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1. はじめに
お年寄りの多くは痩せている。特に 80 歳代で、また 90 歳代に入ればなおさ
ら痩せてくる。一般統計によると、人は成長期までに体重は増加し、中年期に
は「中年期肥満」が見られるものの、60 歳を超えると痩せている人が増えてく
る（図 1, 2）1, 2)。しかし 80 歳代を越えると、一般統計では、なにも体重に限ら
ず、身長・必要な摂食カロリー数値・血液分析の諸データ等の統計的正常値の
表は入手困難である。理由は、測定される機会が少ないこと、病気などの個人
差が大きくて意味付けをしにくいし、代表値として発表できないからであろう。
もう一つの問題は、たいていの統計は「横断的」であること、つまり、年齢
の異なる多数の人々を統計の素材としていることである。横断的統計はもちろ
ん役立つ情報である。しかし、
「縦断的」な変化、つまり、ある特定の人の時間
経過による体重などの変化が記録されれば、その個人にとって、さらに重要な
情報が読み取れると思われる。たとえば、50 歳から 100 歳までの体重が毎月測
定されているのであれば、それは本人にとって、まことに貴重な情報となるで
あろうが、現実的にそのような資料を得ることは困難を伴う。
筆者らは社会福祉法人・特別養護老人ホーム・パール代官山（以後 パール）
を 1999 年 4 月に立ち上げ、以後 10 年が経過した。ご利用者の定員は 50 名に
過ぎないが、次々と入れ替わる高齢者は合計１５５名に及ぶ。その方たちの全
員の体重を当初から毎月一回測定する方針を固め、栄養状態と併せ、高齢者の
この領域で、どんな情報が得られるのかを検討してみた。その結果、
「当たり前」
と思われる所見のほか、案外に見過ごされている高齢者の重要な知見を得るこ
とができた。本稿では、体重の経時測定で観察される 4 つの基本的パターンを
紹介し、高齢者施設運営での応用性を検討したので報告する。
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身長は年齢とともに低い人が多い。体重は、中年太りが特に女性で著しいが、さらに高齢の人は痩せた人が多い。
Source:Microdata tape supplied by National Center for Health Statistics.
図１ 1)

30 歳を越えたころから
身長と体重のプロット点
が別れる。日本の女子の特
徴は、体重が変わらず背が
低い型の中年太りである。
身長に関してはアメリ
カと同じ傾向にある。体重
は男性で中年太りがある
ものの、女性では身長の低
さによって、それが目立た
ない。

図２ 2)

年齢と身長・
体重の関係
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２．対象と
２．対象と方法
対象と方法
対象はパール特養開所後に入所され、分析できた高齢者全員 155 名である。
入所後、短期で死亡された方、または病院に転院・死亡された方は、参考資料
のみとして扱った。一番長い経過を持つ 5 人は 10 年を越える観察である。
入所者は全員、入所時診察で身長を計測（背臥位、金属製巻尺使用）
。体重は
電気体重計（A&D 社製 車椅子スケール）
、または職員が抱きかかえて計測）
、
少なくとも月に一回入浴前に計測し、記録を残した。体重は、主に肥満患者の
指導に用いられる「体格指数」(Body Mass Index, 以後 BMI と記す) を応用・
計算し（体重 kg ÷ 身長(m)2、入所者相互の数値比較の便宜を図り、かつ一般・
普遍性を持たせて表現した。ある程度データが集まってきた段階で、 Y 軸を
BMI、X 軸を月 (month)とする「BMI 経過図」をコンピュータ画面で作成し、
月ごとの栄養状態と併せ観察・確認の資料とした。経過が「月」を越え、
「年」
になり、さらに数年以上ともなれば、各ご利用者の健康度を把握する重要な意
味を持つ経過図となることが読み取れた。
なお、食事は厚労省の 70 歳以上の基準 1,400kcal を厨房よりお出しし、個人
の摂食状況・食べ残しを毎日記録した。また、個人により「刻み食」
「Mixer 食」
「お粥」などの食形態を選んだ。入所者全体の摂食状況は時期により異なるが、
およそ、自己摂食 3 割、介助摂食 6 割、胃瘻 1 割であった。胃瘻・経管に対す
る液体食の銘柄は ポチ、ラコール、K2S など、胃瘻増設病院で推奨されたも
