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はじめに 
	 

	 

	 わが国の少子・超高齢・人口減少社会は、将来推計どおりに進展し、高齢者人口

が増える一方で、生産年齢人口が減少、総人口も減り続けている。このような人口

構造等の変化は、これまでのような「サービスを提供する側」と「サービスを受け

る側」の２項構造で社会保障制度を考えることを困難にしている。すなわち、ある

年齢（たとえば、65 歳）を基準として、単純にそれ以上を「支えられる側」、それ

以下を「支える側」とするのでは無理があるからである。ここ数年来、現在の年金・

医療・介護といった社会保険方式を基本とする社会保障制度の持続可能性について

の議論が繰り返し行われているのもそのためである。	 

	 

	 介護については、介護保険制度施行後、介護予防という「介護が必要になる状態

＝介護保険における保険事故」の手前の、「介護が必要な状態にならないようにす

るサービス」（介護予防事業）の充実が図られているが、いわゆる「特定高齢者」

に対するサービスの提供はいまだ十分とはいえない。	 

	 

	 このような状況下で、国が標榜する「地域包括ケア」を実現するには、医療・介

護といったすでに整備されているサービス同士の有機的な連携のほか、地域住民の

インフォーマルな活動にもつなげていけるような新たなサービス形態が必要にな

ってくると思われる。	 

	 

	 今回の「介護予防サロン」は、私ども公益社団法人全国老人保健施設協会（以下、

全老健）がこれまで行ってきた「モバイルデイケア」の経験を踏まえ、地域高齢者

の「居場所づくり」と「健康管理（介護予防）」を同時に提供できる新たなサービ

ス形態を模索するために行ったモデル事業である。４か所での実践では、介護老人

保健施設の理念の一つである「地域に根ざした施設」の延長線上として、新しい地

域へのアウトリーチのかたちを提示するにふさわしい結果を示すことができた。今

後、このような取り組みをいかなる方策で実現していくか。さまざまな立場からの

議論を喚起したい。	 
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会	 長	 	 	 	 	 	 	 木	 川	 田	 	 	 典	 彌	 
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Ⅰ．事業の総括 
 
全老健では、平成 17 年・18 年に山間地や離島等のサービス提供事業者が少ない地域における

巡回型リハビリテーションの試行的事業を行ってきた。また、東日本大震災後には、平成 23 年・
24 年の 2か年にわたり、蓄積されていた巡回型リハビリテーションのノウハウを生かし、岩手・
宮城・福島の被災 3 県の応急仮設住宅において事業を実施した。この際、事業の名称もモバイル
デイケアとしている。これらモバイルデイケアの取り組みは、老健施設で実施されている通所リ
ハビリテーションの機能を、リハビリテーションが必要であるが地域性や諸事情により受けられ
ない方々に対して、スタッフや機器を現地に移動してサービスを提供するものである。最大のポ
イントは、医師や看護師、リハビリテーション専門職、支援相談員や他の専門職種でチームを構
成し取り組む点である。多職種であるからこそ、多様な利用者の状態像やニーズに的確にこたえ
ることができ、さらには、その地域の地域包括支援センターや行政機関との協力関係も構築しや
すいものとなる。 
 
今年度は新たに介護予防サロンとして、老健施設の持つノウハウを介護予防の視点で地域にサ

ービスを提供する事業を行うものとした。対象は介護予防事業の対象者とはなっていない、また
は対象であっても参加していない高齢者とし、基本的には地域で自立した生活をしている方を想
定した。実施場所は宮城、群馬、三重、大分の 4か所とした。この介護予防サロンのポイントも、
モバイルデイケア同様、老健施設の特色である医療職を含む多職種による支援であり、老健機能
の地域開放という地域貢献事業である。 
実際に介入する際には、サロンという気軽さや地域特性も踏まえ、自由な切り口からの取り組

みとしたことで、地域ごとに参加者の募り方やプログラム構成に特徴的な違いがみられている。
これも介護予防サロンの持つ一つの意義であろう。 
 
宮城県では、住宅街に位置するサテライトの事業所を活用し、地域のいくつかの自主グループ

をベースとし、その方々を通じた新たな呼びかけで参加者を募った。興味ある方にまず集まって
いただき、サロンの目的や意義に関する説明会を複数回開催してから開始している。介入のポイ
ントは、場当たり的な自主活動グループだったものに、個々のニーズ調査を行った上で活動の柱
立てを行い、プログラム作りのノウハウや自らの健康状態に関する意識付けを強化するような支
援体制をとっている。特に特徴的であるのが、個々が望む活動、得意な活動に着目し、継続した
自主活動につながるように配慮している点である。さらに、介入時のニーズ調査から始まり最終
評価までのプロセスをフローチャートでまとめており、今後のサロン運営の仕組みの提案がなさ
れている。 
 
群馬県では、過疎地にある施設特性も踏まえ、ある一地区の公民館に地域の高齢者に集まって

もらうというモバイルデイケアの手法をとっている。移動の距離も含め広域になることから、参
加者同士が連絡を取り合い、主体的に交流しながら集合するという地域交流の活性化にもつなが
っている。プログラムの特徴は健康教室や集団活動を中心に取り組むが、集団活動のプログラム
に多様化を持たせ、集まることの意義や継続することの必要性を集団の持つ効果を有効に活用し
ながら取り組んでいる点である。そのことで、普段引きこもる傾向にある方も継続して参加に至
ることができている。また、プログラムの組み立てを参加職員が毎回作成することからも、職員
の研鑽の場として、また地域に出向く機会が少なかった施設職員が地域に出向くことの意義を学
ぶ機会となっている。 
 
