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はじめに

わが国における 65 歳以上の高齢者人口が総人口
に占める割合は 26.7％（平成 27 年 10 月 1 日現在）
であり（平成 28 年度版高齢社会白書），今後は 75
歳以上の後期高齢者の増加が顕著となることが予想
されている。加齢に伴って，心身にはさまざまな変
化が生じ，転倒や日常生活の障害，要介護の発生，
死亡の転帰となる危険が増大する。心身機能を中心
とした加齢に伴う変化を包括的に理解し，加齢によ
る心身機能や生活機能の低下を予防もしくは改善す
るための戦略を構築するうえで，『フレイル』とい

う概念に基づく解釈が有益となる。本稿では，フレ
イルの概念の理解とその早期発見の意義および予防
のための介入について，大規模コホート研究データ
を基に概説する。

フレイルの概念

“Frailty（フレイル）”は，高齢期において生理
的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性
が亢進して不健康を引き起こしやすい状態と定義さ
れている 1）。フレイルは，筋力低下に代表されるよ
うな身体的な問題のみならず，認知機能障害やうつ
などの精神・心理的問題，さらに独居や経済的困窮
などの社会的問題を含む概念とされる。これまで，

“Frailty”は“虚弱”や“老衰”などの表現が使用
されることが多く，加齢によって心身が老いて衰え
た状態で不可逆的な印象を与えることが懸念されて
きた。このような背景から，“Frailty”の日本語訳
として“フレイル”を使用する提言がなされ（日本
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老年医学会，2014 年 5 月），さまざまな介入によっ
てフレイルを改善させる効果が期待されることから
も，フレイルの意義や予防の重要性を広く周知して
介護予防の取り組みがより一層推進され，さらなる
健康寿命の延伸が期待されている。

フレイル状態が招かれる背景には諸々の要因が関
与する。たとえば，身体的フレイルでは，加齢によ
る骨格筋量の減少や食欲不振による慢性的な低栄養
などが相互に影響しあっている。さらに，これらが
悪循環となり，心身機能の低下を加速させることが
懸念される（図 1）。このフレイルの発生サイクル
に影響する要因について，さまざまな側面から改善
可能なアプローチを施し，フレイルの悪循環を断ち
切ることが必要となる。

フレイル高齢者では将来に諸々の健康問題を生じ
る危険が高く，健康寿命の短縮や介護に要する費用
の負担増大にもつながる。前期高齢者（65 歳～ 74
歳）における介護が必要となった主な原因では高齢
による衰弱（フレイル）が 3％程度であるのに対し
て，後期高齢者（75 歳以上）では 20％を超える（平
成 16 年国民生活基礎調査）。今後は後期高齢者の割
合が増大するに伴い，フレイル高齢者の増加も懸念
され，要介護高齢者のさらなる増加や介護保険費用
の増大を引き起こすこととなり得るため，高齢期の

フレイル予防は重要な課題と考えられる。

多側面からのフレイルの理解

フレイルの理解のために多側面からの包括的な評
価が望まれるが，それらの評価指標や判定方法が確
立している状況には至っていない。とりわけ，身体
的（physical），認知的（cognitive），社会的（social）
な側面からのフレイルの把握が重要となる。なかで
も身体的フレイルに関する基本的な概念は国際的
に概ね共通した理解が図られている。身体的フレイ
ルを評価するうえでの代表的な構成要素例として，
1）体重減少（shrinking/weight loss），2）筋力低
下（weakness），3）疲労（exhaustion），4）歩行
速度の低下（slowness），5）身体活動の低下（low 
activity）の 5 つのうち，3 つ以上に該当する場合
を身体的フレイルと判定し，健常とフレイルとの中
間として 1 ～ 2 つ該当する場合を，“Pre-Frail（プ
レフレイル）”とすることがある（表 1）2）。これら
の 5 つの要素を基に身体的フレイル状態を判定する
ことが多いが，それぞれの判定基準については現段
階において国際的なコンセンサスが十分に得られて
いるとは言い難い状況である（表2）2-5）。Friedら 2）

によって報告された Cardiovascular Health Study
（CHS）での判定指標が国際的に用いられることが

図 1　身体的フレイルの発生サイクル
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多いようであるが，わが国でのフレイルの評価やそ
の予防策がより重要であろうと推察される高齢者に
適応するには，簡便化や修正が望まれる点も少なく
ない。わが国でも比較的に容易な評価として実施可
能で，かつ妥当な判定がなされる必要があるため，
これまでに報告がなされている筋力（握力）低下 6）