のを用いた。
3. 結果と説明
個性的な BMI パターンを 155 人分全部提示するわけには行かないので、経過
が長く、代表的な 4 つのパターンを選んで以下に示す。食事のカロリーは基本
的に全員同じであるが、残食の程度は個人によって異なるので、個別に目視で
判定し、たとえば全部たべれば (10/10)、半分であれば(5/5)のように記録した。
なお数値は（主食 / 副食）である。
(1) 全経過で BMI がほぼ平坦であった例（図 3：3 例）
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この図には 3 例の経過を図の上・中・下にわたって示し、年齢は観察終了時
のものである。なお、記載要介護の数値は矢印の左が入所時、右が観察終了時
である。
症例 A (図の上方●点
点で示す：89 歳女性、左視床出血、右麻痺、要介護
3→4)。右片麻痺があって生活介護は必要であるが、認知症はなく、左手で習字・
絵画などの作品をつくり、明るい生活をされている。食事は 1400kcal を完全自
食。当初は「おやつ」差し入れの追加をされ、BMI が増加、明らかに「肥満」
が進行したため、家族との話し合いにより「おやつ」を止めた。その後の BMI
の経過は、凹凸があるものの、10 年間、揺れながらも平坦であり、痩せる傾向
は見えない。現在も元気な症例である。
症例 B（図の中ほどの◆点で示す：90 歳女性、アルツハイマー型認知
症、要介護 3→4）
。入所時は「謡」を披露される特技に秀でておられたが、その
後 認知症は進行、
「時間・場所・人」を認識することはできなくなった。食事
は 1400kcal を完全自食。BMI は 22 レベルで、ほぼ平坦に経過。最近でも意思
の疎通は困難であるが、大会で「謡」を披露された。謡い始めは不安定であっ
たが、謡い始めると、滑らかに謡えたと報告されている。認知症は進行するも、
身体的には元気であり、介護上の不安を覚えることはない。
症例 C（図の下方に▲点
点で示す：94 歳女性、気管支拡張症、老人性認知
症、要介護 2→4）
。入所時から身体活性は低く、四肢関節痛や難聴・難視を持っ
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ておられた。親戚はなく「成年後見」の弁護士が立っておられた。BMI は 16
レベルでスタート、食が細く、高齢・低体重を理由に食事は 1200kcal の 8 割程
度を自食、それなりに安定して 8 年間を元気に経過した。2007 年 4 月、突然の
高熱、誤嚥性肺炎を起こしたが、治療により回復、しかし以後の食欲は投与カ
ロリーの 7 割→6 割→5 割と低下し、BMI の図で示されるように、ほぼ直線的
に右下さがりとなり、BMI の絶対値は 12 のレベルに近づいた。BMI-12 は、後
述のように、危険なレベルであることが知られている 5)。そこで担当の「成年後
見」弁護士に介護方針を相談したところ、
「介護施設ではなく病院にて正当な治
療を受けさせること」との指令であった。受けて下さる病院に転院したが、IVH
のみで管理され、24 日後、誤嚥性肺炎にて死亡された。
以上の三例に共通することは、① スタート時点の BMI に関係なく、食事の
レベルが一定であれば、BMI のレベルも一定であること；② BMI のレベルが
そもそも低い場合、病気によるわずかな食欲の乱れで体重は低下し、生存が困
難な BMI-12 レベルの危険な領域に近づいてしまうこと、であろう。
(2) 経過の後半で BMI が止めどもなく低下する例（図 4：2 例）
この図には 2 例の経過を●と○
○で示す。
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症例 D（図 4 の上方に●で示されている：95 歳女性、脳血管性認知症、
左片麻痺、要介護 4→5）
。当初から自発言語はないが、穏やかな方であり、最初
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の 7 年間は 1400kcal の標準食を全部摂取された。当初の BMI は 26~28 で、安
定した「肥満」であった。4 年ほど経過したとき、血痰・嗄声が現れ、肺結核が
疑われたが、それは検査により否定された。BMI は入所後 4 年目では 25 レベ
ルで安定。2006 年 1 月、突然 食事を嘔吐、続いて 39.5℃の高熱、入院（↓
