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【⼀⽣働く！】〈健康編〉⾼齢期の⽣活と健康
（１）

６５歳以上の⾼齢者の事故発⽣場所は、屋外より
住宅が多く、その割合は７７％にものぼる。（独⽴
⾏政法⼈国⺠⽣活センター調べ）。⾼齢者が暮らし
やすい家づくりについて考えたい。

■⼿すり取り付け需要９割

⾼齢になると筋⼒が衰えるだけでなく、⽼眼や⽩内障などで視⼒が低下するた
め、わずかな段差でもつまずいて転倒しやすくなる。

介護向け住宅リフォーム事業を⼿掛けるユニバーサルスペースの代表、遠藤哉さ
ん（４５）は「⼿すりの取り付けや段差解消を⾏う介護リフォームの需要⾃体は増
えているものの、役所の申請⼿続きが煩雑な上、⼯事費⽤も少額なので業者側にな
かなか浸透しないという実態がありました」と話す。

そうした背景から同社は１８年に⼯事の⾒積もり作成アプリケーションシステム
「ＦＵＳＩＩ（ファスツー）」＝写真＝の運⽤を直営店とフランチャイズ（ＦＣ）
加盟店で開始。施⼯までの期間を⼤幅に短縮できるようになった。

介護リフォームには、⼿すりの取り付け、段差の解消、洋式便器などへの便器の
取り替えなどがあげられるが、「全体の９割を占めるのが⼿すりの取り付け⼯事」
と遠藤さん。⼯事費⽤は介護保険制度を利⽤することで、１割（所得によって２∼
３割）の⾃⼰負担で利⽤でき、実質１０００円ほどでサービスを利⽤できるものも
ある。

介護リフォームを⾏うことで、介護をする側の負担も軽減される。排泄（はいせ
つ）の介助をする際には、廊下やトイレ内に⼿すりが設置してあると介助もスムー
ズになる。「命の絆を作ってくれてありがとうという喜びの声が、サービスを利⽤
した⾼齢者から届いている」と遠藤さんは話す。

■お世話する介護から⾃⽴⽀援介護へ

厚⽣労働省が公表している「介護保険事業状況報告」によると、要介護（要⽀
援）の認定者数は１６年に６３３万⼈に達し、過去１７年間で約２・９倍に増加し
ている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a79e3151284a8a505b2d91a999921eec2439cb9
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マウスシールドに効果はあるのか

マウスシールドに、感染を防ぐ効果はあるので
しょうか。マスクとのメリット・デメリットも
⽐較します。

アクセスランキング（国内）
1

「お⺟さんが刺されて死にそう」
6歳の息⼦が近所に助け…24歳⼥
性刺殺で知⼈の男を逮捕
FNNプライムオンライン
7/13(⽉) 19:42

2

YouTuber「へずまりゅう」さん
逮捕、会計前の商品⾷べる お⾦
払ったのにダメな理由
弁護⼠ドットコム 7/14(⽕) 10:11

3

「ママはお仕事してるからダメ」
襖⼀枚隔てた隣室でも・・・在宅
ワーク中に起きたシッターの性犯
罪
FNNプライムオンライン
7/14(⽕) 11:21

4

“精いっぱい”のソーセージ2本
追加 「給⾷品数少ない」に対
応 兵庫・⻄宮
毎⽇新聞 7/14(⽕) 10:36

5

「負けるはずなかった」三反園⽒
の敗北は“オウンゴール” 安泰
崩れた理由
⻄⽇本新聞 7/14(⽕) 11:22

1/6

⾼齢期の⽣活と健康

2020/7/14



バリアフリーなど⽣活機能低下への対応（⼣刊フジ） - Yahoo!ニュース

団塊世代が７５歳を迎える２５年はすぐそこに迫っており、今後も要介護認定者
は増え続けると予測できることから、政府は「お世話する介護」から本⼈が望む限
り回復を⽬指せる「⾃⽴⽀援介護」にシフトした。住み慣れた⾃宅で安⼼安全に暮
らせる環境整備を⾏うことを喫緊の課題としている。 （「オレンジ世代」取材
班）

PR 君と最強の夏がはじまる。
CTW株式会社

Yahoo!JAPAN広告

Yahoo!ニュースからのお知らせ
「RSS」のURL変更と⼀部サービス終了
のお知らせ

【関連記事】
医師が語る「受ける意味がない」健康診断の項⽬
「液体のり」が世界を救う！ ⽩⾎病治療に画期的発⾒
⽼⼈を⾷い物にする「ブラック病院」 必要ない⼿術をする場合も
現役⼥医が選んだ実際にのんでいる市販⾵邪薬、1位は？
⾃分に合った栄養摂取量を知るために…健康診断の数値と普段の⾷事内容の確認を
最終更新: 7/10(⾦)16:56
⼣刊フジ