や歩行速度の低下 7）の測定値基準を適応した判定
方法を推奨している（表 3）。国立長寿医療研究セ

ンターが実施している老年症候群に関する大規模コ
ホート研究（National Center for Geriatrics and 
Gerontology–Study of Geriatric Syndrome: NCGG-
SGS）によって地域在住高齢者（4,341 名）における
フレイルに該当した者の割合は 6.9％，プレフレイ
ルに該当した者の割合は 49.6％であり，CHS での
報告（フレイルが 6.9％，プレフレイルが 46.6％）
と同程度の割合であった 2，8）。また，日本国内にお
ける代表的な 4 つの大規模コホート研究を統合した
解析の結果では，地域高齢者における身体的フレ
イルの有症率は 7.4％であり，男性で 7.6％，女性で
8.1％と報告されており，加齢に伴って有症率は上
昇し，とくに 75 歳以降でその割合の上昇が著しく
なる 9）。85 歳以上では 35％程度が身体的フレイル
に該当する結果が示されている（図 2）。

認 知 的 フ レ イ ル に つ い て は，International 
Academy on Nutrition and Aging（IANA） と
International Association of Gerontology and 
Geriatrics（IAGG）によるワーキンググループに

表 2　代表的な研究コホートにおける身体的フレイルの判定基準

表 1　身体的フレイルの構成要素
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よって，身体的フレイルに認知障害（たとえば，
Clinical Dementia Rating score で 0.5）を併存し
た状態が提唱されている 10）。しかしながら，認知
的フレイルの定義や判定のための基準および評価す
べき指標については，コンセンサスが不十分な状況
と言わざるを得ない。NCGG-SGS に参加した地域
在住高齢者 8864 名を対象に調べた結果，身体的フ
レイルと認知障害を併存した認知的フレイルに該当
する高齢者は 1.2％程度であった 11）。この操作的な
定義での認知的フレイルの状態は，より要介護の発
生リスクや IADL および ADL 障害のリスクは高い
ものと推察されるため，早期に把握して対処すべき
対象と考えられるが，地域での早期発見を目的とし
たスクリーニングでの活用を考えた場合，抽出でき

る割合が極めて低いため，わが国の現状に即して判
定の基準や評価指標については議論の余地があるで
あろう。

また，独居や社会的なネットワークとしての他者
との関わり，地域でのサロン活動のような社会活動
状況などは，将来の認知症のリスクや要介護の発生
リスクと関連することが報告されている 12-14）。社
会とのつながりの低下や経済的困窮なども含めた社
会的な側面におけるフレイルの重要性が指摘されて
いるものの，認知的フレイルと同様に社会的フレイ
ルに関する定義や判定基準は確立されていない。そ
のため，わが国の地域高齢者におけるこれらの社会
的な側面のフレイル状態を適切に把握するための指
標を検討することが課題のひとつと考えられる。

表 3　NCGG-SGSによる身体的フレイルの判定基準

図 2　日本国内の代表的な大規模コホート研究の統合解析によるフレイル有症率
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フレイルの早期発見の意義

NCGG-SGS における地域在住高齢者 4,341 名を対
象として，身体的フレイルと将来の要支援・要介
護の発生との関連を調べてみると，健常な高齢者で
は 1.2％が 2 年間で要支援・要介護の発生が認めら
れたのに対して，プレフレイルに該当した者では
4.3％，フレイルに該当した者では 17.6％であった。
年齢や性別，疾患，認知機能，うつ徴候などの影響
を調整しても健常な高齢者に比べてプレフレイル高
齢者では 2.5 倍，フレイル高齢者では 4.7 倍に要支
援・要介護発生の危険が増大していることが確認さ
れた（図 3）8）。わが国の地域在住高齢者を対象と
して，表 3 に示す NCGG-SGS で用いた 5 項目によ
る判定を用いて身体的フレイルを評価することは，
将来の要支援・要介護の発生リスクを把握するた
め，および要介護発生の予防する取組を推進するう
えで有益になるものと考えられる。

また，認知症ではないものの年齢相応の健常と
も言い難い認知機能の状態は，軽度認知障害（mild 
cognitive impairment: MCI）と称され，将来に認
知症へ移行するリスクが高い 15）。NCGG-SGS での

解析結果において，MCI を有する高齢者は将来に
要支援・要介護を発生するリスクも高いことが示さ
れており，とりわけ記憶，注意，遂行機能，情報処
理などの各認知機能領域のうちで複数領域の低下を
認めた者では，認知機能が健常な高齢者に比べて要
支援・要介護の発生リスクが 2 ～ 3 倍に増大してい
た 16）。認知的フレイルの定義や推奨される判定の
基準が明確にはなされていないため，これらの認知
機能の低下による要介護発生リスク増大に関する結
果は慎重に解釈する必要であるが，認知機能の衰え
は認知症のリスクを増大させるだけでなく，要支
援・要介護の発生リスクを増大させることが示唆さ
れており，その状態を早期に把握する必要がある。

NCGG-SGS では，社会的フレイルの側面を把握
するための試みと社会的フレイルが要介護発生の有
意なリスク因子となるかについても検証している。
独居や他者との関わり状況などの社会的な側面を評
価する質問紙を用いて，将来の要支援・要介護の発
生リスクを見出すことができるかを調べた結果，以
下の 5 つの項目が 2 年以内の要支援・要介護の新規
発生と関連していることが確認された 14）。抽出さ
れた 5 項目は，1）独居である（はい），2）昨年に

