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フレイルチェック

●柏市によるフレイルチェック後の専門職の支援
●西東京市の取り組みのご紹介

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

飯島教授からのメッセージ

●合言葉は「あなたが主役」 岐阜県安八町です！

2月14日に開催した全国フレイルサポーター・フレイルトレーナーの集いでは、全国よ
りサポーター、トレーナー、自治体関係者が集まり、熱い想いを共有できました。開
催後、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの自治体でフレイルチェックが実
施できず、長い自粛生活で不安に思われている方も少なくないと思います。集いで
も共有した大切なことですが、フレイル予防はまさに『総合知によるまちづくり』そのも
のです。この未曾有の危機にも、全員でスクラムを組み、アイデアを出し合い、地域
に新しい風を吹き込みましょう！そして、一緒に地域を元気にしていきましょう！

フレイルチェック先進自治体による取り組み

フレイルチェック導入自治体のご紹介

特集号

第2回全国フレイルサポーター・フレイルトレーナーの集いご報告



第２回全国フレイルサポーター・
フレイルトレーナーの集いを開催しました！

2020年2月14日（金）、東京大学本郷キャンパス工学部2号館で、第２回
「全国フレイルサポーター・フレイルトレーナーの集い」が開催され、フレイルチェックを
導入している全国の自治体より、フレイルサポーター、フレイルトレーナー、自治体関
係者約300名が集まりました。
今回のテーマは「みんなで話そう！フレイルチェックから展開する未来」。IOGの最
新研究報告、全国の10自治体による取り組みの発表、フレイルサポーターのパネ
ルディスカッション等、プログラムを通して各自治体独自の工夫の共有、自治体間の
連携の強化を図りました。また、会場ではフレイルチェックの実施方法や工夫の発表
にとどまらず、フレイルサポーターから「私たちだからできることがある」、行政関係者か
ら「フレイルサポーターの夢を叶えるのが私たちの仕事である」という言葉も飛び交
い、熱い議論が交わされ、フレイルチェックから展開する未来には、地域一丸となった
健康長寿まちづくりがあることが感じられる集いとなりました。
また、集いの会終了後は、茶話会が行われ、自治体の枠を超えて活発な交流が
行われました。

当日の内容は、現在Youtube
IOG飯島研究室チャンネルで限定公開中です。
①https://youtu.be/3gy0k1CD5dw ②https://youtu.be/CCLCvcYv330
③https://youtu.be/q_iePRQsE6A ④https://youtu.be/32Gmci1w42o

動画① 動画② 動画③ 動画④



フレイルチェック導入自治体からの発表①

岐阜県安八郡安八町
フレイルトレーナー 野田 直広 様

東京都東村山市
フレイルサポーター 細田 進 様
健康福祉部健康増進課 古屋 真理子 様

東京都西東京市
健康福祉部高齢者支援課 伊藤 佳央里 様

千葉県柏市
保健福祉部地域包括支援課 髙木 貴子 様

全国10自治体のみなさまにご発表いただきました！

元気サポーターという組織で活動。フレイル班に加えて、生活支援、
介護予防、認知症の班活動も行い、地域の健康づくりへ。
フレイルチェック後の「わたしのフレイル予防宣言」などの工夫も！

フレイルサポーターが食支援サポーターを兼ね、地域の会食の
場づくりおこなっています。サポーターの細田様には、実際にフレ
イルチェック現場で行っている工夫もご紹介。

フレイルサポーターや専門職種によるミニ講座
でフレイルチェックの間の過ごし方をフォロー。
また団地の中でフレイルチェックを行ったところ赤
シール８枚以上のかたが半数以上ということ
も。工夫や戦略によってやり方を変えています。

全国に先駆けてフレイルチェックを導入した柏市。フレイルチェック後
の専門職種によるフォロー体制を構築。また、フレイルチェック後の、
サポーターによる地域資源の紹介や、アクションシートの活用、サ
ポーター進行によるグループワークなどの工夫をご紹介。

和歌山県紀の川市
フレイルサポーター 畠中 美文 様

「五種盛り研修会」や活発な部会活動で、フレ
イルサポーターが「楽しい」と思えることが参加頻
度を上げています。サポーターによる「私たちだか
らできることが、きっとある」という力強い言葉も！