三重県では、法人併設のクリニックにおいて医師からの声掛けや地域包括支援センターの協力

を得て、地域支援事業対象者とは敢えて差別化をはかる独自の手法で参加者を集め、場所は老健
施設を活用している。介入方法として特徴的なのは、プログラムを固定化せず、参加者との交流
を通じて、都度参加者の目線、ニーズをつかみ取りながら、参加者自身が主体的となってプログ
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ラムを構成した点である。専門職チームの視点を生かし、回想法の導入やストレッチや転倒予防
体操等、プログラムは多岐にわたり、身体的・認知的な側面から専門職の視点でプログラムが組
まれている。また、個々の持つ能力を生かした活動の場作りにも力を入れており、一度失ってい
た活動を再開し、継続できるようになる等、主体性の喚起にもつながっている。また、毎回のバ
イタルチェックからリスクを見出し、適切なアドバイス・対処を行っている点も、多職種で支援
することの意味を最大限に生かしている。 
 
大分県では、三重県同様に老健施設本体のハード・ソフトを有効に活用している。豊富なトレ

ーニング機器、食事の提供、IT 等の有効活用等、施設を拠点としたからこそ提供できる視点のサ
ービスの組み立て方である。対象者の選定はやはり地域包括支援センターの協力を得て行ってい
る。実際の介入に当たっては、4 か所の中で最も、運動器のアセスメントに関して詳細に行われ
ており、合わせて認知面との関連に着目し、継続して評価も行われ、パワーポイントを活用した
脳トレーニングの導入等、視覚情報による認知症予防の取り組みが特徴的でもある。これらの取
り組みの評価・分析に関しても定量的な成果を示すよう詳細な分析が行われている。一方で、対
象者の心身の状況だけではなく、嗜好等も勘案し、プログラムの設定に自由度を持たせており、
対象者の自主性・主体性に十分配慮された取り組みとなっている。 
 
4 か所の取り組みについて簡単に総括したが、この介護予防サロンの特徴は、各々の施設の持

つノウハウが地域特性に合わせて提供されている点であり、地域に根ざした施設であるからこそ
の特徴が浮き彫りにされている。また老健施設の最大の強みである医療職を含む多職種連携が生
かされており、健康管理（医療・栄養・口腔含む）、自立支援（リハビリテーション）、生活支援
（介護・相談）の視点とあらゆる角度から、個人の持つ課題や地域特性から起きている課題に向
き合うことができている。今まで施設に迎え入れるサービスが中心となっていた施設サービス特
性から、地域にノウハウを開放するサービスとして今後の老健施設のサービスの在り方に大きな
意味をもたらす事業である。 
 
最後に、この事業のいくつかのキーワードを上げておくが、この内容がこの事業の持つ意義で

あり、今後の課題でもある。 
○老健施設のハード・ソフトの地域開放 
○多職種のチームによるアウトリーチサービス 
○プログラムを押し付けない、住民（参加者）主体の在り方 
○地域全体のマネジメントへの貢献（地域包括支援センターとの連携） 
○早期の認知症の生活場面への支援 
○継続性の担保 
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Ⅱ．結果のまとめ 
 
◯「介護予防サロン」は虚弱リスクを潜在的にかかえる高齢者に対して、自身の行動変
容を含むヘルスプロモーション事業として有用であることがわかった。 
 
・本プログラム対象者は、介護を要さない者が多い半面、生活行動や習慣如何によっては、「要支
援」、「要介護状態」に陥りやすい状態が予測される。このような状態を事前に予防する策は、数
多く実践されているが、高齢者特有の「孤独感」、「喪失感（身体機能低下、退職、死別体験）」を
考慮した取り組みは少ない。本プログラムは、地域特有の伝統文化、ネットワークを活かし、か
つ身体、精神機能維持・向上を楽しみながら図るところに特性がある。 
 
・	 参加者のデータ、アンケート結果より、参加者が地域社会における「居場所」、「つながり」を
求めていることが明確になった。 

・	 本プログラム参加効果で特徴的な点は、身体機能、精神機能で主観的変化が見られたこと以上
に、各人の生活・行動様式に変化が見られた点である。その変化は、自発的な「健康」維持、
創出につながるとも言え、本プログラムが、健康づくりのための動機づけになったと言える。
これらの変化は、ヘルスプロモーションの実践につながるとも言える。 

・	 ヘルスプロモーションの定義※１のうち、健康の決定要因について参加者たちは、「運動機能・
認知機能・咀嚼機能」と捉えており、これらの機能を維持するための生活・行動様式の変化が、
「ヘルスプロモーションの実現プロセス」と言える。またヘルスプロモーション実現のために
は、5点の活動方法（健康な公共政策づくり、健康を支援する環境づくり、地域活動の強化、
個人技術の開発、ヘルスサービスの方向転換）の有機的な連携が重要だとされている。※２この
5点の活動方法のうち、4点（健康を支援する環境づくり、地域活動の強化、個人技術の開発、
ヘルスサービスの方向転換）は、本プログラムで充足できる見込みが示された。 

