセラピー（ラベンダーによる嗅覚刺激が施
設入所者の転倒予防に効果あり）―などをあ
げている。
　また、同ガイドラインの活用にあたり、鳥羽氏
ら研究班は、FRI-21（p.11図表3）をもとに各
項目についての予防と解説を記載した「転倒予防
手帳」のデータも作成した。転倒の危険因子につ
いてわかりやすく解説され、注意事項も記載され
ており、高齢者自身やその家族の自主学習効果に
期待するものである。同手帳作成後、約900名に
配付し、手帳を活用前の６ か月間と活用後の6か
月間の平均転倒回数を調査したところ、後者が有
意に減少したことがわかった。
　p.16 ～ 17に図表8として、「転倒予防手帳」
に記されている、FRI-21の転倒リスク計21項目
についての注意事項を抜粋し、まとめた。老健施設
におけるケアにも有益と思われるため参考となる
はずだ。
　また、例えば老健施設の地域貢献活動の一環と
して「介護予防教室」などを実施したりする際に
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特
集高齢者の“転倒”は疾患（老年症候群）である

11）膝が痛む → ①O脚がある。②膝が腫れて、熱をもっている。③膝を曲げると、音がする。

注
意
点

①に該当→●外出するときは膝用サポーターをつける
②に該当→●整形外科を受診し、膝関節炎の検査を受けることを推奨
③に該当→●変形性膝関節症の可能性あり。湿布や、痛みの強いときは適切な薬を処方してもらうことを推奨

12）目が見えにくい
17）家の中が暗く感じる

注
意
点

新聞が読めない、 暗い室内では、近くもはっきりしないようであれば、視力低下度は強い。自宅の照明を倍の明るさにする
（特にトイレ近くは明るく）、暗い屋外を1人で歩かない、店では、店員に案内を頼むようにする

13）耳が聞こえにくい

注
意
点

聴力の低下は、自動車や自転車の接近に気づかず慌てるため転倒のリスクが増す。必ず歩道を歩き、ときどき後ろに注意する。
危険な場所では、立ち止まって周囲をよく見るようにする

14）物忘れが気になる → ①歩幅が狭い。ときどき前のめりに歩く。②よろける。とぼとぼとしか歩けない。③
危険なところもかまわず速く歩いていく。 

注
意
点

①に該当→●パーキンソン病、レビー小体型認知症が心配される。適切な薬物療法が必要
②に該当→●隠れ脳梗塞に注意。すでに診断されている人は、血圧の管理、服薬管理が十分か確認する
③に該当→●前頭葉の障害で、危険に無頓着な可能性あり。神経内科や物忘れ外来に相談すること

15）転ばないか不安になる →

①布団への出入りで不安。②床から立ったり、座ったりするとき不安。③ズボンやス
カートをはくとき不安。④簡単な掃除をするとき不安。⑤ちょっとした買い物で不
安。⑥階段を降りるとき不安。⑦混雑した場所を歩くとき不安。⑧薄暗い場所を歩く
とき不安。⑨両手に物を持って歩くとき不安。⑩芝生や砂利などデコボコしたところ
を歩くとき不安。

注
意
点

①・②・③に該当→ 6）、9）、11）の項の注意点を参照
④・⑤に該当→ 3）、4）、7）、14）の項の注意点を参照
⑥・⑦に該当→ 2）、6）、7）、20）の項の注意点を参照
⑧に該当→ 12）、17）の項の注意点を参照
⑨に該当→ 7）の項の注意点を参照
⑩に該当→ 1）、7）の項の注意点を参照

16）薬を5種類以上飲んでいる

注
意
点

薬を5種類以上飲んでいると転倒リスクは倍増する。特に精神神経薬剤は、非定型抗精神病薬 ・抗うつ薬・Ia型抗不整脈剤・
降圧利尿剤に注意が必要

18）廊下、居間、玄関によけて通る物が置いてある
19）家の中に段差がある
21）生活上、家の近くの急な坂道を歩く

注
意
点

障害物があると、継ぎ足歩行となりバランスが悪くなる。体の幅以上の余裕があるよう、通路・室内を整頓する。家の段差は、
わかっていて生活しているぶんには、それほど転倒の危険にはなりにくい。むしろ、新しく敷物を敷いたときなどに注意する。
急な坂道は、ゆっくりと慎重に歩き、雨や雪の日は避けるようにする

■過去1年に転んだことがある →  ①打撲で済んだ。②骨折をした。③頭を打った。

注
意
点

②に該当→●骨粗しょう症の検査を受けているか？
　　　　　●骨を丈夫にする指導（生活・薬）は受けているか？
③に該当→●頭の中に血の塊ができることがある。頭部のCT検査は受けているか？
　　　　　●物忘れなどが出てきていないか？

 1）つまずくことがある → ①家のなかで物につまずく。②気づかない段差につまずく。③敷物のわずかな出っ張
りや平地でつま先をとられる。④靴のゴム底がひっかかりつまずく。