↓印）
にて誤嚥性肺炎と診断され、治療を受けた。退院後も、むせ・呻吟・発熱・誤
嚥が続き、ついに 2007 年 1 月、胃瘻を増設；カロリーは 1200kcal と設定され
た。しかし瘻液注入のときの「呻吟・発熱・脱力感」が激しく、観察しながら
注入液を 1000kcal→800kcal→600kcal と低減するほか打つ手がなく、BMI も
一途に低下の線をたどった。2009 年 4 月には、40.1℃の発熱で再々入院、診断
は胃瘻注入液による誤嚥性肺炎であった。IVH 管理の治療後の帰所では BMI
がさらに下がり、しばしば気管支に入った誤嚥液の吸引を行っている。現在、
危険域の BMI≒12 に近づいている。
症例 E（図 4 の下方に○
○で示す：71 歳女性、徘徊、アルツハイマー型認
知症、てんかん、要介護 4→5）
。最初の 4 年は、元気に歌を歌い徘徊三昧であっ
た。しかし BMI が増える傾向があったので、2 年後、栄養を通常の 1400kcal
から 1200kcal に落したが、自己全食であった。2003 年 5 月、突如、てんかん
発作（徐脳硬直様）のため精神科を受診、アレビアチンの処方を受けた。以後、
徘徊と食事をすることを忘れる日々になり、生活は徘徊から車椅子へ、食事は
全介助となり、残食を 1~2 割程度するようになった。しばしば小さなてんかん
と四肢硬直があり、かたわら BMI は一途に低下の道をたどった。ご家族は「胃
瘻」を強く拒否、代わって夫が毎日 食事介に来られた。また「楽々ゴックン」
という食事法の採用もあって、
その後の BMI の漸減は防止されている。
ただし、
食事の咀嚼と嚥下のリズムが合わず、度重なる誤嚥と吸引の繰り返しが見られ、
体力は消耗してきた。現在は四肢硬直、ベット臥床、およびリクライニング椅
子の状況で、BMI レベル 15 近辺をさまよっている。年齢が若いせいか、繰り
返す誤嚥からの回復力が強い印象を受ける。危険の影はまだない。
上記の 2 例は BMI の連続的減少のきっかけが「誤嚥性肺炎」であったこと、
ならびに、いったん低下傾向になった BMI を元に引き戻すことは至難の業であ
ることを示す。
(3) 経過の途中で BMI が上昇、ピークの後に低下する例（図 5：2 例）
この図には 2 例の経過を●と○
○で示す。
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症例 F（図 5 で●で示す：85 歳女性、徘徊、老人性認知症、要介護 2→5）
。
入所の初め頃には不安・興奮・徘徊が激しく、所かまわず放尿していたが、摂
取カロリーは標準の 1400kcal（全自食）
。5 年目になって、左膝・股関節症の発
症により運動が不自由になり、車椅子生活になる 80 歳の頃、体重は 6-BMI も
増え、食後の嘔吐がしばしば見られるし、明らかに肥満の領域に入ったので、
摂取カロリーを 1100kcal に落した。1 年後には、自食困難・感情失禁・嘔吐・
転落、さらには「てんかん発作」に見舞われ、2009 年春には「開口困難」のた
め介食による食事時間が 90 分を越え、食べ残しも 1 割程度あった。BMI は直
線的に低下しつつあるものの、絶対値が BMI-18 レベルであるため、臨床状況
は「見守り」だけで安定している（危険の影はない）
。
。
症例 G（図 5 で○
○で示す：91 歳女性、徘徊、老人性認知症、要介護 4→5）
入所 3 年間は自由に徘徊、見守りだけをしっかりした。2002 年 5 月、転倒・左
股関節の骨折、病院にて保存的治療を受けた。摂取カロリーは標準の 1400kcal
であったが、体重はどんどん上がり始めたので、図のピーク点あたりで 1200kcal
に変更した。体重の増加は止まったが、たまたま腎臓結石・血尿のため入院・
治療。帰所後には食事中のトラブル、誤嚥・嘔吐・痰・発熱が続き、肺炎と診
断、BMI は低下し始めた。ご家族の希望で胃瘻を増設（↑印）
、1200kcal とし
た。しかし出没する発熱と多量の痰、および痰吸引の操作は必須で、胃瘻注入
液は→1000 →800 →600 →400kcal で対応せざるを得ない状況である。BMI
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は「危険な 12」に近づきつつあり、死の影は遠くにはないと思われる。高いレ
ベルの医療と討論・対話型の「きめこまやかな」介護の限界を感じている症例