・	 今後は、本プログラムの継続化により、プログラム内容や効果を広く周知し、「健康な公共政
策づくり」へと、活動を発展させていくことが最終的ゴールである。その前段階として、本プ
ログラムを地域に根づかせるための人材や資金確保、運営方法の検討が重要課題だと言える。 
 
※１：ヘルスプロモーション：「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善す
ることができるようにするプロセス」（WHO オタワ憲章 1986） 

   出典：日本ヘルスプロモーション学会編，「ヘルスプロモーションとは 
http://www.jshp.net/HP_kaisetu/kaisetu_head.html （2013．3.25 検索） 

※２：出典：同上 
 
 
 
１．地域包括ケアと高齢者の「居場所づくり」 
   
 本モデル事業では、現在の介護予防事業の対象から外れる高齢者を中心に、その状態像の前後
の高齢者を対象として、全国の４つの老健施設が、ある程度自由な運営・プログラム設定で「介
護予防サロン」を実施した。 
 開始前の会議では、形式等の統一について議論を行ったが、「サロン」という言葉にこだわり、
お仕着せの設定でない自由な雰囲気を醸成できる「高齢者の居場所づくりの創出」を共通認識と
してモデル事業をスタートすることとした。 

＊ただし、結果としては、各事業所とも、「運動系プログラムが多かった」「レクリエ
ーションプログラムが多かった」などの大きな偏りはなかった。 
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 これからの地域ケアを考える上では、介護が必要な状態になる前に手を打つ介護予防だけでな
く、その手前の状態になる前に手を打つ何らかの方策が必要になってくる。国も「地域包括ケア」
の実現を掲げ、さまざまな施策を打ち出しているが、対象者の選定や介護予防事業への参加を呼
びかけても、サービスが必要な人が必ずしも自主的に行動するわけでもなく、必要性は理解でき
ても実現性に課題があるのが現状である。 
 そこで、本モデル事業では、参加者の確保についても各事業所が得意のネットワークを駆使し
て「集客」を行うこととした。 
 
 
 
２．「点」の高齢者を「線」で結ぶ 
 
 高齢者は、活動性の減衰から外出がおっくうになり、家に閉じこもりがちになることから、虚
弱状態が徐々に進行していくことが多くみられる。活動的な高齢者は、なにがしかの「自分の役
割」をもつことで、他者とふれあい、それによりその活動性を維持している。 
 すなわち、地域で「点」として存在している（あるいは、そういう懸念のある）高齢者に出か
ける「居場所」を創出し、そこで他者との交流を図ることで、「線」のネットワークの構築ができ
るかどうかがカギである。 
 今回のモデル事業では、後述するアンケート結果をみても、「楽しみのもてる居場所づくり」に
は貢献できたと考える。 
 また、今回のモデル事業は、第一義的に、「高齢者の居場所づくり」であるが、波及効果も多く
みられた。いこいの森の事例では、参加者同士のつながりから、「介護予防サロン」以外で交流を
行う例もみられ、一つのきっかけさえあれば、閉じこもりがちな高齢者も地域での自主的な活動
を行う可能性も示唆された。 
 
 
 
３．2つの大きな効果と 1つの課題 
 
１）虚弱高齢者の介護予防効果 
 
 今回の対象者は、比較的元気な高齢者が多かったことと、期間の短さのため、指標とした、体
重、握力、５m歩行（歩行速度、歩数）、FIM(Functional Independence Measure)、
DASC(Dementia Assessment Sheet in Commnity-based Integrated Care System)（©地方
独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所）では全体として大きな差はみられなかった。
ただし、いわゆる虚弱高齢者を取り出してみると、小さいながらも改善傾向が見られた。 

 歯科衛生士による口腔状態のチェックにおいては、全体として明らかな改善傾向が見られた。
これは地域高齢者への口腔診察の機会が少ないことを示唆しているのかもしれないが、逆に言え
ば、このような事業がなければ高齢者は単独での歯科衛生・歯科医療へリーチしないことを意味
しているのかもしれない。 

 
２）コミュニティの萌芽の創出 
 
 「介護予防サロン」での出会いは、参加者に大きな刺激となったようで、利用者アンケートの
結果でも、身体の変化に好感があったのはもちろん、精神面の効果には目を見張るものがあった。 
 参加しての感想についての自由記述もほぼすべてが高評価を与えるものであり、出席率（継続
率）と評価をみるかぎり、いわゆる特定高齢者への事業の不振が不思議なほどであった。 
 この「介護予防サロン」が創出した出会いの、地域でのさらなる発展を期待したいものである。 
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３）「医療福祉関係者の参加」が参加者のモチベーション 
 
 最後に、参加者が継続参加し、「介護予防サロン」に高評価を与えた要因として、医療福祉関係
者の参加が挙げられる。 
 アンケートをみても、「介護予防サロンの参加を継続できる取り組みや条件」では、定期的な開
催のほか、健康相談や健康チェックをしてくれる、自分に合った運動や身体の動かし方を教えて
もらえる、に高い評価が与えられたことからも明らかである。単なる「お茶のみ会」では今回の
モデル事業のような結果が得られたかどうかはわからない。 
 今回、老健施設が主体的に事業運営を行ったが、人員についてはその効果も高かったと言える。
今後、同様の事業を継続するのであれば、医療専門職のアセスメントの目をいかに入れられるか
が課題になるであろう。 
 
