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今 月 の

c h e c k  p o i n t

ンの実施状況（期間及び内容）、②前月の状態
との比較をした当月の患者の状態、③将来的
な状態の到達目標を示した今後のリハビリ
テーション計画と改善に要する見込み期間、
④機能的自立度評価法（FIM）、基本的日常生
活活動度（BI）、関節の可動域、歩行速度及び
運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善
の状態等を示した継続の理由を記載すること
とされています。ただし、リハビリテーション
実施計画書を作成した月にあっては、改善に
要する見込み期間とリハビリテーション継続
の理由を記載した上で、当該計画書の写しを
添付することでも差し支えありません。
　指摘を受けた医療機関は上記内容が未記載
でした。長期療養が多いため返還となれば年
間700万円は下らないだろうと覚悟していま
した。今回は地方厚生事務所からの指摘であ
り、レセプト審査機関の見過ごしであった点
を考慮し、また医療行為自体に問題は無かっ
た点を評価され返金には至りませんでしたが、
場合によっては返金請求を受けていたかもし
れません。
　2年に1回の報酬改定時以降も明細書の記
載事項は追加されています。医療行為を請求
し報酬を得るためには気を付けるしかありま
せん。

●ケアマネジャーの役割

　介護保険制度は、加齢に伴って生じる心身
の変化による疾病等により介護が必要になっ

た時に、その方に必要なサービスを提供し、尊
厳のある自立した日常生活を営むことができ
るように、創設されました。
　主な目的は、①自己決定の尊重、②生活の継
続、③自立支援、となります。
　介護保険におけるケアプランをマネジメン
トしていくのが、ケアマネージャーであり、そ
の役割は大きく、その内容如何により利用者
の生活の質も大きく左右されます。にもかか
わらず、利用者の目線ではなく、利用者の負担
が増えるからと利用制限をかけたり、同一事
業所の通所サービスを多く入れるあまり、大
切な日常生活の上での支援ができてなかった
りするケースも見受けられます。
　また、医療的な背景が多いにも関わらず、
「医療機関は、敷居が高い」と話しづらさを主
張される方もあります。本来の「自立支援」「住
み慣れた地域での生活を支える」というコン
セプトを維持する為、何が必要か、と考えてい
く中では、「医療」に必要な知識をしっかりと
入れ、医療機関と連携していくことが不可欠
です。「医療」について「無知」であるという
ことを自覚し、教えを乞う姿勢を持ち、努力す
ることが大事になります。
　ケアマネージャーは、「公正中立」と言われ
ています。ゼロベースで、「今、利用者にとって、
何が必要で、何が大事なのか」、もう一度、原点
に立ち返り、熟考していく必要があります。

村上佳子　市川隆志
（文責　佐々木直隆）
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新オレンジプラン② 
この施策を推進することで、国民が認知症を知り社会全体
で共有することが大事です。認知症を予防するためには、
日ごろから食生活、適度な運動を心がけ、健康的な生活を
送ることが重要です。人とよくコミュニケーションを取り、
文章の読み書きやゲーム、博物館といった知的な習慣を
心がけることも大切です。認知症の人の意思が尊重され、
住み慣れた環境で自分らしく生活することを目指し、我々
も予防法を実践していかなければなりません。

（ことば346からの続き）

能見将志

健康インセンティブ時代、
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飯塚市のフレイル対策事業とはどのよう
なものですか。
飯塚市福祉部高齢介護課小西由孝課長：
　飯島式プログラム（※）を使って行っていま
す。主な事業内容は、年2回のフレイル・サポー
ター養成講座の開催。対象は市内在住の高齢
者です。受講者はフレイル・サポーターとして
登録でき、各地区で啓発活動を行っていただい
ています。会場までの交通費はお渡ししてい
ますが、基本的にはボランティア。支え合いが
ベースになっています。現在のところ登録者
数は91名。公民館など集会場を利用して市内
11地区で行われています。

2040年までに健康寿命を男女とも3年以上延伸させて75歳以上とする━今年3月末に国が打ちだし
た方針です。この実現に向け、今夏には新たな成長戦略もまとめ、「健康寿命延伸プラン」も策定される
予定。そうした中、注目されているのはフレイル対策です。地域をあげてフレイル予防にとり組む福岡
県飯塚市の取り組みを取材しました。

飯塚市福祉部高齢介護課小西由孝課長

福岡市

飯塚市

福岡県のちょうど中央、遠賀川の川上、中流域

に位置する。かつては日本屈指の炭鉱町として

栄えたが、炭鉱閉山後地域経済は一気に停滞。

2003年に「飯塚アジアIT特区」として経済特

区の指定を受け、ハイテク産業を誘致するなど

努力もしているが、人口減少は止まらず、高齢化

率30％オーバーに。増え続ける医療費や介護

費を抑制するためにも、健康寿命の延伸は自治

体の存続にも影響する課題。

福岡県飯塚市

福岡

大分

長崎

佐賀

熊本
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飯塚病院　　院長  増本 陽秀
株式会社麻生が経営する企業立病院。飯塚市・嘉麻
市・嘉穂郡桂川町で構成される飯塚保健医療圏の災
害拠点病院であり、地域医療支援病院の承認や多数
の指定機能を有する。