である。
上記の 2 例は、運動器の支障によって徘徊が不可能となった時の体重変化パ
ターンと見られる。徘徊停止によって BMI の増加は 5~6-BMI に及ぶので、ご
家族はそれを喜ぶが、早めにカロリー対策を打つべきだったのかも知れない。
なお、一般に認知症の進行により、早かれ遅かれ、誤嚥の時期が訪れる。この 2
例では、ピーク後の BMI 低下は、たまたま、その時期に一致していたのであろ
うか？症例 F と G の下降脚の勾配がほぼ平行（毎年 約 2.5-BMI 減少）である
のも印象に残る。
(4) ある時期以降で、BMI の散布点が散らばり下がる例 （図 6：3 例）
この図には 3 例の経過を◆、●、▲
▲で示す。
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症例 H（図 6 の上方に◆で示す：95 歳女性、脳血管性認知症、要介護 3
→5）
。入所時には 4 点歩行器で自由に歩行、図の中央あたりの矢印（2004 年 4
月 仮性イレウスにて腹痛・嘔吐・誤嚥・下痢が出没）で体重が 5-BMI ほど低
下、
次の 3 っつの矢印では誤嚥性肺炎で 3 回入院した。
入院すると BMI が落ち、
肺炎から回復・退院、施設で経口摂食すると BMI が増える。また誤嚥生肺炎の
再発により入院して点滴・抗生物質の治療で救命されると BMI が落ち、を繰り
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返していた。BMI の散布点は上下に散らばりながら低下して行くのが特徴的で
ある。以後は誤嚥・発熱・pO2 の低下、痰の吸引の連なる辛苦の日々を過ごされ
たが、ご家族からの胃瘻の希望は最後までなく、お看取りした時の BMI は 12.6
であった。
症例Ｉ（図 6 の中ほどに●で示す：90 歳男性、15 年続く老人性認知症、
症例Ｉ
左骨頭骨折、要介護 4→4）
。当初は完全自食、車椅子自走で会話もでき、BMI
は 15 近辺の低値ながら、まとまっていた。2005 年 6 月（88 歳）
、高熱で入院、
慢性誤嚥性肺炎と診断された。以後 2 年余にわたり嘔吐・高熱・pO2 の低下、
誤嚥性肺炎で入院（矢印）
、BMI の散布点は大きく上下に散らばりながら低下、
栄養状態の不安定さが示唆される。胃瘻は行われず、お看取り時の BMI は 12.8
であった。
症例 J（図 5 の下方に▲
▲で示す：99 歳女性、すでに左側の骨頭骨折、脳梗
塞で右片麻痺、失語、要介護 5→5）
。当初から BMI は 14 レベルながら安定、
2005 年 5 月（97 歳）ころから右腰痛を訴えられるが整形外科的に異常は認めら
れなかった。その頃から BMI の散布点が上下に乱れ散らばりながら低下し始め
た。同年 11 月、40.2℃の急な発熱で入院、いったん退院できたものの、翌 2006
年 6 月、再び高熱で入退院、繰り返す誤嚥性肺炎の診断にて、胃瘻を造設。経
験的に BMI-12 レベルでの胃瘻は無謀であるが、ご家族の強い希望によるもの
である。しかし退院後も一般状況の改善は認められず、発熱・痰吸引・pO2 の低
下、さらに胃瘻補液の口腔への逆流が見られた。補液量を 1,000 . . . . →450kcal
と段階的に落さざるを得ない状況であった。全身浮腫、ほとんど絶え間ない痰
の吸引介護のなかでお看取りをした。BMI は 11.2 であった。
上記の 3 例は、誤嚥性肺炎の診断とともに、BMI の散布点が上下に揺れ動き
ながら低下するという共通点を持っている。症例 H のように基本の BMI が高い
位置（BMI≒25）にある場合は、散布点が揺れ始めて死亡までの期間が 5 年ほ
どあった。症例 I では基本 BMI が 17、死亡までが 2 年；症例 J では基本 BMI
が 14、死亡までが 1.5 年であった。BMI の年間平均低下率は 2-BMI 前後であ
った。つまり、基本 BMI が高い位置にあれば死亡までの時間が稼げることがう
かがえ、もしそれが低ければ、症状の緩解する時間的余裕もなく、BMI の危険
レベル 12 に陥ってしまったのであろう。
4. 考察
(1) 体格係数（BMI）の有用性
体重そのものは、大変個性的な変数であり、男女・身長・年齢・食生活など
の影響を強く受ける。男女別・年齢別の「横断的」統計なら、各国すでに多数
あるが 3, 4)、食生活と医学・保健学の観点から「その人にとって望ましい体重」
を計算する方法が求められ、現在では「体格指数」