 
【参加者事後アンケートの結果】 
 モデル事業参加者に行った事後アンケートの結果から、以下のことが言える。  
 A：参加者のニーズ 
  1：地域社会における居場所づくり 
  2：地域社会におけるつながりづくり 
  3：1、2 をつなぐもの（求めているもの：健康づくり・健康維持） 
    「健康」の三側面ニーズ： 

① 運動機能の維持、向上 
② 認知機能の維持、向上 
③ 咀嚼（広義の「食べること」＝嚥下も含む）機能の維持、向上 
 

 B：参加者の主観的変化（参加後） 
  1：身体→身体動作の軽快感 
  2：精神・こころ→楽しさの知覚、笑いや楽しみの誘発、気分転換 
    →ポジティブな情動 
  3：生活・行動様式→健康的生活（積極的な運動、生活面での注意）への実践的行動 
 
 C：うかがえる参加者の生活像 
  ※他の集い等への参加状況、開催時間や頻度希望、継続できる条件より 
1：「人と集う」場面や機会の少なさ・・・あまり他者と関わらない、もしくは必要最低限の

コミュニケーションや日常生活動作で完結している可能性。それに伴う刺激のない生活
の可能性。 
（精神賦活・運動の少なさ：筋力低下による転倒リスク、うつ病、認知症の発症リスクへ） 

  2：「居場所」「つながり」づくりの切り札は、「健康づくり」 
・1 週間に 1 回、数時間の交流希望者の多さ＝「つながる機会」「居場所」を求めている。 
→単調で代わり映えのしない生活からの脱却への指向を示唆 
※精神・こころの主観的変化で「気分転換」の割合が 75.4％を占めたことからも言える。 

・「特に条件がなくても参加継続可」（61.5％）＝場所と取り組み実体さえあればいい 
   「定期的開催」「自分にあった運動処方、健康相談やチェックの実施」（約 70％） 

→単調で代わり映えのしない生活からの脱却への指向を示唆 
※精神・こころの主観的変化で「気分転換」の割合が 75.4％を占めたことからも言える。 
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参考：参加者事後アンケート項目のカテゴリー 
 
設問内容 回答形式 特記事項 

施設名 選択   

回答者職種 選択   

事業専任形態 選択   

残業有無 選択   

開催場所の選定条件 記述   

開催期間の感想と意見 選択・記述   

開催回数の感想と意見 選択・記述   

1 回あたりの開催時間の感想と意見 選択・記述   

本事業参加に適する対象者と意見 記述   

1 回あたりの適正な参加人数と意見 記述   

送迎の必要性と意見 選択・記述   

必要な備品有無と意見 選択・記述   

専任制の必要性 選択   

必要な人材の職種と役割、人数 記述   

多職種で取り組む効果と弊害 記述   

計画方法 記述 通所リハとの差異を多角的チェック 

実施方法 記述   

身体機能アプローチ法 記述   

精神賦活（意欲）アプローチ法 記述   

参加者変化の出方（身体） 記述   

参加者変化の出方（意欲） 記述   

その他 記述   

連携有無と機関の種別 選択・記述   

必要な協力や連携体制への意見 記述   

プログラムや運営に関する肯定的側面 記述 
広義の運営に関する部分のウリ・ア

ピールポイント 

老健施設が本事業を実施する意義や強み 記述   

気づいた点、意見 記述   
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Ⅲ．事業の概要 
 
 
１．実行委員会・作業部会の立ち上げ 

 
 本事業の概要は、「新たな「早期スクリーニング方式」により、早期の身体・認知機能が低下し
ている高齢者に対しリハビリテーション職等が介入、より早期からの介護予防、認知症予防のノ
ウハウを共有し、地域福祉の振興に寄与すること」を目的に、「地域の民生委員等と連携し、高齢
者が安心・継続して在宅生活が暮らせるよう、早期の生活機能低下スクリーニングと老健施設に
おける介護予防サロンの運営、効果」を実施することであった。 
 このために、事業の内容等を検討する実行委員会・作業部会を立ち上げ、前者において、本事
業における対象者スクリーニングの方法の検証と標準実施プログラムの検討、提供エリア、スタ
ッフ構成、効果検証等を行い、後者において、スクリーニングやプログラムの精度管理、効果検
証等の検討を行った。（委員名簿は巻頭参照） 
   
 
【実行委員会】 
 第 1 回 平成 25 年 9 月 27 日 
 第 2 回 平成 25 年 12 月 25 日 
 第 3 回 平成 26 年 3 月 7 日（合同委員会） 
 
【作業部会】 
  第 1 回 平成 25 年 9 月 18 日 
 第 2 回 平成 26 年 3 月 7 日（合同委員会） 
 
【現地視察】 
 平成 25 年 12 月 25 日（中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」） 
 
 
２．事務局と連携団体 
 
 本事業の事務局は受託者である全老健とした。ただし、本事業の対象者は、全老健の会員施設
が対象とする利用者等と、その状態像を若干異にするため、実施施設の選定や地域での調整が必
要となる。そのため、以下の団体に連携を依頼し実施した。 
 依頼先は以下のとおりである。  
・宮城県老人保健施設連絡協議会 
・公益社団法人群馬県老人保健施設協会 
・三重県老人保健施設協会 
・公益社団法人大分県老人保健施設協会 
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３．「介護予防サロン」の設置による新たな介護予防の仕組みと実施に関する試行的事業
の実施 
 
