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飯島勝矢先生からのメッセージ

フレイルチェック実績 フレイルチェック導入自治体

2018 No.1

実施回数：250回
参加者数：5,008名
フレイルサポーター数：664名
（平成27年4月～平成30年3月）

初めてのフレイルチェックの「ニュースレター」をお届けします。
平成27年4月に千葉県柏市から始まったこの活動は、急速に全国に広がって
います。高齢者大規模コホート研究からのエビデンスにより構築されたフレイル
チェック、そして住民主体というスタイルにこだわった我々のフレイル予防活動が、
多くの地域で導入され、しっかりと根付いていることに、喜びと同時に、大きな手
ごたえを感じています。そして、導入自治体のなかでも、様々な独自性のある
工夫が取り組まれています。
このニュースレターが、フレイルチェックに携わっている人や興味のある人に届き、
今後の活動に役立てられるとすれば、それ程嬉しいことはありません。
最後に一言。フレイル予防はまさに『まちづくり』そのもの！
一緒に社会を変えていきましょう！ そして、快活なまちを創っていきましょう！

平成27年度
千葉県：柏市
神奈川県：茅ヶ崎市 小田原市

平成28年度
神奈川県：厚木市
福岡県：飯塚市

平成29年度
神奈川県：座間市 逗子市 藤沢市

三浦市 湯河原町
東京都：西東京市 杉並区 江戸川区

国立市
福岡県：上毛町 嘉麻市
和歌山県：紀の川市 かつらぎ町
福井県：坂井市 あわら市

平成30年度 新規導入自治体
鳥取県：境港市
神奈川県：横須賀市 中井町

平塚市
石川県：金沢市
兵庫県：神戸市
山梨県：笛吹市
千葉県：市原市
※平成31年度から導入予定の自治体もあります



柏スタディ（高齢者大規模コホート研究）から生まれた

市民による、市民のためのフレイルチェック

バリアフリー

市民による、市民のためのフレイルチェック

自治体との協働による
フレイルサポーター養成

柏スタディ
• 柏市在住の高齢者約2,000名を対象とした
コホート研究

• 身体計測、運動機能、口腔機能、認知機能、
社会性、心理面、血液データ、等を収集

• 簡易評価法の開発と検証

• 住民に身近な場（地域サロンなど）で繰り返し実施
• 楽しみながらフレイル兆候に気づき、「自分事化」させる
• 定期的なチェックを促し、意識変容～行動変容につなげる
• 元気高齢者によるフレイルサポーターとともに、自治体みんなで創り上げる場になる
• さらに、フレイルサポーター自身の健康観や地域貢献の気持ちが高まる

フレイルチェック
ツール開発

• 研修、練習会を実施
• 地域専門職をフレイルトレーナーとして活用



フレイルチェックの全国展開
栄養・運動・社会参加の包括的【フレイル予防活動】

全国の自治体で導入：キックオフ

バリアフリー

われわれ「東大フレイル予防研究チーム」が支援します



バリアフリー

フレイルチェック導入自治体の担当者会議を開催しました！

平成30年2月、東京大学本郷キャンパスにおいて、首都圏でフレイル
チェック事業を導入している自治体の担当者を集めた会議を開催しまし
た。事業にかかる実務レベルの課題や解決策の共有と、担当者間のつな
がりの強化が目的でした。
柏市、茅ヶ崎市、小田原市、厚木市、西東京市、杉並区がそれぞれの
現状や課題、今後の展開などについて報告し、参加した10の自治体の
担当者間で活発な意見交換がなされました。フレイルチェックの最前線で
最も汗をかいている担当者が学び合い、つながり、想いを一つにする貴重
な機会になりました。

この事業を、健康づくりと介護予防の
架け橋と捉えています。

自治体から東大への質問
Q．新規参加者とリピーターの理想バランスは？
A．明確な答えはありませんが、意識して仕かけなければリピーターは増え
ません。是非、リピーターを増やすことにこだわってください。

Q．参加者一人ひとりに前回のデータを示すことはできないでしょうか？
A．現時点では、フレイルチェックの結果は参加者の自己管理をお願いしてい
ます。参加者が管理しやすいような工夫（ファイル配布など）をお願いし
ます。

Q．このような取り組みには関心の高い人しか来ません。どのような工夫が必
要ですか？

A．赤シールが多い人や男性などの参加を促す回を設ける、特定の地域を対象
にする等の工夫が必要かもしれません。答えは一つではないので、一緒に
有効策を考えてください。



