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フレイル予防・改善に有効なフレイル予防・改善に有効なフレイル予防・改善に有効なフレイル予防・改善に有効な
いきいきいきいきいきいきいきいき百歳百歳百歳百歳体操体操体操体操

徳島文理大学

教授・医学博士 鶯 春夫

０歳 5０歳 6０歳 7０歳 8０歳 9０歳4０歳

男性

⼥性

平均寿命 80.98歳

健康寿命 72.14歳

平均寿命 87.14歳

健康寿命 74.79歳
約約約約12年年年年約約約約12年年年年約約約約12年年年年

約約約約9年年年年約約約約9年年年年約約約約9年年年年

健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命 ：：：： 健康で日常生活を支障なくおくること できる期間 こと健康で日常生活を支障なくおくること できる期間 こと健康で日常生活を支障なくおくること できる期間 こと健康で日常生活を支障なくおくること できる期間 こと

日本人の平均寿命と健康寿命の差 2018年厚生

労働省報告書
より引用

徳島県 男性 71.34歳（４４位） 女性 74.04歳（４３位）
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「フレイル」と
高齢者 筋力や活動が低下している
状態（虚弱）＝要介護状態 前段階

健康寿命

寿 命

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

虚弱を意味する「fraility」を語源として
2014年に日本老年医学会が提唱した用語

「フレイル（虚弱）」に いくつか種類があります

・閉じこもり

・独居

・貧困

社会的社会的社会的社会的フレイルフレイルフレイルフレイル

・認知機能低下

・うつ

・不安，無気力

認知・心理・精神認知・心理・精神認知・心理・精神認知・心理・精神フレイルフレイルフレイルフレイル

・「ロコモ（運動器症候群）」
・「サルコペニア

（骨格筋減少症） 」
・疾患に伴う身体機能低下

身体的身体的身体的身体的フレイルフレイルフレイルフレイル
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フレイル 年齢別割合
（G.Kojima 2017） 年齢年齢年齢年齢 フレイル発症率フレイル発症率フレイル発症率フレイル発症率

６５～６９歳 １．９％

７０～７４歳 ３．８％

７５～７９歳 １０．０％

８０～８４歳 ２０．４％

８５歳以上 ３５．１％

高齢者 内訳

（M.Yamada.2015）

元気高齢者元気高齢者元気高齢者元気高齢者

７２％

フレイルフレイルフレイルフレイル
高齢者高齢者高齢者高齢者

１０％１０％１０％１０％

要支援者要支援者要支援者要支援者 ５％

要介護者要介護者要介護者要介護者 １３％

７５歳を境にフレイル７５歳を境にフレイル７５歳を境にフレイル７５歳を境にフレイル
発症率 大幅に増加発症率 大幅に増加発症率 大幅に増加発症率 大幅に増加

フレイル該当者
要介護 リスクが高まる

２年間 新規要介護認定率２年間 新規要介護認定率２年間 新規要介護認定率２年間 新規要介護認定率

健常者 １．２ ％

プレフレイル ４．３ ％

フレイル １７．６ ％

牧迫 BMJ open 2015 より引用

フレイル 兆候に早く気づき，生活習慣等を改善
することが「健康長寿」に 必要である．
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簡易簡易簡易簡易
チェックチェックチェックチェック
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「指輪っかテスト」

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

筋量測定

Inbodyを用いて測定

『イレブン・
チェック』

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

各質問に対して，当て まる
答えに同じ色 シールを貼っ
てください。
濃い色 項目（４・８・11）

「 い」、「いいえ」が逆になっ
ています。お気をつけくださ
い。

青シール １点，赤シール ０
点で計算します。

栄養 ２問（食習慣判定） う
ち，２点以上が青信号，１点以
下 赤信号と判定する。

そ 他 ９問（生活習慣判定）
うち，６点以上 青信号，５

点以下 赤信号と判定する。
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フレイルチェック（深堀りチェック） 令和元年徳島県「フレイル予防推進
事業」キックオフ講演会資料より引用

平成２７年度老人保健健康増進等事業
実施報告書（飯島勝也氏）より引用

今 立ち位置 把握
（指標・数値化 意義）

（見える化）

気づき・自分事化

市民に次なるチェックまでに幅広い活動へ 新規参画を促す

＊市民主体 ：気づき・自分事化， 自主グループ等
＊既存 介護予防事業 ：活性化と選択 しやすさ，横 連携
＊インフォーマルな活動
＊快活なまちへ ：健康産業 活性化（民間企業も参画）
＊そ 他
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フレイルの最も大きな原因の一つが筋肉の衰えです。
何もしないと筋肉はおとろえます︕