１）活動目的 
 
 老健施設に「介護予防サロン」を開設し、全老健および各県協（議）会および会員施設の連携
により、早期の身体・認知機能低下者をスクリーニングし、特に認知症（短期集中）リハビリテ
ーションに習熟した作業療法士等が介入することにより、より早期からの介護予防および認知症
予防の具体的な成果、施策の方向性を示すことを目的とする。 
 
 
２）開催時期 
 
 平成 25 年 10 月～平成 26 年 2 月のうち 4か月間（週 1回×4 か月 計 16 回開催） 
 
 
３）実施場所（事業所） 
 
 介護老人保健施設せんだんの丘（宮城県） 
 中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」（群馬県） 
 介護老人保健施設いこいの森（三重県） 
 老人保健施設創生園（大分県） 
 
 
４）対象者 
 
 対象者については、第 1 回の実行委員会において議論が活発に行われたところである。いわゆ
る「特定高齢者」に限る、もう少し幅を広げる等、さまざまな意見が出されたが、“サロン”（交流
の場）の名にふさわしく、各事業所の自由度を大きく認めようとの結論となり、いわゆる特定高
齢者を中心として、それぞれの事業所が選定することとした。 
 
 

５）運営スタッフ 
 
 これについてもさまざまな意見が出されたが、本事業の受託者が全老健であることから、医師、
看護職、リハビリテーション専門職等の医療専門職と、介護職等のケア関連スタッフの幅広いア
セスメントを行うこととし、参加時、終了時に各事業所に定型的なアセスメント（巻末資料参照）
を行うよう求めることとした。 
 
 

６）プログラム 
 
 プログラムは、老健施設の通所リハビリテーションや介護予防事業で実施しているプログラム
を参考にしつつ、これも各事業所が、対象者の心身の状況だけでなく、嗜好等も勘案し、自由に
設定することとした。 
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７）評価、分析 
 
 コホートモデルによるプロトコール実施効果の検証、参加者の満足度や要望等について把握し、
「介護予防サロン」事業の有効性について検討・分析をすることとした。定量的な成果を示すこ
とにより、現在の介護予防事業等の制度調整要望、新たな制度設計要望を行うことも視野に入れ
た。 
 今回の事業は、対象者の選定や実施するプログラムの内容について、各事業所に裁量を委ねる
ことから、具体的手法については、第 1 回実行委員会、第１回作業部会において、老年医学等の
エキスパート委員の意見を聴取して検討を行った。さらに、終了時の参加者アンケートについて
は、各事業所からの中間的な事業報告を受け、その実態を勘案しながら決定する必要があること
から、第 2回の実行委員会において決定した。 
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IV．「介護予防サロン」事業の内容と結果 
 
 
１．事業の内容：①アセスメント 
 
【共通項目】 
 
（巻末資料参照） 
 初期アセスメント・終了時アセスメント 
 年齢、体重、握力、５m歩行、FIM：（清拭・入浴）、（移乗：浴槽）、歩行、階段昇降、 
 DASC（18・21）、歯科衛生評価 
 
 
【事業所ごとの個別項目】 
 
介護老人保健施設いこいの森： 
アセスメント項目に足関節背屈、HDS-R を加えたほか、転倒歴の有無・運動習慣の有無・外出習
慣の有無・畑仕事の有無・自転車の操縦・車の運転・趣味の有無を聞いた。 
 
 
 
２．事業の内容：②プログラム 
 
【共通項目】 
 
なし 
＊ただし、前述したように、また下記に示すように、結果として事業所ごとにプログラムの大き
な偏りはなかった。 
 
 
【事業所ごとの個別項目】 
 
介護老人保健施設せんだんの丘： 
 調理、賢い収納、簡単雪かき、 
 絵手紙、書道、俳句、囲碁・将棋、読書、 
 編み物（手編み、刺繍、パッチワーク等） 
 デジタル機材の活用（写真、インターネット等） 
 フラワーアレンジメント、フラダンス、日曜大工、 
 地域のみまもり、子ども・孫の世話、ボランティア活動 
 
中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」： 
 勉強会 
 （認知症予防、食事・栄養、色カルタ、薬剤、介護保険、転倒予防など） 
 色カルタなど上記に関連したレクリエーションやゲーム 
 運動 
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介護老人保健施設いこいの森： 
 お茶会 
 洋裁（ズボンづくり） 
 料理づくり 
 その他創作活動 
 ストレッチ等の身体活動 
 
老人保健施設創生園： 
 集団体操 
 身体トレーニング（コンパス、エルゴメーター、バランスボール等） 
 脳トレーニング（記憶テスト、クロスワードパズル、間違い探し、神経衰弱等） 
 レクリエーション 
 食事と交流 
 
 

 
３．結果（主観的情報） 
 
１）利用者の感想と意見 
 
 介護予防サロン実施後に行った利用者へのアンケート（P.95 参照）の自由記述欄での意見をす
べて列挙する。必ずしも設問に正しく回答しているわけではないが、自由記述のすべてを紹介す
ることで、否定的な意見はないといってもよい状況が明らかになり、本事業の実施効果を理解い
ただけるだろう。 
 利用者は、介護予防サロンでの活動が楽しく心待ちにしていて、介護予防サロンでの交流が精
神賦活につながっていることがうかがえる内容であった。継続に関する要望も多く、これこそ「効
果的な介護予防事業」といえる感想で、これからあるべき地域包括ケアのあり方の一部を示唆す
る内容であった。 
 