東京都文京区
フレイルサポーター 石原 文子様、関口 英臣様、

宮本 正明様
福祉部高齢福祉課 井上 アヤ乃 様

導入して半年の文京区。サポーター同士、ニック
ネームで呼び合う仲です！SFB：ストップフレイ
ル文京、養蜂活動など、地域ならではの工夫も。

神奈川県逗子市
福祉部 高齢介護課 渡澤 公一 様
フレイルサポーター 石橋 昌子様

連絡会の立ち上げ後の悩みも共有。フレイルチェック目
標人数をイノベーター理論で設定するなど、科学的なア
プローチも行っています。

新潟県新潟市
フレイルサポーター 池田 昇様、須田 恒夫様、

栗川 優様
フレイルトレーナー 大野 智也 様
地域包括ケア推進課 長谷川 創 様

男性５名で発表！地域の資源と組み合わ
せて、フレイルチェックを起点として健康寿命
を延伸をめざしています。

東京都豊島区 保健福祉部高齢者福祉課
森下 賀子 様

福井県
健康福祉部長寿福祉課 境 勝利 様

フレイルチェック導入自治体からの発表②

今年度から導入し、都市型モデルをめざして活動。
フレイルチェック無料チケット送付で男性のチェック
者を増やしたアイデアなどご紹介。

県庁という立場から活動をご紹介。福井県全自治体で
導入に至った経緯や、全自治体での進める上での工夫や
役割分担などをご紹介。



フレイルサポーターによる
パネルディスカッション

「みんなで話そう！フレイルチェックから展開する健康長寿まちづくり」
をテーマに、フレイルサポーターのみなさまと意見交換しました。

千葉県柏市
中谷明様

東京都文京区
武市和彦様

今年度導入し、これからリピーターを増やしていく。サポーター
が地域密着型になるといいと想う。

「あなたのために何かをしたい」という想いが大事、そこから
工夫が生まれる。

東京都国立市
桒原喜久子様今年飯島先生の講座を受けて参加した。フレイルチェック

に出会い、命拾いした！と想っている。

東京都豊島区
南手千津子様

サポーターだからできることがたくさんある。活躍の場が広げ
たい。例えば地元のスーパーで、サポーターがフレイル予
防を啓発したり、公共交通機関を使ったおすすめお出か
けコースを作ったりしている。

和歌山県紀の川市
尾崎静江様自分で赤シール３つを全部青にしてみて、みなさんにフレ

イルを知ってもらうのが使命だと思った！

福井県あわら市
柴田義則様

導入して長くなると、サポーターも増え、意識や質のムラが
課題になってくる。時期やレベルなどによって課題は変わっ
ていく。

質のムラ、意識のムラを起こさないために、小グループをつ
くってきた。一方でやりがいにつながるデータを振り返ること
はできていない。

福岡県飯塚市
田中雅明様

今日来ていた人はどうだったかを開示するようにした。サポー
ターのみなさまからの反応もよく、これからも続けたい。

【会場より行政の立場から】

サポーターの、活力ある市民の方のやりたいことを具現化す
るのが行政の仕事。これからも対話を通じて活動していく。

国立市 高野様

紀の川市 田村様



今後、新規導入自治体や、全国のフレイル予防・啓発、市町村との協働事業など
に携わっていただきたいと考えています。今後さらに上級トレーナーを増やしていき全
国展開に向けて貢献していただきたい思います。集いの会では第一期メンバーをご
紹介いたしました。※井本様は当日ご欠席でしたので後日お言葉を頂きました。

上級トレーナーのご紹介

フレイルチェックの更なる展開に向けた新しい仕組み

サポーターの方々に輝き続けてもらうことを主眼に置いて取り組んでい
ます。フレイルチェックの質の維持、集いの場としての継続性、そしてま
ちづくりにつなげていくためにはどうしたらよいのかを考えながら今後も取
り組んでいきます。

今日の集いの会に参加して地域のフレイル予防に取り組む仲間がたく
さんいることを実感しました。フレイルサポーターの皆様は主体性を持っ
て取り組んでおり、皆様それぞれが輝いていると感じています。トレー
ナーとして全国のサポーターの皆様が輝けるようサポートしていきます。

フレイル予防の活動をまちづくりにどのようにつなげるかを考えながら取
り組んでいます。各自治体での事業がどのようにまちづくりに活かされて
いるかを勉強し、これを他の自治体の皆様にも伝えていきたいです。

事業を行う上で気を付けていることは、飯島教授の思いを届けること、
同時に自分の思いも伝えるようにしています。この事業は支え合いが
重要なテーマであり、そのための仲間づくりがこのフレイルチェック事業だ
と思っています。