ITスキルが⾝に付く⾼
校／バンタン
バンタンテックフォードアカデミー

10代で就職も可能︕有名企業のプロ
からITスキルを学べる⾼校／2020年
春、…

ITスキルが⾝に付く⾼校／バンタ
ン
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ミー

もっとみる

こんな記事も読まれています

【訪問理美容サービ 社説：認知症不明 元気なシニアでいら パナソニック、IoTカ
ス】介護保険外だが 者 地域で⾒守る仕 れなくなる前に。考 メラやAI技術の応⽤
⾃治体助成なら1回… 組みこそ
えておきたい⾃分… で介護向け新サー…
マネーの達⼈
7/13(⽉) 17:03

京都新聞
7/12(⽇) 16:00

ファイナンシャルフィー ZDNetJapan
ルド
7/14(⽕) 6:00
7/11(⼟) 18:50

PR

雑誌アクセスランキング（国内）
1

安倍晋三が⽇本をGoTo地獄に…
ここにきて「⽯破総理」説が急浮
上も急沈下した
プレジデントオンライン
7/14(⽕) 11:16

2

Yahoo! JAPAN広告

「酒を飲まされ…」ナンパ塾の被
害に遭った⼥性たちはなぜ沈黙し
たのか
プレジデントオンライン
7/14(⽕) 9:16

3

サイゼリヤ「1円値上げ」が与え
る想定外の衝撃

東洋経済オンライン 7/14(⽕) 5:35
ITスキルが⾝に付く⾼校／
バンタン

10代で就職も可能︕有名企業
のプロからITスキルを学べる
⾼校／2020年春、…
バンタンテックフォードアカデミ
ー

築5年以上、⼾建の⽅は保険 ⽶中が奪い合う最⼤の関ヶ
⾦が貰える
原
調査無料。持ち家で、⽕災保
険加⼊している⼈は要チェッ
ク。9割の⼈が貰えていな…
株式会社OTASUKE

4

空⺟20隻分の価値があると⾔
われた国。この国が侵略され
ると⽇本も危ない︖
ダイレクト出版

Yahoo!検索で調べてみよう

フランチャイズ ⽩内障 国⺠⽣活センター FUSII 厚⽣労働省介護保険

「地⽅移住」激増のウラで…⽥舎
暮らしで「地獄を⾒た」⼈たちの
恐怖体験
現代ビジネス 7/14(⽕) 7:01

5

⻤⺟「梯沙希容疑者」の別の顔、
裏アカ・インスタに投稿した⺟娘
の仲睦まじい写真
デイリー新潮 7/14(⽕) 12:00

PR ビビッと来たら今すぐプレイ！
CTW株式会社

Yahoo!JAPAN広告
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a79e3151284a8a505b2d91a999921eec2439cb9
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 コメントを書く

1

この記事にはまだコメントがありません。

2

コメント⾮表⺬

あなたにおすすめの記事

3

開き⼾タイプの⽞関ドアを⾃動ドアに、LIXILの新規事業部⾨が1年で開
発
MONOist 7/8(⽔)10:10

コロナ禍のマンション管理…感染者が出たときを想定する 住まいの処
⽅銭
⼣刊フジ 7/11(⼟)16:56

4

「⻘い刺客」が次々漂着 救護所
ないので気を付けて
テレビ朝⽇系（ANN）
7/13(⽉) 18:47

2:39

⽇本テレビ系（NNN）
7/13(⽉) 19:20

3:49

⽇本テレビ系（NNN）
7/14(⽕) 12:14

0:56

⽜乳“余り”⼀転…この夏⾜りな
い？ なぜ
感染確認後に連絡取れず…複数が
不明 東京
暴⼒団組⻑を“あおり運転”で逮
捕
TBS系（JNN） 7/14(⽕) 12:48

5

0:50

同僚を殺害、⼥性巡るトラブルか
TBS系（JNN） 7/14(⽕) 7:44

0:50

「親の⽼後資⾦が凍結…」打つ⼿なし？認知症めぐる資産問題

PR ビビッと来たら今すぐプレイ！
CTW株式会社

幻冬舎ゴールドオンライン 7/8(⽔)12:00

Yahoo!JAPAN広告

おすすめの有料記事

【尊厳ある介護】社会福祉法⼈ コロナで鎖国時代

PayPay残⾼

ニュースソクラ 7/8(⽔)10:33

使えます

卓球で健康寿命は伸ばせるか!?卓球療
法の取り組みとは？
Rallys 7/12(⽇) 18:46

ITスキルが⾝に付く⾼校／バンタン
バンタンテックフォードアカデミー

Yahoo!JAPAN広告

パナソニック、⾒守りの負担を軽減する介護業務⽀援サービス「ライフ
レンズ」
アスキー 7/13(⽉)16:00

臨時給付⾦の迅速な対応を実現、⼾⽥市がアイティフォーの「就学援助
システム」を活⽤
BCN 7/10(⾦)14:09

図らずも実⾏された壮⼤な社会実験コ
ロナ禍で⾒えた新しい暮らし⽅
週刊東洋経済 7/10(⾦) 18:01

ロイホの閉店は「多くて数店」 ロイ
ヤルHD社⻑が語る、コロナ後の展望
qBiz⻄⽇本新聞経済電⼦版
7/8(⽔) 19:00

「グルーヴノーツ」トップに聞く、コ
ロナ後の街とサービス
qBiz⻄⽇本新聞経済電⼦版
7/13(⽉) 12:00

東京五輪が中⽌になったら、選⼿村マンションの資産価 結婚の経済学「低所得者は対象外」と
いう視点は損か得か？
値はどうなる？
幻冬舎ゴールドオンライン
週刊SPA! 7/9(⽊)15:54

