
 

 

 

 

大分市在宅医療・介護連携推進事業 

在宅医療と介護に関する研修会 

 

 

 

 
シリーズ研修「コロナ禍でのフレイル予防について」（YOUTUBE限定配信） 

第 3シリーズ オーラルフレイル予防研修会 

「コロナに負けるな！  

運動を通し健康的な身体をつくろう」 

 

 
配信期間：令和 2年 12月 25日（金） 9：00  

～           

                  令和 2年 1月 18日（月）17：00  

          

ープログラムー 

    

 

１．講話 

「With コロナ時代のフィジカルフレイル予防」 

講師：井野辺病院 リハビリテーション科   医師  新関 佳子 先生  

 

 

２．質疑応答（事前質問にお答えいただきます）   

 

  

 

大分市連合医師会 大分市在宅医療・介護連携支援センター 
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Withコロナ時代の
フィジカルフレイル予防

井野辺病院

リハビリテーション科医師

新関佳子

本日の内容

1. フィジカルフレイルとは

2. サルコペニア、ロコモティブシンドローム

3. フレイル対策

4. コロナ禍でのフィジカルフレイルの現状

5. コロナ禍でのフレイル対策としてできること

フレイルとは
フレイルとは、「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに

対する回復力が低下した状態」を表す“frailty”の日本語訳として

日本老年医学会が提唱した用語である。

フレイルは、要介護状態に至る前段階として位置づけられるが、

身体的脆弱性のみならず精神・心理的脆弱性や社会的脆弱性な

どの多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障

害を招きやすいハイリスク状態を意味する。

フレイル診療ガイドライン2018

東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢『フレイル予防ハンドブック』から一部改変

今日は主に ここ
「フィジカルフレイル」
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フレイルの診断

基本チェックリスト（Kihon Checklist :KCL)

手段的
社会的
ADL 

25点満点中8点以上
⚫ 新規要介護状態の発生
⚫ 死亡リスク

と関連
厚生労働省：介護予防のための生活機能評価に関するマニュアル

KCLとCHS基準
4点以上 プレフレイル
8点以上 フレイル

Satake S,  et al.: Validity of the Kihon Checklist for assessing
frailty status. Geriatr Gerontol Int 2016; 16 (6): 709―715.

新関2

フレイルはどうして問題なのか

国立長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p.３より引用

フレイルがどうして問題なのか

1. Fried LP, et al, J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001: 56(3): M146-156
2. Bandeen-Roche K, et al, J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006: 61(3): 262-266

国立長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p.３より引用
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フレイルは改善するか

フレイルは適切に
介入することで
健康な状態に
回復する可能性がある！

国立長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p.４より引用

フレイルと関連する類似概念
（サルコペニア、ロコモ、カヘキシアなど）

サルコペニア；筋肉

ロコモティブシンドローム；
運動器（骨、関節、筋肉）

カヘキシア（悪液質）;
消耗性疾患

…がん、慢性炎症などで
痩せがすすむ

国立長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p.５より引用

低栄養に注意！

フレイルの3つの側面は食行動に影響し、低栄養を引き起こしやすい
国立長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p.６り引用

国長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p２より引用

フレイルサイクル
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サルコペニア（Sarcopenia)
サルコ（筋肉） + ペニア（減少、喪失） ⇒ サルコペニア（筋肉減少症、筋減弱症）

加齢やその他の要因により、転倒・骨折、ADL低下、死亡などのリスクが
高まった進行性かつ全身性の疾患である

国立長寿医療研究セン
ター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第
２版」 2020. p.８より引用

サルコペニア（Sarcopenia)

国立長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p.８より引用

SARC-CalF 2） とは
→ SARC-Fの点数 + 下記の点数
下腿周囲長：
0点=女性>33cm 男性>34cm
10点=女性≤33cm 男性≤34cm

国立長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p.９より引用

国立長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p.９より引用
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その他フレイルに関連する疾患など