（Body Mass Index, BMI）
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が世界的に取り入れられている。
BMI は、一般に糖尿病や高血圧などの肥満者を取り扱う場合に有用とされて
いた（どれくらい太っているか）
。しかし、従来、痩せている高齢者を BMI の
視点から「縦断的」に観察した報告はない（どれくらい痩せ続けられるか）
。BMI
の正常範囲は 18.5~24.9 (22 ± 3 と覚える)とされているけれど、これには年齢
の言及はない。BMI の低い値は、神経性食欲不振症, ガン末期または強制キャ
ンプ、飢饉などの例、または孤島で水だけで生存した遭難者の例の知識から、
ヒトが生存可能な BMI の限界値は 12 前後であるとの報告 5)がある。高齢者は
「痩せている」とはいえ、やはりそれを BMI で表現するのが正しい姿勢であろ
う。事実、今回の成績では 誤嚥性肺炎の症例は、ほぼ BMI≒12 で死亡された。
胃瘻を付けた例では、BMI-11.2、-9.6 という値まで生存された方が 2 例ほどあ
った。
表示した図 3~6 は実体重ではなく、BMI で作成したものである。BMI で標
準化したからこそ、複数の人の体重変化を同一の土俵で比較・検討できたので
ある。つまり、BMI は高齢者の生活経過と予後を判定するのに大変有用である
と思われる。
(2) BMI の増加
安定した体重とは、安定した代謝、つまり摂取したカロリーと使用したエネ
ルギーの需給状態が安定していたことを意味する。図 3 で見られるように、経
口摂取で摂取率が変わらなければ、10 年にわたって BMI がほぼ安定であるこ
とが分かるであろう。数学的な平坦ではないが、ある程度の揺れを持って安定
している。本稿では示さなかったが、ご利用者の多くは、パールに入所して来
られて、BMI が 1~2 ほど増えた所で安定する（パールの誇りでもある）
。
図 4 の事例では、ある時点でにわかに BMI が増加に転じた。その理由は「股
関節骨折」
「膝関節症」であった。それまで自由に徘徊できた人が、それをきっ
かけに、車椅子生活で運動が減ったにもかかわらず、食事から入る 1,400kcal
は不変であったためにこの結果となった。筆者らは、当初、このような現象を
余測できず、カロリー制限をどの時点でなすべきか、的確な判断に迷った時期
があった。これらの経験から、以後、体重が 4-BMI 連続して増加する症例には、
決断して家族にインフォームド・コンセントを行い、カロリー制限をし、正常
範囲の BMI 維持を心がけている。これは一つの収穫であったと思う。なお、病
気の末期では「浮腫」が体重増加の原因になりうるが、これは診察で判別可能
である。
(3) BMI の減少
図面で見ていて、ある時点から BMI が減少して行く場合は、警戒の目を怠っ
てはならない。一般に、これぞという病気もなく、安定した経過で、年齢だけ
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が積み重なる場合、人は無限に生きられるだろうか？ そうではない。老人介護
施設で長期の介護をしていれば、いつかは人生の終わりに遭遇するであろう。
そのきっかけは何か？6,7)
日本の全人口で死亡する理由の 4 大筆頭はガン・脳卒中の急性期・心疾患・
肺炎である。しかし、老人介護施設に入所される方の多くは、これらの病気を
うまく乗り越えた方たちである。そして筆者らの観察では、長寿での死亡の原
因はただ一つに要約された：それは誤嚥性肺炎の発症であり、その発症以降の
経過は BMI の減少を示すチャートでよく追跡できた。
ここで、問題の高齢者の現実を見よう。① 誤嚥性肺炎で入院したとしても、
その治療は「絶食、補液、抗生物質治療」が中心であって、効果的な医療が終
了すれば、退院の運びとなる。この間、どの症例でも体重が減少する（当たり
前かもしれないが）
。② 誤嚥性肺炎は加齢による「嚥下反射の低下」
「喉頭蓋の
機能不全」の結果であり、この機能を支配する中枢は「延髄」である。つまり、
その人の病変が延髄に及ぶに至ったという現実を受容しなければならない。①
と②は介護の指導者にとって必須の知識であろう。
図 3 で見られたように、安定した BMI であっても、その絶対値がそもそも低
ければ、たった一回の誤嚥性肺炎で、以後食事が進まず、BMI が生存不適なレ
