
札幌市介護保険サービス事業所連絡協議会 （2022年10⽉17⽇）
令和４年度「市⺠のための介護保険フォーラム」

東京⼤学 ⾼齢社会総合研究機構 機構⻑
東京⼤学 未来ビジョン研究センター 教授

飯島 勝⽮

withコロナと健康⻑寿の秘訣︕
フレイル予防って何︖

ここで⽬をつぶって質問コーナー

【問１】もう少し痩せないといけないかな、、と思って
いる⼈は︖

【問２】４、５年前と⽐較すると、だいぶ衰えた
な、、と思っている⼈は︖

【問３】それなりに⾷べているのに、体重は若⼲減っ
てきているなあ、、と思っている⼈は︖

【問４】⾝体、精神、そして社会性も含めて全てが
良好な状態であると思っている⼈は︖



遺伝要因

⾃分で管理可能なもの
 【⾷事】ﾊﾞﾗﾝｽ、塩分、ｶﾛﾘｰ、etc
 【⻭科⼝腔】お⼝・⻭の管理
 【運動】⾝体活動、外出頻度
 【メンタル】ストレス、気分（笑い）
 【社会性】⽣きがい、参加・貢献

『⻑寿』に与える要因は︖

25%

75%

『虚弱』
のことを、
今は
『フレイル』
（Frailty）
と⾔います



フレイル
（Frailty）

要介護状態
（Disability）

要⽀援･要介護の
危険が⾼い

健康
（Non-Frailty）予備

能力

疾患･
ストレス

疾患･
ストレス

健康寿命

生物学的寿命

要支援･
要介護

（東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・飯島勝⽮ 作成 葛⾕雅⽂: ⽇内誌 104: 2602-2607, 2015.より引⽤改変）（杉本 研、楽⽊宏実ほか. 2014）

①中間の時期
（⇒から要介護へ移⾏する中間の段階）

②多⾯的
（⇒⾊々な側⾯の衰えが負の連鎖）

③可逆性
（⇒様々な機能をまだ戻せる時期）

⾝体的
フレイル
⾝体的
フレイル

⼼理的
認知的
フレイル

⼼理的
認知的
フレイル

ロコモティブシンドローム
サルコペニア、等

うつ、
認知機能低下、等

独居、経済的困窮、
孤⾷、地域交流の低下、等

フレイル (虚弱)とは、加齢により体⼒や気⼒が弱まっている状態

負

連
鎖
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⽴
度
低
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Sarco=Muscle
（筋⾁)

Penia=lack of
（減少）

Sarcopenia
サルコペニア(筋⾁減弱症)

 自然の加齢変化で、1年間に筋肉は1％ずつ減っていく

 入院期間中では、１日間で筋肉は0.5～1％ずつ減っていく

 高齢期での「２週間」の寝たきり生活は実に７年分の筋肉を失う

⽣活不活発(廃⽤)は怖い︕
・災害避難時も
・⾃粛⻑期化 『コロナフレイル』も︕

正常 サルコペニア



皆さん、こんな⼼配、ありませんか︖

会場の様⼦

【フレイルの早期の兆候】を⾒出し、地域へ還元したい
－⼤規模⻑期縦断追跡調査研究 (柏スタディ)ー



健康⻑寿(フレイル予防)のための「三本柱」
〜気づき、⾃分事化をし、三本柱を意識して⽇常⽣活の⼀⼯夫を〜

作図︓東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・飯島勝⽮ 26

（東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・呂、飯島 （Associations of multi‐faceted factors and their combinations with frailty in Japanese 
community‐dwelling older adults: Kashiwa Cohort Study.   Archives of Gerontology and Geriatrics. 2022 in press）

＜三位⼀体の構成要素＞
【栄養（⾷/⼝腔）】︓⾷品摂取多様性スコア、⼝

腔保健⾏動 （① / ② ＋③の該当であり）
① ほとんど毎⽇、4⾷品群以上⾷べる
② ほとんど毎⽇、⾁類や⿂介類、および野菜を⾷べている
③ さきいか、たくあんくらの固さが普通に噛み切れる