【問４：介護予防サロンでの取り組みに参加した感想についてお聞きします。】 
 （1）介護予防サロンの取り組みに参加して、あなたのお身体に変化はありましたか。 

あてはまる番号全てに○印をご記入下さい。の回答欄 10（自由記述） 
（全抽出） 
・気持ちが外へ向くようになりました。 
・特に変化は感じてないが、教わった体操等を思い出し、実施をするということで、だんだん変
わってくると思います。 
・毎日の生活の中で行動を持続して行くことが大切。学んだことを 1つでも多く自分のものにし
ていきたい。 
・もう年だからという思いがなくなり、また今までのように仕事ができるようになりました。 
・皆との会話が楽しみ。 
・よい経験をさせていただき、勉強になりました。友達との会話もでき楽しかったです。 
・いろいろな方々とお話でき楽しかったです。 
・おかげさまで足に自信がついてきました。 
・大きな声や笑いが増えた。 
・皆さんと会話できてうれしかった。 
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【問４：介護予防サロンでの取り組みに参加した感想についてお聞きします。】 
（2）介護予防サロンの取り組みに参加して、あなたの気持ちや精神状態に変化はありま   
   したか。あてはまる番号全てに○印をご記入下さい。の回答欄 11（自由記述） 
（全抽出） 
・家にばかりこもりがちな冬にはとても楽しい時間でした。 
・普段聞けないこと、わかりにくいことが膝を交えて話すことで聞きやすく、親しみがもてたよ
うな気がしました。 
・フラダンスにはまったみたい。 
 
 
【問８：介護予防サロンに参加された方全員に、お聞きします。参加の感想、介護予防サ 
ロンに対する改善希望や今後、期待すること等はございますか。ございましたらご自由に
ご記入ください。】（自由記述） 
（全抽出） 
・会に参加させていただきとてもうれしく思っております。毎日違った問題の中で、それぞれ意
義ある内容でした。終わることに、なんかもうないのかとの気持ちが湧いてきます。 
・毎日の生活に気をつかいながら楽しくすごすことができました。ぜひまたこの時間があること
を心待ちにしています。 
・参加して、よかったと思いました。 
・最初 16 回の予定は大変だなあーと思っていたが、参加しているうちに勉強になり、健康のた
めになり、意義ある事業だと感じ、サロンの日がとても楽しみになりました。終わってみればあ
っという間の 16回でした。 
・参加させていただきすごく勉強になりました。まだ体の痛い所もなく、このまま過ごせたらと
思っています。 
・近所でもみんなと話すことが少なく、サロン等でいろいろな情報を聞くことができるのは良か
ったと思う。今後もお世話になることも多くなると思うが、親しく相談できる、話のできる存在
であって欲しいです。 
・とても良い研修に参加させていただきありがとうございました。 
・今までに参加したことがなかった企画内容で非常に楽しく学び、体験することができました。
今後、いただいた資料に目を通し、身体を動かしてみて、毎日の生活の中に取り入れて、健康維
持と介護予防に努めていきたい。今後、再度機会を作っていただけたら有難いです。必ず参加し
たい。スタッフの皆さまとの距離も自分なりに縮まったことが嬉しい。本当に有難うございまし
た。 
・良好でした。 
・短い期間でしたが、大変にお世話になりましてありがとうございました。皆さんお元気で明る
くしていらっしゃるのがお話の間に聞かせていただき、これからの私のお手本になりました。普
段は家事や畑の草取りに追われ、痛いところも出てきましたので、体操は体がとても楽になりま
した。また、友人にも教えてあげたいと思います。また、先生、スタッフの皆さんにいろいろご
指導いただける機会をつくっていただけますと本当にありがたいと思います。 
・おにぎりのサイズと種類が食べやすく良かった。 
・次回行う場合、時間は昼でも夕方でもよい。食事も食べてきてもよい。 
・私は倒れてから右足が少ししびれ、痛んでいましたが、少し楽になってきたので嬉しく思い、
感謝しております。 
・いろいろな方との出会いの中、楽しい時間を過ごさせていただきました。感謝しております。
ありがとうございました。 
・楽しみでした、皆さんと逢えるのが。 
・このたびは介護予防サロンにお呼びいただき、おかげさまで楽しい時間を過ごさせていただき
ました。先生をはじめスタッフの皆様に正しい歩き方などを教えていただき、今までより歩きや
すくなりましたことを感謝しております。サロンでのリハビリやお友達とのおしゃべりが楽しく
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てあっという間に３か月が過ぎてしまい、気分が暗くなることもなく嬉しく思いました。お世話
になりまして本当にありがとうございました。 
・初めての体験でもありいろいろな面で勉強になりました。３か月あまりの日々が早く過ぎてし
まい、淋しく、次の機会があればぜひ参加させていただきたいと念願しております。スタッフ一
同様のご親切等、本当にありがとうございました。 
・最初は不安であったが日々重ねるごとに楽しく、いろいろ勉強でした。機会があれば参加させ
ていただきたいです。係員の方々、本当にご親切、楽しかった。希望も湧いてきました。 
・楽しかった。体を動かすのも家ではしないけれど、こういう場は大好きです。 
・開催は週１回が適当であり、生活にメリハリができ、はりがあった。夜でなく昼であれば最高
です。今後企画があればぜひ参加を希望します。 
・楽しくて体によく、頭にもよいし、今後もしてほしいです。心と体を現状でいたいです。 
・友達との楽しい会話ができ楽しかった。先生方の真心からの指導に感謝しています。 
・大変楽しく過ごさせていただき、もう少し続けてほしいです。期日が来るたびに嬉しく過ごさ
せていただき、またの機会があればぜひ誘っていただきたいと思っております。よろしくお願い
いたします。 
・毎回、楽しい時間が過ごせてよかったです。 
・昼食があったので助かりました。楽しい時間を過ごせたことは良かったと思います。 
・楽しい時間を過ごせ、生活にもはりができるようになりました。今後も機会があれば参加を希
望したい。もう少し、具体的によい方法があれば教えてもらいたい。 
・毎日が楽しかった。 
・レクリエーションは楽しかったです。食事はおいしかったです。レクリエーションの時間がも
っと長いとよいです。 
・機械を使用しての運動を今少し多くしていただきたいと思います。 
・加齢に伴う身体機能の衰えを少しでも防止できるようこの企画に期待する。 
・週に１回くらい希望したい。 
・おもしろかった。楽しかった。うれしかった（自分の体の状態が判明するのが）。 
・食事が毎日楽しいです。 
・体を動かすことができる。人（社会）とのふれあいができる。ただ、体操のリズムはもう少し
ゆっくりのほうがよい。 
・継続することが大切ですから、続けるようにサロンを開くようにお願いします。 
・勧められたときは参加するか迷いましたが、参加して本当にありがたく、良かったと思ってい
ます。今は教えていただいたところが半端なところがありますので、ぜひ今までのスタイルで継
続していただくと大変にありがたく思います。 
・非常に楽しかったです。これからも続けられるようお手配をお願いします。 
・私は主に料理とフラワーアレンジメント教室に参加していましたが、特にお料理は健康を維持
するために手作りの重要性を強く感じました。経済的でもあります。グループの方々にいろいろ
教えられ、職員の方々には大変にお世話になりました。ありがとうございました。 
・建築折り紙をつくって、細かい作業でもチャレンジできたことで集中力に自信がもてたこと。 
・料理、アレンジフラワーよかった。 
・身体的トレーニングではなしに、参加者同士が和気あいあいとした雰囲気で毎回楽しく参加で
きた。 
・初めての方にも参加できて（立体切り絵）楽しかったです。 
・とても楽しかった。これからもずっと続けていきたい。 
・パソコン教室は参加したい。 
・頭、身体の体操となり、とても良かった。親切で優しい態度で接していただき、うれしかった。 
・楽しく参加できました。介護予防のために脳トレや体を動かす（軽体操）こと等を希望します。 
・とても楽しく、友達も増えて楽しかったです。今後も続けてほしいと願っています。 
・体操やお習字等があれば参加したいと思います。 
・全体的に満足していますが、少し物足りないときもあった。自分の希望がどこかわからないと
きがあった。 
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・これからも長く続けていただきたい。 
・今回の予防サロンの取り組みに満足しています。このような活動はぜひ継続していくことによ
り種々な問題点が出てくると思う。とにかく続けてみてください。 
  