ベル（≒12）に落ち込んでしまう。また図 4 図 5 の場合でも、BMI の減少のき
っかけは誤嚥性肺炎であった。誤嚥性肺炎は食事中の誤嚥だけでなく、不顕性
の誤嚥、つまり寝ている時間帯の唾液誤嚥も含まれる。したがって、入院治療・
胃瘻の増設をしても、誤嚥性肺炎はなくなることはなく、BMI の低下を防ぐこ
とは困難であった。図 6 の場合には、鋭い観察眼が必要である。BMI の散布点
が半年～一年にわたって散らばるのである。これらの例を観察すると、お出し
する食事は 1,400kcal で、食形態も状態に合わせているが、なにせ、日により摂
取比率（残食）がバラバラなのである。それが BMI の変動を招き、さらに BMI
を低下させ、危険域の BMI≒12 に近づくというパターンとなる。
ならば、BMI≒12 近辺で、なぜ人は死亡するのであろうか？ これに対する
確たる回答はまだない。私どもは経験的に BMI≒12 で人は死ぬということを知
っているだけであり、この BMI≒12 の領域を「致命域」
（Fatal Zone）と呼ぶ
のが適当であろう。過去には予後判定に「死の十字架」(Totenkreuz)と言う経験
則があった 8)。これは、人が臨終に近づくと、体温が下がり呼吸数は上がり、温
度板のグラフでは、十文字の図形が見られる現象をいう。そこで、多数の高齢
者の死をお看取りする 21 世紀の時代、
「死の十字架」に追加して「致命域」(Fatal
Zone)の存在を介護関係者が理解しておくのは有意義なことではなかろうか。
もちろん、死亡の原因は他にもある。つまり、急性心不全、脳卒中再発など
があるが、
この場合には BMI は下がる暇もなく死亡する。
ガンも原因となるが、
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超高齢者の場合、死亡の原因がガンによるのか、寿命によるのか、判然とせず、
BMI≒12 で亡くなることが多い。パールは医療施設ではないから、これに関す
る考察の結論は保留となる。なお、健康者の飢餓による BMI 低下はたいていの
場合、食事の再開とともに回復して行く。
胃瘻の効用については不明な点が多い。仮に胃瘻が造設されても、上記の「延
髄と喉頭蓋反射の問題」は全然解決されていないので、誤嚥性肺炎の問題解決
にはほど遠い。なお、
「延命胃瘻」は欧米では、すでに下火である。
(4) BMI 減少の応用
図 4～図 6 を、その目で見られると、誤嚥性肺炎後の BMI の減少率は、症例
によって異なるけれども、
毎年およそ 2-BMI であることが見とられる。
これは、
全くの経験的数値であるが、ご利用者の「予後」を推定する上で役にたつ知見
かも知れない。事実、筆者らは、この知見を応用して「お看取り」の準備に入
る。また、在宅ケースで「骨と皮」という一例の相談があったが、計算した BMI
は 17.2 であった：この状態なら、
当分のあいだ生命維持ができると判断された。
(5) BMI 減少の防止
この問題は「喉頭蓋」の機能回復の可能性の問題であり、減少した脳細胞数
の回復の可能性と同一の問題でもある。論じても論じきれない、大きな今後の
課題であろう。ただし、食物誤嚥は別として、唾液誤嚥の防止に限っていえば、
一連の「口腔機能回復体操・口腔ケア」が有用とされる。また「寝る前の歯磨
き」も大事である。つまり仮に唾液誤嚥があっても、その唾液が細菌に汚染さ
れていなければ、誤嚥性肺炎の発症は軽くなる、と期待されるからである。し
かし、これとて、超高齢になれば、実行はだんだん困難かも知れない。地域の
最高齢者には脱帽あるのみである。
5. 結論
入所された高齢者の体重を毎月一回測定し、体格係数で表し、各個別症例の
「縦断的」グラフを描くことにより、次の結論を得た。
(1) BMI は人によって異なったレベルにあるが、高齢であっても、安定した
食事・生活であれば、10 年間の観察期間中、ほぼ平坦な経過を示した。
(2) BMI が減少し始めるきっかけは、ひとしく「誤嚥性肺炎」であった。い
ったんこの機序で、減少の途に入ると、そこからの回復は困難であり、それは
胃瘻によっても、ほとんど解決できなかった。
(3) BMI が「致命域」
（BMI≒12）に入ると、ほぼ間違いなく死が訪れた。誤
嚥性肺炎による BMI の減少率は、およそ毎年 2-BMI 前後であり、このことか
ら、高齢者の個別的生命予後が、ある程度の信頼性で推定できた。
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