（※）

飯島式フレイルチェックとは？
東京大学　高齢社会総合研究機構　教授　飯島　勝矢　先生が提案
するフレイル予防プログラム。フレイルとは、心身の老いは感じる
けれど、まだまだ介護は必要ないという状態のこと。いうなれば、健
康と要介護の中間段階。
防止するには、「栄養（食と口腔機能）」「運動」「社会性」を三位一体
とし、バランスよく保つことが重要。飯島式は、
①日常生活の延長線上にあり気軽に参加できる場である
②簡単にできる
③参加高齢者全員が全領域（三位一体）を学ぶことができる
④楽しさや目新しさを盛り込んだ工夫がある
⑤自分の立ち位置を見える化し「気づき」を得られ、フレイルを
　「自分事化」できる
⑥フォローアップ継続がある
などの特徴があります。
イラスト＊東京大学高齢社会総合研究機構　飯島勝矢先生　フレイル予防ハンドブックより引用

「チェックシート」を活用してフレイルチェックを実施する「フレイルサポー
ター」を住民から養成し、住民が主体となってフレイル防止に努めていく。

チェックをし、出来ているところは青、出来ていないところは赤シー
ルを貼り、自分の状況を理解する。

グリーンのTシャツを着ている方たちが市民サポーター。機械の操作
もサポーターが行う。

井本俊之さん

小栗和美（かずよし）さん
地域包括ケア推進本部地域包括ケア事業室長兼務介護保険支援室長 （瓜生 千鶴）

具体的にどのようなことをするのでしょう？
フレイルトレーナー　井本俊之さん
（飯塚病院　リハビリテーション部技師長）：

　概ね6ヶ月が1セットになったプログラムで
す。初回と最終回にフレイルチェックを行い、
その結果を「自分事」として感じていただき、
健康への意識変化、行動変容に繋げる仕組みに
なっています。チェックは、栄養（食・口腔機

能）、運動、社会参加の側面から行います。たと
えば、下腿周囲径を自分の指で囲み、サルコペ
ニアのリスクをみる「指輪っかテスト」や11
項目の質問からフレイルやサルコペニアのリ
スクを調べる「イレブン・チェック」、簡易機器 
による滑舌や握力、四肢骨格筋量等の計測、簡
易ロコモチェック、心理社会面にかかる質問紙
調査があります。参加者は測定された値と基

準値とを比べ、自分のフレイル状況を確認しま
す。基準より良ければ、チェックシートに青
シール、基準値より劣っていれば、赤シールを
自分で貼っていきます。

機器の操作も市民サポーターが行うの
ですか。
井本さん：そうです。それこそ飯島式の最大の
特徴です。担い手が高齢者市民サポーターで
す。講師も市民が務めます。

説明する市民の方、話が上手く知識も豊
富。まるでプロの講師のようですね。
井本さん：養成カリキュラムが充実しています。
フレイルサポーターは、ただ知識があればいい、
ただ元気ならば良いというものではありませ
ん。専門知識の少ない方にわかりやすく説明
する力、不安を聞き取る力、守秘義務、励ます力
も必要です。
　フレイルチェックでは、栄養、運動に加え、孤
独度についても聞いていきます。社会的な繋
がりがある人のほうが、フレイル状態になりに
くいからです。
　「一緒に食事をする人がいますか？」とか、

「最近、誰かと会いましたか？」といった質問
もあります。このような質問は、人によっては
答えにくいもの。「寂しいと思われたらどうし
よう」と気にして見栄を張る人もいます。けれ
どそれでは何にもならない。フレイルチェッ
クの狙いは、自分の現状を知り、そこから一歩
二歩踏み出して、自分自身が変わっていくこと
ですから。

意識高いサポーターたち。
養成する困難は？
小西課長：ゼロからの育成なら大変だったと
思いますが、飯塚には土壌がありました。飯塚
病院さんが以前から介護予防サポーターの育
成を行ってくれていたのです。介護予防伝道
師という名前のサポーターで、地域のサロンや
公民館で介護予防の知識を広めてくれる人た
ちです。

急性期病院なのに介護予防ですか？
小栗さん：我々は、急性期である前に地域医療
支援病院であるという自負があります。地域
のためにできることがあるのであればさせて
いただこう、と取り組んでいました。

飯塚病院の取り組みがなぜ市の事業に
なったのですか。
井本さん：介護予防伝道師の養成は順調に進
んだのですが、育成が進むにつれ、活動の場に
行き詰まりを感じていました。介護予防は、地
域をあげて行っていくべきこと。飯塚病院周

辺だけでやっていればいいというものではな
いな、地域全域でやりたいなと。そんな時に、
飯島教授のフレイル予防を知りました。栄養、
運動、社会参加がセットになった複合型健康増
進プログラムで、マニュアル化もされていまし
た。このプログラムを飯塚のサポーターたち
が学べば、介護予防の波を地域全体に広げてい
けると考えました。