【⾝体活動】︓特定健診・保健指導の標準的な質問

票（3問中2問以上該当であり）
① 30分以上の運動を週2回以上、1年以上実施
② 歩⾏／同等の⾝体活動を1⽇1時間以上実施
③ ほぼ同じ年齢の同性と⽐較して歩く速度が早いと思う

【社会性】︓社会参加、社会的ネットワーク、社会的サ

ポート（① ＋ ② ＋③の該当であり）
① 組織における活動の参加の有無 （サークルや団体などの

組織や会の活動に1つ以上参加）
② LSNS-6（≥12）（社会的ネットワーク）
③ 社会的なサポート(受領、提供)(=4)（社会的なサポート）

「栄養(⾷/⼝腔)」「⾝体活動」「社会性」の三本柱
複数実施とフレイルとの関連 〜柏スタディからのエビデンス〜

【フレイルの危険度】
３つとも実施できている⼈と⽐べると、、



フレイルトレーナー/サポーター
養成システムの確⽴

トレーナー
サポーター
地域住⺠

フレイルチェックデータと
他のデータベースを統合

実施⾃治体における
健康⻑寿のまちづくりへの参画

【アクションリサーチ】
エビデンスを地域へ

フィードバック
産官学⺠を巻き込む

全国規模のビッグ
データベース構築・分析

フレイル予防を通した⾼齢住⺠主体の健康⻑寿まちづくり

【エビデンス】
三位⼀体の重要性

（栄養・運動・社会参加）

⼤規模⾼齢者
⻑期縦断追跡コホート研究

⼤規模⾼齢者
⻑期縦断追跡コホート研究

【悉皆調査】 地域診断 5万⼈データベース

① 市⺠主体(フレイルサポーター)による栄養・運動・
社会参加を軸とする包括的フレイルチェック

市⺠主体(フレイルサポーター)による栄養・運動・
社会参加を軸とする包括的フレイルチェック

養成研修後、地域の集いの場へ
皆でワイワイと、フレイル兆候に気づく

養成研修後、地域の集いの場へ
皆でワイワイと、フレイル兆候に気づく

⾃治体との協働による
フレイルサポーター養成
⾃治体との協働による
フレイルサポーター養成

◆全国のフレイルチェックによる【データベース】
・AIによる早期リスク予測、地域診断、⾏政の予防施策への反映

◆フレイル予防産業の創⽣︓官⺠共同フレイルチェック事業
◆全国フレイルサポーター連絡会連合会 設⽴

②

④

フレイル
チェック

ツール開発

【集いの場をʼʼ気づきの場ʼʼへ】

③
全国の地域へ

東京⼤学・飯島勝⽮（作図）

全国に広がる「高齢市民主体のフレイルチェック活動」

2４都道府県９２市区町村
(☆赤文字 令和4年度導入予定自治体)

令和４年６月末までの導入自治体（導入予定も一部含む）

【秋田県⑵】
・秋田市 ・鹿角市

【新潟県⑵】
・新潟市 ・長岡市

【石川県⑴】・金沢市

【福井県⒄】
・坂井市 ・福井市
・あわら市 ・小浜市
・鯖江市 ・勝山市
・池田町 ・越前市
・永平寺町 ・南越前町
・越前町 ・若狭町
・美浜町 ・敦賀市
・大野市 ・高浜町
・おおい町

【千葉県⑷】・柏市 ・市原市
・茂原市 ・富津市【山梨県⑵】

・笛吹市
・北杜市

【静岡県⑵】
・静岡市
・沼津市

【岐阜県⑶】
・輪之内町
・安八町
・神戸町

【沖縄県⑴】
・北中城村

【兵庫県⑵】
・神戸市
・尼崎市

【福岡県⑷】
・飯塚市 ・上毛町
・嘉麻市 ・八女市

【鳥取県(1)】
・境港市

【富山県⑵】
・朝日町 ・南砺市

【和歌山県⑶】
・紀の川市
・かつらぎ町
・田辺市
☆海南市(年内)

【徳島県⑼】・那賀町
・三好市 ・藍住町
・小松島市 ・松茂町
・美波町 ・東みよし市
・鳴門市 ・上坂町
☆徳島市(年内)