図 3　 NCGG-SGS における身体的フレイルと要支援・要介護の新
規発生（大府コホート）
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比べて外出頻度が減っている（はい），3）友人の家
を訪ねている（いいえ），4）家族や友人の役に立っ
ていると思う（いいえ），5）誰かと毎日会話をして
いる（いいえ）であった。この 5 項目のうち，2 つ
以上に該当する場合を社会的フレイル，1 つに該当
する場合を社会的プレフレイルと操作的に定義し
て，2 年以内の新規の要支援・要介護との発生との
関連を調べると，社会的フレイルに該当した高齢者
では約 1.7 倍に要支援・要介護の発生リスクが有意
に上昇することが示唆された（図 4）。高齢期にお
ける社会的な環境や活動状況についても，フレイル
状態の予防や改善を考慮するうえでは重要な要素で
あろう。さらには，経済状況や社会ネットワーク，
社会活動状況なども含めた包括的な社会的フレイル
の把握がさらに必要となるであろう。

フレイルに対する介入効果

フレイルと判定されると，そのまま悪化の一途を
たどるわけではなく，適切な介入によって身体機能
や ADL 能力の向上，さらにはフレイルからの脱却
が期待されている。たとえば，Fairhall らはフレイ
ルと判断された 241 名（平均 83.3 歳）を対象とし
て，フレイルの構成概念を標的とした多面的な在
宅での介入効果を 12 か月間のランダム化比較試験
によって示した。その結果，フレイルを有する高齢

者であっても対照群（通常提供される健康状態の管
理や介護の必要性の評価などの地域サービス）と比
べて，フレイルの構成要素を考慮した介入群（歩行
や筋力の向上，身体活動量の増大など）では，歩行
速度などのフレイル構成要素の有意な改善が認め
られている 17）。また，介入群と非介入群での介入
後のフレイル該当者に群間で約 15％の差異が生じ
ており，フレイル該当項目に焦点を当てた介入を実
施することでフレイルからの脱却に効果が期待され
る 18）。とくに，身体的フレイルの構成要素のうち
でも歩行速度，身体活動量の減少に対する改善の効
果が高いことが報告されており 18），これらの側面
に対する介入は，理学療法士が最も能力を発揮しや
すい領域であり，身体的フレイルの改善および予防
のために積極的に係わることが望まれる。

また，フレイル高齢者に対する自宅での運動介入
によっても身体機能や ADL 能力の向上に関する一
定の効果が期待されている。ただし，重度なフレイ
ル状態を有する高齢者では，その介入効果は限定的
であると言わざるを得ないであろう 19）。フレイル
高齢者に対する理学療法士による自宅で介入効果の
例を紹介すると，6 か月間の介入を実施した群（平
均訪問回数は 6 か月間で 16 回）では，非介入群と
比較して介入後の ADL 能力の低下を抑制すること
が示されており，その効果は 5 か月後も維持されて

図 4　NCGG-SGSにおける身体的フレイルと要支援・要介護の新規発生

（％）
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いた 20）。しかし，その効果は重度なフレイル高齢
者では認められておらず，フレイルが重度化する前
からの積極的な介入の重要性が示唆されるものと考
える。なお，介入内容には，筋力強化や関節可動運
動，バランス練習の他，歩行補助具の使用方法の指
導や環境整備（危険物の除去など）などが含まれ，
運動については週 3 回の自主的な実施を指導されて
いた。

これらの研究成果より，身体的フレイルを有する
高齢者に対して運動を中心とした介入で身体機能や
ADL の改善・維持，およびフレイルからの脱却に
効果が期待でき，とくに身体的フレイルの背景にあ
る要素（体重減少，筋力低下，疲労，歩行速度の低
下，身体活動の低下）に焦点化した介入が有効であ
るかもしれない。また，フレイルが重度化すると改
善に対する効果が限られるため，早期の発見および
早期の介入が重要であろう。フレイル高齢者におけ
る転倒の抑制，歩行能力，バランス，筋力の向上を
図るうえでは，筋力強化や有酸素運動，バランスト
レーニングなどを含めた多面的な運動プログラムが
推奨される 21）。今後は，認知的フレイルや社会的
フレイルに対しても，効果的な介入手段の検討が必
要であり，個別を対象とした介入に留まらず，フレ
イル予防のための地域での人的・物的資源の拡充を
含めた地域社会の環境体制の充実も課題のひとつで
あろう。

おわりに

フレイルは，加齢によって生じうる諸々の問題を
包括的に把握するうえで，非常に重要な視点とな
る。身体的な側面に留まらず，認知的および社会的
な側面でのフレイルにも注意を配り，地域において
フレイルを早期に発見して，介入につなげることが
可能となる体系化が望まれる。
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