 
２）スタッフの感想と意見 
 
 スタッフの終了時アンケート（P.101 参照）の自由記述部分を紹介する。具体的な内容が多い
ため、こちらについては主に意見を集約してまとめた。 
 スタッフも利用者と同様、介護予防サロンの効果を感じている。医療福祉専門職の多職種協働
の重要性や老健施設のアウトリーチのあり方への可能性も感じているようであった。ただし、サ
ービスの持続的提供については、課題が多く残されている現状も明らかとなった。 
 
 
【問２：介護予防サロンのプログラム施行場所（会場）の選定にあたり、どのような条件
が重要だと思われますか。立地条件、広さ、設備内容等、複合的な側面からご回答下さい。】 
（集約） 
 場所：公民館等、人が集まりやすく、活動がしやすい広さの場所 
    送迎が必要 
    数分で行ける場所 
    調理設備があると良い 
    冬であったのでしっかりとした暖房設備のあるところ 
 
【問３：本年度の介護予防サロンの開催は、4か月で 16回の開催（1クール）でしたが、
開催期間や回数、時間についてどのように思われましたか。それぞれにつき、該当する数
字に○印、設問にご回答をご記入ください。】 
（集約） 
 期  間：半年から１年。３か月では短い 
 開催頻度：週１回程度 
      いつでもやっていて気軽に立ち寄れる形式 
 １回あたり時間：60～120 分 
 
【問４：介護予防サロンの参加対象として、最も適していると思うのは、どのような方だ
と思いますか。高齢者の心身機能、生活環境や社会参加等、複合的な側面からご回答下さ
い。】 
（集約） 
 対象者：70 歳以上全員 
     要介護・要支援認定を受けていない高齢者 
     独居高齢者 
     引きこもりがちな高齢者 
     ある程度自立している高齢者 
 
【問５：あなたが介護予防サロンのプログラムを実施する上で、1回あたりの適正な参加
人数は、何人ぐらいだと思いましたか。以下に理由と併せてご記入下さい。】 
（集約） 
 10～20 人 

    ・一人ひとりの状態を把握したいのであまり多くないほうがわかりやすい 
・10 人以下だと少ない気がして、以上だと多い気がします。10 人くらいでこじんまりと会話
したり、質問に応じたりできるような気がしたからです 
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 ・少人数のスタッフで目が届く範囲 
 ・あまり多人数だと会話もなく、消極的な方も出てきてしまうように感じる 
 