本日発表があったような素晴らしいフレイルサポーターの活動をボラン
ティアでやっていることは地域の力の集結だと感じます。この地域の力
をフレイル予防に活用していきたい。これから全国のまちに行き、それぞ
れのまちの方と交流を深めていきたいです。

谷口和也様遊佐真弓様 成田慎一様 露木昭彰様 井本俊之様江口典秀様

私は昨年フレイルサポーターさんの勢いとモチベーションの高さを体感
し、今年はさらに盛り上がりをみせ、2020年度はフレイル予防活動に
携わる皆さんとさらに推し進め、フレイルサポーターさんのパワーを各自
治体に伝えていきたいと思います。



フレイルチェック今後の展開TOPICS

フレイルチェックから展開する未来には、
地域一丸となった健康長寿まちづくりがある

住民の心に響くには、「ひと工夫」が必要、しかし「ひと工夫」は「ひと手
間」でもある。「ひと手間」の先に価値を感じられる地域が活発に動ける。導
入期から展開期において、課題は変わっていくが、活発な地域には「楽しさ」や「やり

がい」を持ったフレイルサポーターの活躍がある。フレイルサポーターが地域ならで
はのやりたいことを具現化し、フレイルチェックによる地域の改善をデータで実感
できることなどが「やりがい」につながるということ。

当日の内容はYoutube：IOG飯島研究室チャンネルで限定公開中です。
①https://youtu.be/3gy0k1CD5dw ②https://youtu.be/CCLCvcYv330
③https://youtu.be/q_iePRQsE6A ④https://youtu.be/32Gmci1w42o

フレイルチェックから民間事業者への展開

フレイルチェックを民間事業者でも実施することで、より広
げていけると考え、そのためのガイドラインを作っている。
チェックした後にすぐ行動に繋げられるように、実証試験で
は、商品の売り場にも啓発のPOPを付けるなど行った。

高齢社会総合研究機構特任研究員
村瀬義典

福岡地域戦略推進協議会マネージャー
片田江由佳

福岡におけるSIB（ソーシャルインパクトボンド）を活用した
フレイル予防啓発のご紹介。今回の産官学民の実証を通
じて、市の福祉の施策だったものを、いろいろな分野、企
業、団体が連携し、フレイル予防から健康なまちづくりにして
いくというビジョンを実現していきたい。

飯島教授による総括

動画① 動画② 動画③ 動画④
2020年夏ごろ、Youtube：東大TV
（https://todai.tv/）にて公開予定！



東京大学からのご報告①
全国のフレイルチェックデータからわかってきたこと

①フレイルチェックに参加することで何が変わる？

②フレイルチェックの赤信号は、どんな未来を予測する？

• 参加者は特に「口腔」、「社会性」、「物忘れ」の項目が改善傾向

＜参考：観察研究：柏スタディによる検証＞
• 滑舌が●→ 5年間の要介護新規認定リスク30％減（p<.05）
• 外出頻度が●→ 要介護新規認定リスク45％減（p<.05)
• 物忘れが●→ 要介護新規認定リスク36％減(p<.05)                                

(Tanaka T,Iijima K,et al.unpublished data)

◆フレイルチェック参加者は青信号が増える傾向がありました。フレイルチェックの現場で
予防意識に目覚めることが大切です。

◆サポーターの青信号も増え、地域貢献の気持ちが強くなることがわかりました。

◆フレイルチェックの青信号数が多いほど、要介護・死亡のリスクが低くなります。青信号
を１つでも増やすことが大切です。
◆赤信号数が8個以上の高度リスク群は、より早い対策が必要です。特に「椅子立ち
あがり」に赤が付いている／「握力」や「滑舌」の値が悪い者ほど優先度が高いことがわ
かりました。