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

（骨格筋減少症）（骨格筋減少症）（骨格筋減少症）（骨格筋減少症）

・自然 加齢で１年間に筋肉・自然 加齢で１年間に筋肉・自然 加齢で１年間に筋肉・自然 加齢で１年間に筋肉 1%ずつ減少ずつ減少ずつ減少ずつ減少

・入院期間中で １日で筋肉・入院期間中で １日で筋肉・入院期間中で １日で筋肉・入院期間中で １日で筋肉 0.5～～～～1％ずつ減少％ずつ減少％ずつ減少％ずつ減少

ロコモ度テスト１「椅子から 立ち上がりテスト」

【 両足で立つ場合 】

10       20        30         40 cm台

両足を引いて、

反動をつけずに
立ち上がること

反動をつけずに
立ち上がり、

立ち上がった後
、３秒保持す

ること
膝 軽く曲がってよい

【片足で立つ場合 】

ロコモ度１
（黄信号）

どちらか一方 片足で
４０cm 台から立ち上が
ることができない

両足で２０cm 台から立ち
上がることができない

ロコモ度２
（赤信号）
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開眼片足立ち運動開眼片足立ち運動開眼片足立ち運動開眼片足立ち運動
（ダイナミックフラミンゴ療法）（ダイナミックフラミンゴ療法）（ダイナミックフラミンゴ療法）（ダイナミックフラミンゴ療法）

右足で1分と左足で1分を
1日3回（計6分）行いましょ
う．
転倒しないように，必ずつかまる
ものがある場所で行いましょう．
バランスが悪い場合は何かに軽く
手をついたり，つかまって，片足
を少し持ち上げます．

楽々１分間できるようになれば，足
を高く上げたり，しりとりや計算な
どをしながら行ってみましょう．

スクワット 別法：

椅子から 立ちしゃがみ

スクワット 要領で、両足 肩
幅に開き、つま先 少し外側に
向けて行います。

膝膝膝膝などに痛みがなければ、

４秒かけてゆっくり立ち上がり、
４秒かけてゆっくり座ります。

太もも 筋太もも 筋太もも 筋太もも 筋が働いていることをが働いていることをが働いていることをが働いていることを
しっかりと意識ししっかりと意識ししっかりと意識ししっかりと意識しながら行って
みましょう。

１０回程度から開始。「少しきつ
い」と感じたら終わり。

難しい場合 、

何かにつかまって
行ってみましょう。
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椅子から 立ちしゃがみ時に膝が痛い場合

椅子に深く座り、片足ずつ４秒かけてゆっくり伸ばし、４秒かけてゆっくり伸ばし、４秒かけてゆっくり伸ばし、４秒かけてゆっくり伸ばし、
伸ばした所で止めた後、４秒かけてゆっくり下ろします。４秒かけてゆっくり下ろします。４秒かけてゆっくり下ろします。４秒かけてゆっくり下ろします。

10回程度から開始し、「少しきつい」「少しきつい」「少しきつい」「少しきつい」と感じたら終了です。

膝関節に負担をかけ
ないようにしながら，

太もも 筋肉を鍛えま
す。

地域在住 フレイル高齢者に対する運動介入に
よる身体機能へ 効果

「多面的運動トレーニング」 が推奨される

抵抗運動，有酸素運動，バランス運動，柔軟運動など 2種類以上 組み合わせ

※山田実氏「地域におけるフレイル予防
関り」講演会資料（2020）より引用
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運動を止めると運動を止めると運動を止めると運動を止めると
元に戻ります元に戻ります元に戻ります元に戻ります

徳島県
ホームページより
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一人で運動を
継続すること
難しい

いきいき百歳体操 ，
米国国立老化研究所が
推奨する運動プログラム
を参考に，平成14年度に
高知市が開発した筋力
運動を中心とした体操です。

いきいき百歳体操 ，定期的に近所 公民館等に集
まり，イスに腰をかけ，DVDを見ながら皆で「準備体
操」「筋力運動」「整理体操」 ３つ 運動を行います。

筋力運動で 筋力に応じて，0ｋｇから2.2ｋｇ
まで10段階に調節可能な重りを手首や足首
に巻きつけ，ゆっくりと手足を動かします。

「いきいき百歳体操」と
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平成28年度鳴門市「いきいきサロン」効果検証

初期初期初期初期 ４４４４ヶ月後ヶ月後ヶ月後ヶ月後 ８８８８ヶ月後ヶ月後ヶ月後ヶ月後
握力握力握力握力 kg

（上肢筋力）（上肢筋力）（上肢筋力）（上肢筋力）

２５２５２５２５.９±８９±８９±８９±８.００００ ２６２６２６２６.６±７６±７６±７６±７.８８８８
（有意に改善）（有意に改善）（有意に改善）（有意に改善）