それで飯島教授にお願いを？
小栗さん：いきなりそんなことはできません
（笑）。まず、2016年に教授をお招きし、市民向
け講演会を開きました。そもそもフレイルや
介護予防が地域で受け入れられるのか心配で
したし。しかし杞憂でした。120名を超える
参加があったのです。我々が思っている以上
に市民は意識が高かったんです。

そこで取り入れることに？
小栗さん：そうです。ただ、問題がありました。
実は飯島教授のプログラムは、一つの病院や施
設が主体となって取り組むものではないので
す。プログラムはわけ隔てなくオープンにさ
れていますが、地域全体で取り組むことが絶対

条件。そこで市に働きかけを行い、高齢介護課
の事業としてお願いすることにしました。

きっかけは飯塚病院だけど、今は市の取
り組みとなっているということですか。
小栗さん：そうです。当院は理学療法士3名を
フレイルトレーナーとして派遣するという形
の支援をしています。

病院の負担も大きいのでは？
小栗さん：人を出してますから負担はあります。
しかも一人はリハビリ技師長です（笑）。しか
し、病院長はじめ経営陣は、「地域貢献に繋が
ることであれば」と後押ししてくれています。
飯塚市は高齢者の約3～4人に1人が単身世帯
です。高齢化率が上がっていく今後のことを
考えると、住民同士が支えあい、自立を目指し
ていくことが必須です。けれど、高齢者サロン
も活性化しておらず、ボランティアを希望する
住民も少ない地域性です。だれかがきっかけ
を作り、場づくり、人づくりをしなければ、閉じ
こもり高齢者が増えていく一方なのです。
井本さん：けれど呼びかけてみると、たくさん
の方が賛同してくれ、みなさんとても熱心です。
やり方がわからなくて動いていなかっただけ
なんです。それにほんとうに温かいんです。
小西課長：自助、共助が大事なことはわかって
いますし、国もそれを推進しようとしています
が、市としては、どうやってその風土を作って
いけばいいのか…。模索していました。飯島式
はその方向性を示してくれるツールです。

　次回は、フレイルサポーターの活動やプログ
ラムを中心にお伝えします。
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防止するには、「栄養（食と口腔機能）」「運動」「社会性」を三位一体
とし、バランスよく保つことが重要。飯島式は、
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井本さん：介護予防伝道師の養成は順調に進
んだのですが、育成が進むにつれ、活動の場に
行き詰まりを感じていました。介護予防は、地
域をあげて行っていくべきこと。飯塚病院周

辺だけでやっていればいいというものではな
いな、地域全域でやりたいなと。そんな時に、
飯島教授のフレイル予防を知りました。栄養、
運動、社会参加がセットになった複合型健康増
進プログラムで、マニュアル化もされていまし
た。このプログラムを飯塚のサポーターたち
が学べば、介護予防の波を地域全体に広げてい
けると考えました。

それで飯島教授にお願いを？
小栗さん：いきなりそんなことはできません
（笑）。まず、2016年に教授をお招きし、市民向
け講演会を開きました。そもそもフレイルや
介護予防が地域で受け入れられるのか心配で
したし。しかし杞憂でした。120名を超える
参加があったのです。我々が思っている以上
に市民は意識が高かったんです。

そこで取り入れることに？
小栗さん：そうです。ただ、問題がありました。
実は飯島教授のプログラムは、一つの病院や施
設が主体となって取り組むものではないので
す。プログラムはわけ隔てなくオープンにさ
れていますが、地域全体で取り組むことが絶対

条件。そこで市に働きかけを行い、高齢介護課
の事業としてお願いすることにしました。

きっかけは飯塚病院だけど、今は市の取
り組みとなっているということですか。
小栗さん：そうです。当院は理学療法士3名を
フレイルトレーナーとして派遣するという形
の支援をしています。

病院の負担も大きいのでは？
小栗さん：人を出してますから負担はあります。
しかも一人はリハビリ技師長です（笑）。しか
し、病院長はじめ経営陣は、「地域貢献に繋が
ることであれば」と後押ししてくれています。
飯塚市は高齢者の約3～4人に1人が単身世帯
です。高齢化率が上がっていく今後のことを
考えると、住民同士が支えあい、自立を目指し
ていくことが必須です。けれど、高齢者サロン
も活性化しておらず、ボランティアを希望する
住民も少ない地域性です。だれかがきっかけ
を作り、場づくり、人づくりをしなければ、閉じ
こもり高齢者が増えていく一方なのです。
井本さん：けれど呼びかけてみると、たくさん
の方が賛同してくれ、みなさんとても熱心です。
やり方がわからなくて動いていなかっただけ
なんです。それにほんとうに温かいんです。
小西課長：自助、共助が大事なことはわかって
いますし、国もそれを推進しようとしています
が、市としては、どうやってその風土を作って
いけばいいのか…。模索していました。飯島式
はその方向性を示してくれるツールです。

　次回は、フレイルサポーターの活動やプログ
ラムを中心にお伝えします。
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飯塚病院　　院長  増本 陽秀
株式会社麻生が経営する企業立病院。飯塚市・嘉麻
市・嘉穂郡桂川町で構成される飯塚保健医療圏の災
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