特に口腔・社会性・物忘れが改善しやすい

青信号が１つ増えると要介護・死亡リスクを16%（10-22%）減らせる！



フレイルサポーターによるフレイル予防推進と健康長寿のまちづくり

フレイルチェックの現場から地域へ！ 配食、傾聴、

見守り、

ボランティア

運動、研修

読み聞かせ

祭り、案内

文化継承

美化

情報発信

趣味、バンド

劇団

地域活動

サポーターの地域力アップ！
フレイルチェック現場への還元

行政と
つながり！

サポーター
同士

つながり！

◆フレイルサポーターが地域活動に関わることで、フレイル予防が地域に広がり、
健康長寿のまちづくりにつながります。

無関心/関心/準備期
N=41

実行/維持期
N=120

p

性別（男性%） 31.7% 44.2% 0.20

年齢（平均値） 66.2±6.9 71.2±5.5 <0.01

地域居住年数（平均値） 33.3±16.7 39.2±17.7 0.06

健康状態（よい%） 68.3% 78.3% 0.20

経済的余裕（あり%） 31.7% 39.2% 0.39

時間的余裕（あり%） 56.1% 58.3% 0.80

サポーターとしてのやる気（高い%） 80.5% 83.3% 0.68

サポーター間の自由な雰囲気（あり%） 78.0% 85.0% 0.30

行政との信頼関係（強い%） 61.0% 78.3% 0.03

サポーター間のつながり（平均値） 8.22±4.3 10.3±4.0 <0.01

フレイルサポーターによる地域活動の状況

◆回答者の66％が、フレイルチェックの他にも、何らかの地域活動に参加していました。
◆ボランティア活動やスポーツ活動への関心が高いことがわかりました。
◆地域活動への参加に影響するものとして、「行政との信頼関係」「サポーター間の
つながり」が浮かび上がりました。

地域活動への参加を促進/阻害するものは何か？

東京大学からのご報告①
フレイルサポーターによる地域活動の実態調査

中間結果報告



集いの場で実施したアンケートの結果

ご協力いただきましたみなさま、ありがとうございました

集いにご参加いただいた260名の内、184名（男性84名、女性100名）の方々が
アンケートにご回答くださいました。（回答率：70.8％）

とてもよかった63％ 良かった36％

どちらともいえない１％

とてもよくなかった0％
よくなかった0％

プログラムはいかがでしたか？

また参加したいですか？

ぜひ参加したい５９％ 参加したい39％

どちらともいえない…

参加したくない0％
あまり参加したくない0％

特に良かったプログラムはどれですか？

東京大学からのご報告7％

フレイルチェック導入自治体からの発表…

パネルディスカッション14％

その他３％

複数回答2２％

N=176

N=181

N=184

・住民主体でまちづくりをすすめる、それを行政がサポートする姿がとても良い。
・行政はサポーターさんの夢をかなえる。そんな立ち位置でフレイルチェックを広げていきたい。
・サポーターの自発的な意見、考えを具現化している自治体があるのを知れた。
・行政との連携で活動している市町村に感動した。
・サポーター自身のやりがいがチェックを受ける方々の生活の改善にもつながる、頑張ります。
・産学官民の動きには驚いた。フレイル予防―まちづくりの基本的な理念を忘れずにしたい。
・地域の資源（企業、商業、団体等）との連携も活用ができる。
・民間事業への展開が新鮮で面白かった。

自由記述では、たくさんの【勉強・参考になった、やりがいを感じた】というご意見を
頂きました。特に【行政とサポーターの関係性が良い】【フレイルチェックデータを活用
したい】【地域資源の活用がしたい】などのコメントも頂き、フレイル予防活動は総合
力でのまちづくりであることを改めて共有した会となりました。



柏市による
フレイルチェック後の専門職の支援

柏市では，令和元年１０月
後半に実施したフレイルチェック
参加者のうち，赤信号８つ以
上で，かつ滑舌，片足立ち上
がり，握力のいずれかに赤信号
がついた方をハイリスク者として，
改善のための支援を試行的に
行いました。
まず，地域包括支援センター
の保健師が対象者を訪問し，
聞き取った内容や健診データ等
をもとに「元気応援プラン」を作
成します。

プランの内容に応じて，市と協力関係にある団体から，リハビリテーション専門職や歯科
衛生士，管理栄養士が訪問し，約２ヶ月間の支援を実施しました。柏市では従前から
多職種連携のための情報共有システムがあったため，支援経過はそこで共有しています。

各専門職から支援終了の報告を受け，再度保健師が
訪問し，基本チェックリスト等の「中間評価」を行いました。
対象者１４名のうち，実際に支援を行い，中間評価ま
で至ったのは５名でしたが，それぞれ改善がみられていま
す。また，専門職の支援にはつながらなかったものの，地域
包括支援センターの訪問をきっかけに，行動変容が見られ
た方や，反対に介護保険サービスの必要性が判明した方
など，ハイリスク者の状況を把握することができました。
今後，支援に関わった地域包括支援センターの保健師
や各専門職と振り返りを行い，適切な地域資源に結びつ
けるまでの流れも含め，本格稼働に向けて検討していく予
定です。