こんにちは！柏市です

バリアフリー

担当者からのメッセージ

司会進行もサポーターさん

柏市では、「出前講座」と「定点」、
そして「地域拠点」でフレイルチェックを
実施し、地域に密着したフレイルチェッ
クの展開を目指しています。
地域拠点におけるフレイルチェックの
主催者は市内11箇所の地域包括
支援センターです。保健・医療の専
門職が対応しているため、チェック後
のフォローをすることもできます。
そして柏市のサポーターさんは、各
会場で主催者と協力しながら、自分
たちでフレイルチェックの運営を行って
います。研修を受けたリーダーの指示
のもと、てきぱきと、かつ楽しい雰囲気
を作ってくださっています。
また、フレイルチェックを受けた後の
行動変容を促すため、「かしわフレイ
ル予防ガイドブック」で事業のご案内
もしてもらっています。かしわフレイル予防ガイドブック

柏市のサポーターさんは皆さん大変見識が高
く、とても熱心なので、私も教えていただくことが
たくさんあります。
また、昨年10月にサポーター連絡会が発足し
ました。連絡会の企画についても、ご自分たちで
考えてくださっています。

kashiwaniⓒKIC 2009 



こんにちは！西東京市です

バリアフリー

担当者からのメッセージ

フレイルチェックは毎回大人気！

皆さま、初めまして！
当市では平成29年４月からフレイル予
防事業を開始し、今年で２年目に入りま
した。
昨年は、フレイルチェックを市内８カ所で
実施し、今年は参加が３回目以降の方
向けのチェックも新たに実施していきます。

ミニ講座では簡単体操実践中！

当市は昨年から取り組み始めたばかりですの
で、引き続き他自治体様の事例を学ばせても
らっています。
また、独自の取組として地域の住民団体によ
るフレイルチェックの自主化など新たな手法にも
着手しています！

また、当市はフレイルチェックのリピート率
にこだわっており、開始当初から実施してい
る「フレイル予防のためのミニ講座」で三位
一体の予防法をお伝えしたり、２回目以
降のご案内を個別に郵送しています。

今年から、初回だけでなく、半年後のチェックにも参加できる方を対象に募集していま
す。それでもすぐに定員いっぱいの状況です！
また、昨年養成されたサポーターのスキルアップとして、計測方法等の再確認のための
研修を行いました。
これからもよりよいフレイル予防啓発を目指していきます！

西東京市 健康福祉部
高齢者支援課 徳丸 剛



バリアフリー

昨年10月より本格展開し始めた、紀の川市のフレ
イルチェック。

膝痛や腰痛等にお悩みの方向けに展開しているご
当地体操「紀の川歩（てくてく）体操」の活動拠
点を中心として、フレイルチェックをしています。
本年度の活動予定は70回。
イベントで簡易チェックを活用して、フレイルへ
の気づきを促したりすることもしています。

また、本年度はチェック以外にも「地域づくり」
へ参画しようと、話し合う場「部会」をウォーキ
ング部会をはじめとして、4部会設立する予定で
す。定期的に開催している「連絡会」に加え、皆
さんの意見を聞き、それを形にする場を設けます。

フレイルチェック事業の普及が総合
事業や生活支援体制整備事業の充実
にもつながります。
地域を元気に！
地域の方々との対話を大切に！
これからも頑張ります！！

紀の川市総合事業班です。

視察大歓迎です。
高齢介護課までお問い合わせください。

（担当：田村）

℡ 0736-77-0980（直通）
Mail tamura-023@city.kinokawa.lg.jp

こんにちは！紀の川市です！

フレイルサポーターが大活躍の紀の川市！
フレイルチェックを紹介します！

サポーターは、地元に愛着のある
方ばかり。これからもチェックだ
けでなく、さまざまな分野で活躍
していきます！！

紀の川市のフレイルチェックに
乞うご期待！！

▲自分たちで企画したウォーキングイベントでの一枚



フレイルチェックから生まれた新知見①
Q)赤シールが多い人は、実際にフレイルの可能性が高いのでしょうか？
フレイルチェックでは、簡易チェックと深掘りチェックで合計22個の青シールあるいは赤シール
がつきます。
私たちは、千葉県柏市在住の高齢者889名（平均年齢 76.0±5.0歳、男性
53%）を対象に調査を行い、赤シールの数とフレイルとの関連について調べました。
結果として、フレイルチェックの項目で赤が少なかった人（赤シールの数が5個以下）と比
べると、6個から8個赤シールがついた人では約4.5倍、9個以上赤シールがついた人では
約15倍もフレイルである可能性が高いことがわかりました！これは、年齢や性別、様々な
病気や認知機能など多くの要素の影響を除いた上での結果です。
フレイルチェックで赤が６個以上ついた方は、フレイルである可能性が高く、特に注意が
必要であることが分かったのです！
なかでも赤シールが９個以上ついた方は、フレイルに対する危険度がなんと約15倍！
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フレイルチェックから生まれた新知見②
参加者の青シール（簡易・深掘りチェックの
合計）の数が増えている！