【高知県⑷】
・仁淀川町 ・四万十市
・南国市 ・大豊町

【長野県⑴】・川上村
【埼玉県⑸】・八潮市 ・志木市、

・春日部市 ・富士見市 ・鶴ヶ島市

【神奈川県⑿】
・茅ヶ崎市 ・厚木市、
・逗子市 ・三浦市、
・湯河原町 ・横須賀市
・平塚市 ・中井町
・秦野市 ・海老名市
・開成町 ・山北町

【東京都⑻】・西東京市 ・国立市、
・江戸川区 ・文京区 ・板橋区、
・豊島区 ・東村山市 ・目黒区【広島県⑴】

・福山市

【三重県⑵】
・東員町
・鈴鹿市

【群馬県⑵】・館林市 ・板倉町

【岡山県(0)】
☆美作市(年内)

【宮城県⑴・仙台市

【茨城県⑴】・常陸太田市



フレイルサポーターが住⺠と⼀緒
に、皆でワイワイと、多⾯的な衰え
（フレイル）の兆候に気づき合う

フレイルサポーターが住⺠と⼀緒
に、皆でワイワイと、多⾯的な衰え
（フレイル）の兆候に気づき合う

⾃治体との協働による
フレイルサポーター養成
⾃治体との協働による
フレイルサポーター養成

フレイルチェック活動
集いの場をʼʼ気づきの場ʼʼへ

東京⼤学・飯島勝⽮（作図）

深掘り
総合チェック

簡易チェック

【集いの場を気づきの場に︓市⺠サポーター主体のフレイル予防】

東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・飯島勝⽮ 開発

地域⾼齢者同⼠だけの集いの場を気づきの場へ
〜栄養・運動・社会参加の包括的【フレイル・チェック】〜



地域貢献、⾃分が輝ける場︓【フレイル・チェック】

写真掲載：本人同意済み

地域貢献、⾃分が輝ける場︓【フレイル・チェック】

写真掲載：本人同意済み



会場 (距離をとって換気、こまめにアルコール消毒)

筋量計算 (⼿袋つけて)指輪っかテスト

握⼒

滑⾆

いす⽴ち上げり

イレブンチェック

フレイルチェック︓コロナ禍での対応を⾃分達で

写真掲載：本人同意済み

同じ年齢の⾼齢⼥性（仲良しグループ）６⼈衆
⾒た⽬は同じだが、フレイルチェックでは⼤きな差が⾒える
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20



94歳男性 フレイルチェック コロナ前後⽐較と感想⽂

＜1回⽬＞
コロナ前

2019年10⽉16⽇

＜2回⽬＞
コロナ3年⽬

2022年5⽉26⽇

⾃覚はしていたが筋⼒が考えた以上、落ちていたこ
とがわかった。「もうトシだからいいや」という気持ちが
油断を招いた。
数⽇前、バスのステップの昇降で脚の筋⾁の衰え
を⾃覚し、今回の検査で更に確認できた。
ありがたかった。
今⽇夜からまたガンバリます。 ありがとう︕︕

東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・飯島勝⽮ 資料提供

【例︓このような潜在的なハイリスク保有者】
どう⾒つけ出し、どう声をかけていくのか︖



サポーターも地域の元気シニア
住⺠同⼠だからこそ、感じ合える

フレイルチェックに参加後の意識変容
全国参加者 3136名（76±7.0歳、⼥性77%）

フレイルチェックに参加して、以前よりも、、

フレイルに気を付けるようになった ７５％
よく噛んで⾷べるようになった ６４％
⾝体を動かすようになった ６３％
社会参加しない⽅がするようになった ４７％

意識変容した参加市⺠では、
有意にフレイルチェックの結果が改善︕

【フレイルサポーター主体のフレイルチェック活動】 同世代だからこそ

では、動画を⾒てみましょう。

⼀緒に少し体験してみましょう。



サルコぺニアの危険度 高い低い

東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・飯島勝⽮︓作図 (Tanaka T, Iijima K. Geriatr Gerontol Int 2018)

「指輪っか」テスト︓サルコペニアの簡易指標



⾷事バランスガイド
https://www.kyowakirin.co.jp/kayumi/kansen/sora/recipe/20aw/column.html