7/11(⼟) 12:00

税込110円
税込110円

税込99円

税込99円

税込165円

【JapanData】コロナで学校休校、家事負担は⼥性に偏る:男性は⼦育
て・家事サービスに頼りたい？
nippon.com 7/13(⽉)11:01

就労継続A，B型収⼊半減で⼯賃を下⽀え 厚労省、最⼤50万円⽀給
福祉新聞 7/13(⽉)10:00

湖池屋の即完売ポテチが期間限定で予約再開

https://news.yahoo.co.jp/articles/9a79e3151284a8a505b2d91a999921eec2439cb9
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湖池屋の即完売ポテチが期間限定で予約再開

ページ上部へ戻る

プレミアお菓⼦マガジン

Yahoo!JAPAN広告

「認知機能の低下」懸念が46％ コロナの影響、介護事業所調査
共同通信 7/13(⽉)17:00

沖縄の貧困家庭からやる気を奪い去る「⽣活保護か⾞か」の⼆者択⼀
ダイヤモンド・オンライン 7/10(⾦)6:01

コロナ医療施設内発⽣対応のチェックリスト作成-国
⽴感染症研究所、感染管理などのポイント⺬す
医療介護CBニュース 7/10(⾦)15:45

医師、看護師の6割超「現状の電⼦カルテシステムに課題感」 医療シ
ステムへのニーズ調査
ITmediaビジネスオンライン 7/14(⽕)11:27

困窮者へのホテル提供打ち切りで吉住新宿区⻑、異例の謝罪
週刊⾦曜⽇ 7/13(⽉)11:25

パソコン⼯房／公式通販
パソコン⼯房

Yahoo!JAPAN広告

ペットたちの暮らしにもコロナ禍が⼤きな影を落とす…環境省の業者規
制案に課題も
ABEMATIMES 7/13(⽉)9:24

障害者⼿帳のカード化、進まぬ背景 導⼊は⾃治体判断
⻄⽇本新聞 7/13(⽉)10:56

引きこもり⽣活20年の40代兄が仕事で社会とつながる
まで、妹の奮闘記
ダイヤモンド・オンライン 7/9(⽊)6:01

「⽣活が苦しい。助けて欲しいけど周りに知られたくない」……公的⽀
援から取り残される親⼦をサポートする「こども宅⾷」の取り組み
HARBORBUSINESSOnline 7/9(⽊)15:33

巻き⽖矯正に新治療法 浜松医療センター、特殊ワイヤー利⽤
＠S［アットエス］by静岡新聞SBS 7/10(⾦)9:30

⽼化は脚に現れる。『ロコモア』で脚対策

https://news.yahoo.co.jp/articles/9a79e3151284a8a505b2d91a999921eec2439cb9
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サントリーロコモア
Yahoo!JAPAN広告

コロナで収⼊激減の40代夫婦が選んだ「⽣命保険解約」という危うい奇
策
ダイヤモンド・オンライン 7/13(⽉)6:01

新型コロナ災害緊急アクションが活動報告会 「このままでは⽀援崩
壊」
週刊⾦曜⽇ 7/13(⽉)11:40

⽊⽬調の国会「議場」に⽩い坂!参院に⾞いす⽤スロー
プ試作品 完成品は⾒栄えも重視でお値段は…
FNNプライムオンライン 7/14(⽕)6:30

⾃⾝とプロの技の両⾯から維持する「⼝腔健康管理」
⼣刊フジ 7/7(⽕)16:56

あなたにも知ってほしい。病院内ヘアサロンがもたらす光と癒やし
ＢＥＳＴＴＩＭＥＳ 7/8(⽔)8:00

熟睡したいなら、味の素(株)の「グリナ」
味の素（株）

Yahoo!JAPAN広告

保健所 負担軽減も…“疑い患者”対応が経営負担に
5:40

テレビ朝⽇系（ANN） 7/13(⽉)23:30

外国⼈材管理ツール「できすぎくん」、「dekisugi」にリニューアル
アスキー 7/13(⽉)18:00

あるようでなかった「⼤家と⼊居希望者の出会いの場」
を構築
Wedge 7/13(⽉)12:17

猫と⼈間の暮らし──私たちは⼯夫次第でもっと幸せになれる
ForbesJAPAN 7/12(⽇)21:05

避難所⽣活の精神障害者らに配慮を-厚労省、7⽉豪⾬で熊本・⿅児島
県に事務連絡
医療介護CBニュース 7/7(⽕)17:40
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住宅ローン返済難⺠の9割が知らない⽅法
家まもルーノ

Yahoo!JAPAN広告

ランニング中のマスクは危険！医師に聞いた「感染を防ぐ⾛り⽅」
bizSPA！フレッシュ 7/12(⽇)8:47
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