２４２４２４２４.８±７８±７８±７８±７.００００
（有意に悪化）（有意に悪化）（有意に悪化）（有意に悪化）

CS-30回回回回
（下肢筋力）（下肢筋力）（下肢筋力）（下肢筋力）

１９１９１９１９.７±５７±５７±５７±５.００００ ２２２２２２２２.９±６９±６９±６９±６.９９９９
（有意に改善）（有意に改善）（有意に改善）（有意に改善）

２２２２２２２２.５±６５±６５±６５±６.００００
（現状維持）（現状維持）（現状維持）（現状維持）

体前屈体前屈体前屈体前屈 cm

（柔軟性）（柔軟性）（柔軟性）（柔軟性）

３７３７３７３７.０±１００±１００±１００±１０.００００ ３５３５３５３５.７±９７±９７±９７±９.７７７７ ３７３７３７３７.２±９２±９２±９２±９.４４４４

片足立ち片足立ち片足立ち片足立ち秒秒秒秒
（バランス）（バランス）（バランス）（バランス）

３３３３３３３３.８±２２８±２２８±２２８±２２.９９９９ ３８３８３８３８.９±２２９±２２９±２２９±２２.００００
（有意に改善）（有意に改善）（有意に改善）（有意に改善）

３８３８３８３８.２±２２２±２２２±２２２±２２.３３３３
（現状維持）（現状維持）（現状維持）（現状維持）

5m歩行歩行歩行歩行 秒秒秒秒
（歩行能力）（歩行能力）（歩行能力）（歩行能力）

２２２２.９±０９±０９±０９±０.７７７７ ２２２２.７±０７±０７±０７±０.６６６６
（有意に改善）（有意に改善）（有意に改善）（有意に改善）

２２２２.６±０６±０６±０６±０.６６６６
（現状維持）（現状維持）（現状維持）（現状維持）

対象：１５４名
年齢：平均７５.１±６.３歳，性別：男性３３名（21.6％）、女性１２１名（78.4％）

「過負荷 原則」
筋力 強くなれば、負荷を上げ
ないと、それ以上 筋力増強
図れない．

１．最初 おもりをつけずに運動に慣れましょう。

２．12回、13回とできそうなら１本増やしましょう。

３．逆に10回出来かねたら１本減らしましょう。

４．手と足でおもり 数を変えてもいいでしょう。

５．10回が「ややきつい」程度にしましょう。
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体操後の茶話会
体操後の趣味の会
地域のイベント

⼩旅⾏
その他

「体操」以外の楽しみ

薄れかけていた近所つきあいが「いきいき百
歳体操」をきっかけに再び密となった。

高知市で 体操会場 継続率 ９２％

徳島県内で 「いきいき百歳体操」実施状況（令和２年１月３１日）

５８カ所

１１カ所４６カ所

３４カ所

徳島版

阿南版

８６カ所

１６カ所

４９カ所

１５カ所

３カ所

２カ所

２カ所

１９カ所
３０カ所

２４市町村中２１市町村４１４ヶ所
２カ所

２０カ所

６カ所

４カ所

徳島県理学療法士会調査

１カ所

１カ所

４カ所

５カ所

わずかわずかわずかわずか
４年弱で４年弱で４年弱で４年弱で

徳島県理学療法士会と徳島県理学療法士会と徳島県理学療法士会と徳島県理学療法士会と
協定締結市町村協定締結市町村協定締結市町村協定締結市町村

鳴門市・阿南市・小松島市・
北島町・松茂町・石井町・
神山町・海陽町・美馬市社協
みよし広域連合
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健康寿命を延伸するために，住民主体 「通い 場」
さらなる拡充が求められています．
（2025年度末までに高齢者参加比率8％が目標）．

おおよそ，小学校区内 通い 場が８個あれば参加率 ８%，
10個あれば10%となる。これ 都市 規模によって差 ない。

※山田実氏「地域におけるフレイル予防
関り」講演会資料（2020）より引用

阿南市内 小学校数２２校

阿南市内 サロン 数 現在、９０ヶ所

９０ヶ所÷２２校＝４.１（１小学校あたり サロン数）

阿南市 「週1回以上 通い 場 参加率」

４.１％

目標 ８%を達成するために ，

１０%を達成するために ，２２校×１０%＝２２０ヶ所

２２校×８% ＝１７６ヶ所 サロンが必要となる．

2015年度 阿南市 高齢者人口（22,369名）から
考えると，約917名が参加していることになる。
1サロンあたり約42名 参加者となる。
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フレイル予防推進事業で養成されたフレイルサポーターが
「いきいき百歳体操」 １年経過した教室 体力評価（年２
回）において，「徳島版フレイルチエック（フレイルチェック
＋SPPB評価）」を実施する。