１⽇に「何を」「どれだけ」⾷べたらよ
いかが⼀⽬でわかる⾷事の⽬安

主⾷、副菜、主菜、⽜乳・乳製品、
果物の５グループの⾷品

★４つの重要ポイント︓
①総エネルギー摂取、②タンパク質、

③⾷品多様性、ビタミンD

【メタボ予防からフレイル予防へ】
年齢別カロリー摂取に関する考え⽅の「ギアチェンジ」

要注意︕
【BMIパラドックス】
【新型栄養失調】

葛⾕雅⽂「⾼齢者における栄養管理─ギアチェンジの考え⽅」⽇本医事新報. 2016;4797:41-7から引⽤改変
飯島勝⽮監修「⾷べるにこだわるフレイル対策」https://nutritionmatters.jp/tools/medical.html Abbott発⾏２０１７年
飯島勝⽮「医療羅針盤・私の提⾔︓ 今、フレイル予防・対策に必要なことは何か」 ⽉刊新医療. 2018年12⽉号Vol.45 No.12 p.18-21



⼝に関する“ささいな衰え”が軽視されないように
☛⼝の機能低下、⾷べる機能の障害、さらには⼼⾝の機能低下
までつながる“負の連鎖”に対して警鐘を鳴らした概念

【オーラルフレイル】概念

新概念「オーラルフレイル」における
⼝腔機能の負の連鎖

（参考⽂献）平野浩彦
⾼齢者を知る事典 2000年

口腔機能の低下

東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・⽥中友規、飯島勝⽮ら. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018;73:1661-1667.



オーラルフレイル簡易チェック
（Oral Frailty Index-8: OFI-8）

東京⼤学⾼齢社会総合研究機構 ⽥中友規、飯島勝⽮.
Tanaka T, Iijima K.. Arch Gerontol Geriatr. 2021

(53%)
(16%)
(31%)

オーラルフレイル
新規発症

新規の
要介護認定

【備考】
1点上がるごとに
 ４年後のオーラルフレイル

発症リスク＋32%
 新規要介護リスク＋7%

リスク 3.1倍

リスク 1.4倍

⼀⼈暮らしかどうかより、孤⾷かどうかが重要

（東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・飯島勝⽮ 作図︓ フレイル予防ハンドブックより）



（東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・飯島勝⽮ 作図︓ フレイル予防ハンドブックより）

（東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・飯島勝⽮ 作図︓ フレイル予防ハンドブックより）

⾼齢者向けスクワット

ランジ

上体起こし



筋肉を取り戻したい
【レジスタンス運動】も継続的にチャレンジ！

（健康長寿ネット）

社会性の重要性︓＋2000歩よりも、「誰と歩くのか」

2018年

NHK ガッテン



フレイル予防には「⼈とのつながり」が重要
－様々な活動の複数実施とフレイルへのリスク－

対
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⾃⽴⾼齢者に対する悉皆調査（49,238⼈）
*p<0.001
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ｎ 5,212 385 22,688 1,476 246 9,411 4,150 5,670

⾝体活動
（運動習慣） ○ ○ ○ × × × ○ ×

⽂化活動 ○ × ○ ○ × ○ × ×
ボランティア・
地域活動 ○ ○ × ○ ○ × × ×

（吉澤裕世、⽥中友規、飯島勝⽮.  2019年 ⽇本公衆衛⽣雑誌）
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⽂化活動 ○ × ○ ○ × ○ × ×
ボランティア・
地域活動 ○ ○ × ○ ○ × × ×

（吉澤裕世、⽥中友規、飯島勝⽮.  2019年 ⽇本公衆衛⽣雑誌）

運動習慣なし
他の活動あり

運動習慣あり
他の活動なし

地域に出る
⼈とのつながり

典型的な運動ではないが、
結果的に動いている
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死
亡
率

⾼度リスク群
●8枚以上 (20%)

性・年齢調整ハザード⽐
2.4倍 (1.7–3.4)

中度リスク群
●6-7枚 (20%)
性・年齢調整ハザード⽐

1.7倍 (1.2–2.4)

低度リスク群
●シール5枚以下 (60%)

性・年齢調整ハザード⽐
1.0 (これを参考とする)