●消耗性疾患
がん
慢性炎症性疾患

慢性呼吸器不全（肺気腫など）
慢性腎臓病
慢性心不全
貧血など

●抑うつ症状など
●ポリファーマシー（多剤服用）

特に7剤以上

罹患しているとフレイルになりやすいもの

国立長寿医療研究センター・東浦町作成
「健康長寿教室テキスト第２版」 2020. p.10より引用

フレイル対策

栄養と運動

フレイルを予防する栄養

筋肉減少を予防する栄養摂取

高齢者は加齢とともに筋肉が作られにくくなっていると言われ（同化抵抗性）、筋肉を維持
増加させるには充分なタンパク質の摂取が必要。体重（kg）あたり1g/日以上。
しかも朝昼夕で均等に食べた方がよい
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朝は特にタンパク摂取大事

日経Gooday30＋ 2020.11.30（立命館大学 藤田教授の記事より）

タンパク摂取のタイミング

フレイルを予防する運動

国立長寿医療センターにおける研究

フレイルに陥るリスクは、1日あたり
5,000歩以上歩いている場合、5,000歩
未満の場合の約半分まで下がる

歩行よりも負荷の高い中高強度の身体
活動（3メッツ以上：速歩、社交ダン
ス、ウェイトトレーニング、水泳な
ど）を1日あたり8分間以上行っている
場合も同様に、フレイルの発症リスク
が下がる

運動を始める前に…



7 

 

 

運動前後のストレッチングは怪我を予防
する

（McHugh MP, 2010）

ただし、運動前のストレッチはトレーニ
ングの効果を低下させる可能性が指摘さ
れている。

怪我を予防し運動効果も下げない
ストレッチ
１．ストレッチは60秒を超えない
ようにする
２．ジョギングや自転車など
ウォームアップ後にストレッチ

フレイル診療ガイドラインでは
運動プログラムは中等度から
高強度の運動強度で、漸増的に運
動強度を上げていくことが推奨さ
れる

低負荷の運動でも反復回数を増や
すことで高負荷運動と同等の効果
が期待できるといわれている

コロナ禍でのフレイルへの影響

第7回サルコペニアフレイル学会学術集会

（2020.12.01～15Web開催での） 報告

コロナ渦での高齢者の外出自粛生活の長期化

⇒孤立、閉じこもり、生活不活発、食生活の乱れ、偏り

⇒フレイル状態の悪化

フレイルチェックを再開したところでは

滑舌低↓、下腿周計↓、体幹筋力低下 が認められた

Withコロナ時代のフレイル対策

コロナ禍でもできることを生活取り入れる

栄養をしっかり

自宅で運動も
ラジオ体操
テレビ体操
ウォーキング

よい生活習慣を心がける



 

 

 

 

「 在宅医療と介護に関する研修会 」アンケート 
 

 本日は、ご多用中にもかかわらず、本研修会をご視聴いただきありがとうございました。誠に恐

れ入りますが、以下のアンケートへのご協力をお願いいたします。 

 
 

【職種】 ＊該当する番号・項目に○をつけてください。 

1.医師 2.歯科医師 3.薬剤師 4.看護師 5.保健師 6.理学療法士 7.作業療法士 8.言語聴覚士  

9.歯科衛生士 10.栄養士 11.介護支援専門員 12.社会福祉士 13.精神保健福祉士 14.介護福祉士 

15.ホームヘルパー 16.医療機関関係者 17.介護事業所関係者 18.その他（          ） 

 

＊以下、該当する番号に〇をつけてください。記述もお願いします。 
 

問１ 本日の研修会はいかがでしたか？ 

 

１ 非常に満足  ２ 満足  ３ 普通  ４ 不満足  ５ 非常に不満足 
 

問２ 本日の講話内容はいかがでしたか？  ＊ご感想、ご意見等があれば、お聞かせください。 

 

  １ よく理解できた ２ 理解できた ３ あまり理解できなかった  

 

 

 
 

 

 

問3 本日の講話内容に関して、講師への質問等があればお聞かせください。 

 

 

 

 
 

 

 

問 4 今後の研修内容についてご意見ご要望等があれば、お聞かせください。 

 

 

 

 
 

ご協力ありがとうございました。（大分市連合医師会） 

 

 

※ アンケートは令和 3 年 1 月 19 日（火）までに FAX 送信お願いいたします。 

大分市在宅医療・介護連携支援センター行き   

FAX：０９７－５２９－７８７２   

シリーズ３ 