８４歳男性は，握力等に赤信号が付き，また体力の衰えを感じていると
のことでした。リハ職の運動指導により，無理のない運動習慣が付き，肩の可動域も
広がりました。また栄養士の指導により食事を意識して気を付けるようになったとのこと。
基本チェックリストでは外出とうつ傾向が改善されました。

事例②

８０歳女性は，握力等に赤信号が付き，またすぐに体重が減ってしまうと
のことだったため，リハ職と栄養士が支援に入り，運動の継続と食事の工夫を行いま
した。その結果，基本チェックリストでは栄養・運動・外出が改善，また体重も維持で
きているとのことです。

事例①

↑柏市のフレイルチェックの様子



西東京市の取り組みのご紹介

西東京市では、平成29年度からフレイル予防事業を開始し、
まもなく３年を迎えようとしています。
これまでのサポーター養成数は119人、チェック参加者は延べ

1200人で、参加者のうち６割の方が継続してチェックに参加
してくれており、リピート率にもこだわっています。
フレイル予防を広めるための「出前講座」（イレブンチェック体験：１時間）
は毎回大人気で、これまでに1500人以上の方が参加されました。

ミニ講座では、専門職による個別相談コーナーを設けています

初回フレイルチェックの１か月後に
「ミニ講座」を実施しています。
柔道整復師・管理栄養士・歯科衛生士が
それぞれ講座を行い、その後、参加者が
希望する内容について各専門職に個別に
相談することができます。
赤シールの個数に関わらず、相談を希望
される方は多く、生活や体の状態に
合わせた助言がもらえると好評です。

ハイリスクアプローチにつなげる取り組み
～高齢化が進む団地でフレイルチェック開催～

公共施設に足を運ぶことが難しい方や、普段サロンや集いの場に参加しない方にも
フレイルチェックに参加してもらうため、団地自治会と地域包括支援センターの協力を
得て、高齢化が進む団地内集会所でチェックを行いました。
99歳の方もシルバーカーを押して参加されました。参加者の半数は赤シールが８
個以上であり、元気な方だけでなく、リスクが高いと思われる方にも参加してもらうこと
ができました。
ハイリスクの方には、ミニ講座の場面を活用して専門職が助言を行い、地域
包括支援センターと自治会の定期的な見守りなどにつながっています。

西東京市 健康福祉部 高齢者支援課 在宅療養推進係
電話：042-420-2812（直通）

～個別相談コーナーの様子～



合言葉は「あなたが主役」
岐阜県 安八町 です！

安八町は、濃尾平野の北西部に位置する人口
15千人弱の町です。
安八町の自慢は、長年要介護認定率が低いこ
と。現在約13％です。これは、①75歳以上が無料
で利用できる憩いの場が町営施設（温泉施設）
であること、②憩いの場が介護予防・老人クラブ活
動の拠点となっていること、③老人クラブ加入率が
63.7％（H30）と高く、高齢者の多くが多様な活
動に積極的に参加してきたことが主な理由です。

しかし、押し寄せる高齢化問題は我が町でも同
様です。多くの地域と同様に、独居、高齢者世帯
の増加、老人クラブ加入率は低下してきています。

安八町では、元気サポーターが主体となって、
「あなたが主役」を合言葉にフレイル予防で健康長寿を推進しています。

介護予防教室
「元気百梅クラブ」発表会：
サポーターの支えで約200名の参加者全員
が「主役」になりました。

元気サポーターの活動：認知症カフェでは
ウエイトレス（グループホーム入居者）と
一緒にお客様のもてなしをします。

わたしのフレイル予防宣言：
チェック後に記入し、その後少人数で意見交
換をし、意識づけをしています。

このような背景から、平成28年「元気サポーター」が発足しました。元気サポーターの役目
は、自分や家族、近隣者の健康づくりとその生活支援です。現在約70名の会員が介護
予防教室の参加者の補助を行なう介護予防班、ワンコインでごみ出しや掃除などを行なう
生活支援班、認知症カフェでのサポートを行なう認知症班、本年度からはフレイル班と、多
様な活動をしています。年々活動件数が増え、今年は対前年200件増の約2,000件に
なりました。
元気サポーターは「サポーター連絡会」を定期的に開催し、活動の質を高めることも追求
しています。介護予防班は、連絡会で準備を重ね、介護予防教室発表会を「あなたが主
役」の合言葉で盛りあげました。フレイル班は、チェック後改善のための気づきを可視化する
「わたしのフレイル予防宣言」考案し導入しています。