優先すべき項⽬
●握⼒、椅⼦⽴ち上がり
●ふくらはぎ周囲
●滑⾆（ta⾳）
●外出頻度
●⽀え合い

⻘信号が１つ増えると
リスクが

11% (8-17%) 減

フレイルチェックによる⾃⽴機能喪失(要介護/死亡)の予測
デザイン ︓前向きコホート研究（追跡期間︓中央値939⽇、四分位範囲702-1214⽇、最⼤1596⽇）
対 象 ︓〇〇〇市フレイルチェック初回参加者（2017年5⽉18⽇〜2021年9⽉13⽇開催）1,561名（平均76.1±7.1歳、⼥性76.5%）

アウトカム︓新規の要⽀援・要介護認定（および死亡者も含む）・・・対象者の13.4%が該当

フレイルチェックの
●信号、介護リスク
は変わるのか︖
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（東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・⽥中友規、飯島勝⽮（⽇本⽼年医学会学術集会発表、論⽂作成中） データ取扱注意【内秘】

フレイルチェックの⾃⽴喪失予測（２⾃治体合算）
デザイン ︓ 前向きコホート研究 （追跡⽇数中央値［4分位範囲］= 948［498-1381］⽇）最⼤1781⽇
対 象 ︓ A市とB市に在住65歳以上⾼齢者 2098名（平均75.5±5.7歳、⼥性76.5%）
除外基準︓ フレイルチェック参加者の内、初回時既に介護認定者

アウトカム︓ 追跡期間中の⾃⽴喪失（要⽀援、要介護新規認定、死亡） ・・・・チェック参加者のうち14.0%が該当

• フレイルチェックの結果は、5年間の⾃⽴喪失（要⽀援・要介護新規、死亡）の
ハザードリスクを予測する

• ⾚8個以上でハイリスクが妥当、5年間のリスクが約３倍、⾚信号が１つ減るごとに
ハザード率が13%程度軽減される

結果の
まとめ

ハイリスク
(⾚シール︓８枚以上)
2.77倍
(2.01-3.77)

累
積
⾃
⽴
率

特に重要な項⽬
・ 握⼒、⽚⾜たち
・ ⼝腔巧緻性
・ ⽀え合い

中程度リスク
(⾚シール︓6〜7枚)
2.0倍 (1.40-2.84)

フレイルチェック合計⾚信
号数

（範囲︓0個〜22個）

フレイルチェック合計⾚信号数の３群⽐較
ハイリスク群では5年間のハザード⽐が約３倍

低リスク群（≦5⾚）

リスク（調整ハザード⽐）
1.0 (これを参考値)

⾚信号が１つ減るごとに
リスクが13%軽減

追跡⽇数

（東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・⽥中友規、飯島勝⽮（⽇本⽼年医学会学術集会発表、論⽂作成中） データ取扱注意【内秘】



【先駆的な活動事例】

全国のフレイルサポーター

オーラルフレイル予防を軸とした
フレイル予防・改善プログラム 「カムカム教室」

神奈川県平塚市のモデル
フレイルチェックと

カムカム教室
＜三本柱で⼝腔機能強化＞

グループワークで
⽬標づくり

＜チームのみんなでカムカ
ムチャレンジ＞

後⽇送付の
ニュースレター

サポーターによる創意⼯夫
• テキストの活⽤
• サポーターが講和、⾃⾝の体験をおりまぜて説明
• 体操（⼝腔、運動）やカムカムおつまみ試⾷も • サポーターがファシリテーターでグループワーク