注
意
点

①に該当→●家のなかを整頓する
②に該当→●段差の部分に色のついたテープを貼る
③に該当→●座った状態で踵をつけたまま、足先が無理せず十分に上がるか？
④に該当→●つま先が反り上がった靴を履く。ホテルや病院などでは革底の靴を履く

 2）手すりにつかまらず階段の昇り降りが可能か 
 6）片足で5秒立っていられるか
 8）タオルを固く絞れるか
20）階段を使わなくてはならないか

→
①手・足・腰に力が入らない。
②膝が痛い。
③階段を降りるときが怖い。
④両足で立てないとすぐよろける。

注
意
点

①に該当→●多種目の食品（特にたんぱく質）をバランスよく摂取し、1日30分以上の散歩を推奨
②に該当→●11）の項を参照。
③に該当→●転落の危険あり。1階で生活する決断を
④に該当→● ズボン、下着、靴下の着脱は必ず腰かけて行う。家のなかを整頓する。何かにつかまり、つま先立ちの訓練（朝

夕10回）、よろけ方がひどい場合は頭部MRI検査を推奨

3）歩く速度が遅くなってきた
4）横断歩道を青のうちに渡りきれない

注
意
点

①1日30分程度の散歩をし、ときどき速く歩いてみる（まずは10歩速く歩くことから始める）
②信号は、必ず「青に変わった直後から」渡り始めるようにする
③広い道路で途中に中央分離帯がある場合は、そこでいったん止まる
④途中で青信号が点滅しても、慌てて走らない
⑤横断が心配なときには、周りの人に助けを求める

5）1 kmくらい続けて歩けるか →
①下肢が痛くなって歩けないが、少し休むとまた歩ける。②下肢が痺れて歩けなくな
るが、しゃがんで休むとまた歩ける。③どこも痛くなったり痺れたりはしないが、足
が疲れて歩けない。④息切れ、動悸がして歩けない

注
意
点

①に該当→●下肢の動脈が狭窄している可能性あり。病院で血管の精密検査を受けることを推奨
②に該当→●脊髄が圧迫されている可能性あり。整形外科で検査を受けることを推奨
③に該当→●毎日少しずつ散歩の距離を伸ばしていくようにする
④に該当→●心臓の病気、肺の病気（慢性閉塞性肺疾患）の疑いあり

7）杖を使っている

注
意
点

杖の使用は転倒リスクが2倍になる。杖の先が滑ると転倒の危険が増すため、慎重にゆっくり歩く

9）めまい、ふらつきがある →
①朝起きたときふらつく。②洗面時、身体が揺れ不安定になることがある。③起立
し、しばらく立っているとめまいがする。④夕方にお腹がすきふらつく。⑤風呂から
出る際ふらつく。⑥食後立つときふらつく。⑦夜中、トイレに起きるとふらつく。⑧
突然強いめまいがすることがある。

注
意
点

①に該当→●睡眠薬・安定剤・降圧剤を飲んでいるか？（いる人は、16）の項を参照）
②に該当→●耳鼻科や神経内科の「めまい外来」の受診を推奨
③に該当→●高血圧、糖尿病、脳血管障害、パーキンソン病などによる起立性低血圧の疑いあり。内科の受診を推奨
④に該当→●糖尿病の薬、注射をしていれば低血糖の疑いあり
⑤に該当→●風呂はぬるめにし、決して首までつからないようにする
⑥に該当→●食後1 時間で血圧が低下することがある（食後低血圧）
⑦に該当→●睡眠薬を飲んでいるときによく起こる症状。すぐ立ち上がらず、腰をかけ、少ししてから立つようにする
⑧に該当→●体位性めまいなどの疑いあり。耳鼻疾患については耳鼻科を受診のこと

10）背中が丸くなってきた

注
意
点

骨粗しょう症などで骨がもろくなると、自分の体重で圧迫骨折する。そのため猫背になり、つまずきやすくなる。骨粗しょう
症の検査を受け、骨量を増やし、良い姿勢を長く維持することを心がける

も、この手帳は役立つだろう。

「R4システム」にFRIを取り入れ 
リスクマネジメントに活用

　最後に、FRIは全老健推奨のケアマネジメン
ト「R4システム」においても活用できる点を述
べておきたい。R4システムでは入所前のイン
テーク・適正アセスメントにおいて、入所者の

ADLを把握することとしているが、ここでFRI
を用いて転倒リスクをスクリーニングすれば、入
所時からリスクマネジメントも実施できる利点が
ある。
　さらに、退所後は、FRI-21の17 ～ 21のリス
ク項目を意識し、在宅での転倒リスクを予防すれ
ばよい。転倒事故はゼロにはならないが、限りな
くリスクを取り除くことは可能である。

図表8　FRI-21のリスク項目に対する注意点�（「転倒予防手帳」より改編） ※１）～ 21）の番号は図表３に対応
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