お知らせ

①フレイルチェック導入状況
フレイルチェック関連のデータは、下記の通りです。

・フレイルチェック導入自治体：68自治体（2019年10月時点）
・フレイルサポーター人数：1565人（2019年11月時点）
・フレイルトレーナー人数：92名（2020年2月時点で養成中の者含む）
・フレイルチェック実施回数：873回（2020年2月時点）
・フレイルチェック総参加者数：11,326人（2020年2月時点）

②日本老年医学会からのプレスリリース
～「新型コロナウイルス感染症」 高齢者として気をつけたいポイント～
新型コロナウイルス感染症は、高齢者や基礎疾患がある方は重症化しやすいこ
とが明らかになっています。自分自身を守るために手洗いを中心とする感染予防が
必要です。また、人が多く集まる場所を避けることなどが言われており、家に閉じこ
もりがちになりますが、高齢者にとっては合わせて「動かないこと（生活不活発）」
による健康への影響が危惧されます。
日本老年医学会で、先の見えない自粛生活でのフレイル予防に
ついて一般向けにポイントをまとめております。ご覧いただき、フレイルを
予防し、抵抗力を下げないようにしましょう。

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/citizen/coronavirus.html

飯島研究室はホームページも開設しています。
簡易チェックシートの利用申請は、
こちらのお問い合わせページから
お申し込みください。
http://www.frailty.iog.u-tokyo.ac.jp/

東京大学フレイル予防研究チームは
facebookで情報発信をしています。
最新の情報を随時更新していますので
是非ご覧ください！
https://www.facebook.com/utfrailty/



普段の活動のようす

高齢化率約５５％（全国９位）の高知県仁淀川町で
は、フレイルサポーターが町の行政と協力して手作りの布マス
クを作っています。

新型コロナウイルス感染症対策でまちづくりの集まりはお休みになってしまいましたが、
地域のみんなの健康と生きがいづくりの役に立ちたいと願ったフレイルサポーターはマスクづ
くりに挑戦。
子育てボランティアも一緒になり「町民の、町民による、町民のためのマスク」を町民全
員5180名に届けるため、日頃の社会参加によるつながりを活かして頑張っています！

布マスクづくり

みんなの健康のために！
―高知県仁淀川町の取り組みから―

※布マスクづくりの写真は5/1(金) 20:24配信
yahooヘッドラインニュース「テレビ高知 高知・仁
淀川町 町民全員にマスク」よりビデオキャプチャー

素晴らしいご報告、誠にありがとうございます。活動に制限の多い中でも、みんなの
健康のために出来ることをやろうという仁淀川町のみなさまの前向きな姿勢、非常に
嬉しく思います。

新型コロナ問題で全国的にかなり足踏みになりましたが、徐々に再開していき、また
笑顔のある素晴らしい進捗報告をお願いします。

また、仁淀川町に続く、嬉しいご報告をみなさまから頂けることを願っております。

飯島教授よりコメント



＜メディア＞
・NHK[おはよう日本」
・TBSテレビ「あさチャン！」
・フジテレビ「FNNプライムオンライン」
・毎日新聞 他 多数取材対応中

＜問合せ・利用申請状況＞
5/23時点 76件
自治体 26件
関係機関（社協・包括など） 14件
医療機関・介護施設等 11件
メディア関係（取材） 4件
その他団体 13件 等 みなさま、ぜひご活用ください！

2020年5月24日（第3版）リリース
IOGホームページに掲載
教員・研究員によるリレーメッセージ／リンク集

IOGトップページより
おうちえのニュースをご覧ください
http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/

新型コロナウイルス感染症（COVID-19)に関するIOGからの情報発信

シニアのためのおうち時間を楽しく健康にすごす知恵「おうちえ」

・自治体・企業メンバーが中心となった地域連携プロジェクト
・分野横断型のIOGの特色を生かし、からだ・くらし・きずな・こころの４項目でシニア
の健康を多面的に捉えた情報発信
・「つくる」ことより「届ける」ことに重点をおき、高齢者ニーズ／地域ニーズをフィードバッ
クして制作・広報戦略に反映
・アフターコロナ・ウィズコロナを見据えて「何か一つ得ることができる」ポジティブに楽
しめる情報発信を目指す
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