全国各地で開催されているフレイルチェックの参
加者685人の変化を調べてみました。

すると、2回目の参加時には多くの方々が「前の
参加時と比べて、フレイルにならないように気をつ
けるようになった！」と回答していました。明らかに
意識変容が起こっているようです。

また、参加者の青シールの数はしっかりと維持・
増加していました！ 特に、口腔機能や身体活
動、社会性が向上している傾向がありました。

Q) フレイルチェックに継続参加した人には
どんな変化が現れるのでしょうか？
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フレイルチェック

フレイルチェックに3回以上参加した方のデータを見てみると、さらに興味深いことが分かりま
した。フレイルチェックに参加すればするほど、自分で健康管理できる自信が高まっていたの
です。
この自信は、専門用語で「セル
フエフィカシー」と呼ばれ、高齢
者一人ひとりが行動変容をする
ために欠かせない要素です。

フレイルチェックに継続的に参加
することで、フレイル予防に対す
る意識や毎日の行動が変わる
ことが分かってきました。



フレイルチェック参加者の様々な声
新たな気づきがあった！
栄養（食・口腔）：お口の元気度で赤がついてしまいました。口腔ケアに気をつけようと
思いました。（62歳、女性）
運動：筋力が意外に少ないので、日々の運動に気をつけようと思いました。（62歳、女
性）
社会参加：フレイルと社会生活の係わりが密接なことが理解できた。今よりも少しでも社
会参加に心がけたい。（72歳、男性）

行動が変わった！
栄養（食・口腔）：口の筋肉が非常に大切なことだと思うのでなるべくかむ回数を増や
す。（69歳、女性）
運動：運動量が減っている。出来るだけ運動（ウォーキング等）するよう心掛けたい。
（62歳、女性）
社会参加：自分の趣味活動として短歌をつくっているが、個人的な活動になっているの
で、地域の老人会などの参加を積極的にするように心がける。（85歳、女性）

良好な状態が確認できた！
栄養（食・口腔）：年2回の歯科検診は続けていきたいと思いました。（69歳、女
性）
運動：現在、良好な状態にあると認識できたので、今日々行っているウォーキングや体操
など継続していきたい。（68歳、男性）
社会参加：社会参加していると思いました、これからも続けていこうと思います。（72歳、
女性）



フレイル予防を通した健康長寿のまちづくり

フレイルチェック実施
参加者の意識・行動変容

サポーターの意識・行動変容

地域への働きかけ
フレイル予防概念の啓発

地域資源の見える化

組織や事業間の分野横断的連携

住民主体活動の促進

まちづくりモデル構築
→全国展開へ

フレイルチェックデータからの
エビデンス構築

大規模長期縦断追跡調査（柏スタディ）から生まれたフレイルチェックが、参加
者、サポーター、そして地域を変えるムーブメントになっています。
そして、このムーブメントが「フレイル予防を通した健康長寿のまちづくり」のモデル
となり、全国に広がっています。



メディア情報

新刊情報

飯島先生の著書が好評発売中です！

KADOKAWA
平成30年3月1日発行
1,300円（税別）

クリエイツかもがわ
平成28年7月31日発行
2,200円（税別）

クリエイツかもがわ
平成30年7月30日発行
2,000円（税別）

フレイルチェック 【ニュースレター】
2018 No.1

フレイルチェックが日本経済新聞（平
成30年8月1日夕刊）で紹介されまし
た。

担当記者さんは、飯島先生へのインタ
ビューや現場の取材（厚木市でのフレ
イルチェック）から、分かりやすい記事を
書いて下さいました。写真は、厚木市の
フレイルサポーターが「指輪っかテスト」を
指導している様子です。

フレイルチェックは、テレビや新聞、雑誌
などの様々なメディアに取材されていま
す。メディアの取材も、現場の士気を高
めることにつながっているようです。
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