• ⾃⾝の現状把握と⾔語化、⽬標の設定と共有
• ２回の教室で⾏動を振替り、強化する

カムカム教室で学ぶこと

カムカム教室テキスト

カムカム⾷材の紹介、試⾷

グループワークで現状把握、⽬標設定

わたしだけの
チャレンジシート体操（⼝腔、運動） チェキ撮影と貼り付け

• 他の参加者のカムカムチャレンジを掲載
• サポーターの実体験集でさらなる学びを
• 次回のフレイルチェックへの参加勧奨

ニュースレター
シーズン、⾃治体別で

表紙の写真を変更可能

栄養・運動・社会参
加・それぞれでみんなの

チャレンジを掲載

住⺠主体︕
フレイルサポーターが
講和や説明、グループ
ワークにも積極参加

テキストに貼り付け



神奈川県平塚市フレイルサポーターの創意⼯夫

z

フレイル予防活動でまちづくり︓⾼知県仁淀川町ハツラッツの取組

フレイルチェック
（⾒える化・⾃分事化）

ハツラッツ活動
フレイルサポーターが活躍
三本柱が組み込まれている

（３か⽉間）

フレイルチェックを通した
モニタリングの繰り返し

⑴住⺠主体の”短期集中C型リハ”様活動
住⺠（本⼈、サポーター）やすべての関係者が
現状と課題を知る → 住⺠同⼠でアセスメント
➡そして住み慣れた地域に再び戻る︕

⑵住⺠が計画⽴案
・みんなで「知恵をだす」
・みんなで「汗をかく」 → 実⾏
・みんなで「振り返りをする」 → モニタリング

（ﾌﾚｲﾙﾁｪｯｸ、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、健幸会議）
・失敗しても前向きにみんなで取り組む

⑶ 地域包括ケアシステムとは地域づくり
⽀えあえる地域づくりに向けて
・⾼齢者も全ての関係者も元気になり、

暮らしやすく、暮らす価値のある地域にする︕

フレイルサポーターが実施

健康づくり勉強会

そして住み慣れた地域に
フレイルサポータと⼀緒に再び戻る︕

【ハツラッツ活動の効果】
８５歳・男性 BMI 18.4、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ装着、⼼疾患による⽣活不活発リスクあり
３カ⽉実施後の結果・・・総合事業のC型短期集中リハとほぼ同程度の効果

３ｍ折返し 5ｍ歩⾏
30秒間の
椅⼦⽴上り

左右握⼒

地域で⾼齢者を孤独にさせない
地域の繋がりをつくる

⾚シールが増えてきても
もう⼀度
元気になろう︕

また⽣活不活発になっている⼈
は、再度、ハツラッツの利⽤も



〜前略〜
だから、仁淀川町のフレイルサポーターは、あえて、「事業」という呼び⽅をしません。「事業」と名前が付くと、財源あ
りき、国や県の制度ありき、その事業がなくなったら、おしまい、になりかねないからです。
地域でフレイルチェック活動をしながら、⾃分たちが暮らし続けていくための仕組みを考え、実現のために、共に汗を流す
活動だからです。

仁淀川町では、⼭にへばりつくように家が建っています。⼤好きなこの町、地域でいつまでも暮らすためには、⾜腰、つま
り下肢筋⼒の維持が⽋かせません。
そこで、下肢筋⼒を鍛える3か⽉のＣ型のプログラムをみんなで勉強しました。
次に、平均寿命と健康寿命の差を縮めるためには、なんと⾔っても、本⼈のやる気、モチベーションの維持がポイント
だろうと考えました。そのためには、ケアマネに、「介護予防プラン」を⽴ててもらうのではなく、⾃分で「選択」すること
が必要だと考えました。
我々は、いくつになっても、できることなら、誰かのお世話にはなりたくない、と、思うからです。
お世話になった途端(とたん)、なによりも、気持ちが弱りそうな気がしました。
そして、仲間と⼀緒なら、この結構ハードなプログラムもクリアできそうに思えました。
そのために、まずは、フレイルサポーター養成研修を受けて、しっかりフレイルの概念を理解することを、ハツラッツ参加の
ファーストステップにしました。
つまり、ハツラッツに参加している⼈も⽀えている⼈も、全員、フレイルサポーターというわけです。

3か⽉で、すっかり元気になったサポーターたちは、卒業後も筋⾁や社会性を減らさないように、⾃宅や、地域で、散歩
をポールウォーキングに変えたり、集いの場を⾃分たちでつくったり、地域で弱っている⼈に声をかけたりと、以前よりも「地
域で⾼齢者を孤独にさせない。地域の繋がりをつくるんだ。」とフレイル予防活動が、より⼀層活発になっています。
また、卒業しても半年ごとにフレイルチェックでモニタリングをしたり、ＯＢとして、ハツラッツで⼿伝ったり、⼀緒に運動したり
して、お互いが、元気をもらい合い、気づき合える場になっています。 〜略〜