研修を重ねたフレイルサポーターが「いきいき百歳体操」
教室以外 老人クラブや町内会等においても積極的に
「フレイルチェック」を実施する。

「フレイルチェック」で問題となった高齢者を「いきいき百歳
体操」教室等に紹介する。近所に教室がない場合 ，新
規教室 立ち上げを一緒に検討する。

フレイル予防
推進事業 いきいき百歳

体操事業

「いきいき百歳体操」 ，抵抗運動
他，バランス運動や柔軟運動を含

む「多面的運動トレーニング」です．
しかも，会場まで歩いていけば有酸
素運動となります．

平成30年4月から

「認知機能改善編認知機能改善編認知機能改善編認知機能改善編」を追加

平成31年4月から

「口腔機能改善編口腔機能改善編口腔機能改善編口腔機能改善編」を追加

いきいき百歳体操に 「運動」
と「栄養」，「社会参加」 対策
がすべて含まれています．
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いきいき百歳体操により「社会と つながり」が維持・
改善され，互助活動に発展する可能性がある。

・ 参加者同士で見守り活動（毎日 声掛けや休むと帰り
に立ち寄るなど）を行う。

・ 参加者同士で支えあい活動（おかず お裾分けや買
い物代行，ごみ出し 手伝いなど）を行う。

・ 仲良しとなった参加者と旅行に出かけたり，高齢者大
学に一緒に参加する。

・ 町内会 会議より体操教室 参加者が多い で，体
操終了後にそ 場で町内会 会議を行う。

・ 体操教室に 多く 方が参加する で，民生委員も
顔を出し，多く 情報を集める。

「人と つながり」が少ないこと 、心臓病や認知症、筋力低下を引き起こ
し、結果として「早死にリスクが50％高くなる」という調査結果が発表されるな
ど、体 衰えを加速させる最大 要因と分かってきた。

長生きに影響を与える要因

アメリカで 148研究結果（対象者：約30万人）

「肥満解消」「運動」「禁煙」と同等以上に「肥満解消」「運動」「禁煙」と同等以上に「肥満解消」「運動」「禁煙」と同等以上に「肥満解消」「運動」「禁煙」と同等以上に

「「「「人と つながり人と つながり人と つながり人と つながり」」」」が高いことが分かった。が高いことが分かった。が高いことが分かった。が高いことが分かった。
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1 2 3 4 5 6 7 8

フレイルに対するリスク

5,212 385 22,688 1,476 246 9,411 4,150 5,670

身体活動身体活動身体活動身体活動 ○ ○ ○ × × × ○ ×

文化活動文化活動文化活動文化活動 ○ × ○ ○ × ○ × ×
ボランティア・地ボランティア・地ボランティア・地ボランティア・地

域活動域活動域活動域活動
○ ○ × ○ ○ × × ×

フ
レ
イ
ル
に
対
す
る
リ
ス
ク

(

年
齢
、
性
別
で
調
整)

⾃⽴⾼齢者に対する悉皆調査(49,238人)
＊p＜0.001

＊ ＊

＊ ＊ ＊

＊

運動習慣なし
他の活動あり

運動習慣あり
他の活動なし

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‐

※飯島勝矢教授講演会資料より 作成

人
と
の
つ
な
が
り

通い 場（運動） 効果

健常高齢者 プレフレイル高齢者 フレイル高齢者

令和元年「通い 場に関するエビデンス（荒井他）」より引用

健常，プレフレイル，フレイル すべてにおいて
通い 場に参加している高齢者 死亡率が有意に低い．
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「健康長寿」 ため ３つ 柱

・たっぷり歩きましょう
・ちょっと頑張って筋トレ

・友達と一緒にご飯を
・前向きに社会参加を

身体活動身体活動身体活動身体活動（運動、社会活動）（運動、社会活動）（運動、社会活動）（運動、社会活動）

社会参加社会参加社会参加社会参加
（就労、余暇活動、ボランティア）（就労、余暇活動、ボランティア）（就労、余暇活動、ボランティア）（就労、余暇活動、ボランティア）

栄養栄養栄養栄養（食・口腔機能）（食・口腔機能）（食・口腔機能）（食・口腔機能）

・食事（タンパク質、そして
バランス）
・歯科口腔 定期的管理