【仁淀川町フレイルサポーター︓⼭中喜郎さん(76歳)からのコメント】
全国を股にかけ、⼟⽊関係の技術者として現場を統率されてこられた。
62歳まで現場で仕事をされ、三宅島の復興⼯事現場を最後に、故郷、仁淀川町に戻られまし
た。 現在、お⼀⼈暮らし。

性格の特徴
真⾯⽬であり、
元々は社交的ではない
（⾃ら他者に⼿を差し伸べる
タイプではない）

データに基づきながら
住⺠と交流する
この点が他の地域貢献活動と
異なり、⾯⽩い

住居近隣でのお助け（互助）活動
・⽣活⽀援(電球交換、粗⼤ゴミのゴミ出し等）
・独居⾼齢者の⾒守り
・定期的に住⺠カフェ開催（⼈のつながりの場）
・防災や地域コミュニティに関する会議等に参加

第２段階
【継続維持〜ｽｷﾙｱｯﾌﾟ】
・スキルアップ︓質の向上
・独⾃性のアイデア
・チーム感の醸成

第１段階
【スタートアップ】
・地域貢献へ着⼿
・活動に慣れる
・正確なデータ取得

第３段階
【応⽤発展〜深化】
・責任感
・サポーター活動以外の地域活動へ発展
・多様な地域貢献へ

地域貢献の気持ちがモチベーション
●他者からの「ありがとう」がエネルギーの源
●市⺠の⾏動変容のために個々へのフィードバック

フレイルチェックは
「気づきの場」
参加住⺠へ落第点をつける
のではなく、本⼈の気づき
を前向きに促す

・
・
・

スタート地点
退職

（元々は企業管理職）
サポーター養成研修を受講

東京⼤学・飯島勝⽮（作図）

地域貢献︓住⺠のため、そして⾃分のため
〜フレイルサポーターにおける⽣きがい感のステップアップ〜



健康⻑寿(フレイル予防)のための「三本柱」
〜気づき、⾃分事化をし、三本柱を意識して⽇常⽣活の⼀⼯夫を〜

作図︓東京⼤学⾼齢社会総合研究機構・飯島勝⽮

フレイルサポーターの魅⼒と底⼒ そして 住⺠活⼒

 指⽰を受けて動くものではない︕
 ⽼いの坂道をしょんぼりと下るのではなく、⼦や孫への未来の

道標になるために︕
➔⾃分たちの「まち」を守り、創る︕

ある導入自治体のフレイルサポーターからの言葉



【ジェロントロジー研究】
URL: http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/

【未来ビジョン研究センター︓⼈⽣100年を設計する超⾼齢社会まちづくり研究ユニット】
URL: https://ifi.u-tokyo.ac.jp/units/gerontology/

【Facebook︓市⺠フレイル予防サポーター主体のまちぐるみでのフレイル予防活動】
URL: https://www.facebook.com/utfrailty/

特に、「住⺠フレイルサポーター主体のフレイルチェック活動」
に関してのお問い合わせ、導⼊希望は、下記へお気軽にどうぞ︕

☛ 飯島勝⽮ <iijima@iog.u-tokyo.ac.jp>
☛ IOG広報担当 <info@iog.u-tokyo.ac.jp>

単⾏本
– 2018年7⽉

飯島 勝⽮ (著) 
クリエイツかもがわ

単⾏本
– 2018/3/1 

飯島 勝⽮ (著) 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

単⾏本
– 2016年

飯島 勝⽮ (共著) 
クリエイツかもがわ

ご清聴ありがとうございました。

マンガでわかる
オーラルフレイル
– 2019/3/29 
⼤久保 満男 (著)
飯島 勝⽮ (著) 

単⾏本
– 2020/8/20 

飯島 勝⽮ (著) 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

⼀⽣スタスタ歩きた
いなら、たんぱく質を
とりなさい
-フレイルを防ぐ 健
康⻑寿⾷&⾼たん
ぱくレシピ
単⾏本 –
2021/6/3
飯島 勝⽮ (監修) 

フレイル予防・対策:
基礎研究から臨床、
そして地域へ
⻑寿科学振興財団
(2021年3⽉発⾏)
飯島 勝⽮ (監修・著) 