【問６、７は単純集計（P.76）参照】 
 
 
【問８：介護予防サロンを運営する上でスタッフ職種や配置についてお聞きします。】 
（集約） 
【多く挙がった職種と役割。◎が多く◯はその次に多く挙がった職種】 
 ◎看護師   健康指導、医療管理 
 ◎作業療法士 リハビリ 
 ◎理学療法士 リハビリ 
 ◎介護支援専門員 インテーク、コーディネート 
 ◎介護福祉士 活動全般の支援 
 ◯歯科衛生士 口腔ケア 
 ◯事務    事務 
 ◯歯科医師   
 ◯管理栄養士 
【人数】 
 配置については、各職種１名がもっとも多かった。組み合わせは、「看護職、リハビリ職＋介護
支援専門員」を基本としたものが多かった。 
 
 
【問 9：介護予防サロンに近しい取り組みとして、通所リハビリテーションが挙げられま
す。介護予防サロンと通所リハビリテーションを比較した違いについて、A～Eの７つの
側面から、あなたのお考えをご記入下さい。】 
（集約） 
 通所リハビリテーションは ADL 等の能力を重視しがちだが、介護予防サロンは生活機能や広が
り、行動変容に着目した取組であること。 
 
 
【問 10 は単純集計（P.83）参照】 
 
 
【問 11：あなたの機関で実施した介護予防サロンにおいて、プログラム内容、スタッフ
との役割分担等、広く運営に関する事項で「ウリ」や「自慢（アピール）」できることを
自由にご記入下さい。】 
（抜粋） 
・地域の公民館で顔の見える関係性。集団対応だが、参加者の層をみながら楽しめるプログラム
を提供。終了後のお茶のみ相談。 
・併設している機関が多いのでさまざまな視点から働きかけられたと思います。 
・身体、栄養、口腔と専門職がそろっており、さまざまな情報提供や指導ができる。 
・全国的に歯科衛生士と高齢者を結ぶ機会がまだまだ少ないなか、当施設は日頃から高齢者の口
腔ケアに携わることができている。参加した方のほとんどが当歯科に通院されており、口の悩み
など積極的に話してもらえた。ほとんどの歯科衛生士は一般の歯科医院勤務になってしまうが当
施設は一般歯科にプラスして高齢者、入所者口腔ケアにも携われるので幅広い経験をさせてもら
っている。 
・各々の得意なことをプログラムとして提供できるようにプログラム内容を考え、普段地域との
関わりのないスタッフが出て行けるのはとてもよかった。 
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【問 12：介護予防サロン事業を老人保健施設が実施する意義や強みについて、あなたの
お考えをご記入下さい。】 
（抜粋） 
・地域密着型の活動をする老健施設としてとても有意義と感じた。地域に開かれた老健施設であ
るために。 
・普段ケアしている立場から、具体的なアドバイスが行えること。また、その老健施設にはどん
な職種がいて、その中で働いているスタッフはどんな人たちなのかを地域の高齢者に知ってもら
えることができる。 
・多職種の専門職がいたため、それぞれからの視点で協力し、援助が可能であると思います。 
・さまざまな職種がいることからそれぞれの専門性を活かしたプログラムを実施することができ
る。 
・地域との関わりを持てる場となる。専門的な介護予防を行うことができる。 
・地域の方が多々利用されており、多職種がいるので、多くのことが参加される方にアドバイス
できるのではないかと思います。 
・多職種（専門資格を有することで）が知識を活かすことができる。その知識をもとに適切な介
護予防に取り組めると思う。 
 
 
【問 13：その他、お気づきの点やご意見等、自由にご記入ください。】 
（抜粋） 
・介護予防サロンに来たことで高齢者がどう変化していくのか気になるところです。 
・正直いって開催前は気が重かったが、開催が進むにつれ参加者からの好評価が得られ、楽しく
できた。 
・昨年、今年はインフルエンザやノロウイルスが集団感染したというニュースをよく耳にしまし
た。人数が増えるとそのようなことにも配慮が必要だと感じました。 
・今回、認知症の可能性のあるご家族が２名参加された。一般のデイケアでは無理と思われるが
ある期間、一緒に参加していただくことで本人も参加可能となり、ご家族もその様子を知ること
ができ、また私たちも何回かのかかわりの中から、家族関係や生活の様子、ご家族の考え方を知
ることができたことは（時間をかけて）、短時間の訪問での評価より得ることは多かったように思
われる。そこに多くの職種のスタッフがいることも大事だと思われる。 
・初めてのサロンは楽しかったが、次世代の子どもや社会に残るシステムになってほしい。その
ためには、単に身体機能や認知機能等の機能そのものに重きを置くのではなく、健康観や幸福追
求といった姿勢も必要。保険で国が払ってくれるから行くプログラムというよりは、楽しいから、
行きたいからお金を自分で（ある程度）払うシステム作りも必要では。 
・このような介護予防サロンを今後増やしていくのは賛成である。1 回目と最終日では利用者の
方々の顔つきや雰囲気も良い方向に変わっていた。またご家庭で抱える問題点にも早く気づき対
応ができるので、本人や家族の負担軽減につながる。サロンのメリットとして比較的元気な方が
多いので、きっちりとしたプログラムを立てる必要性も大きくは感じないが、ある程度の流れや
柱（たとえば１か月目では○○を達成する）などは決めておいて、それに対してのアプローチの
仕方を施設独自の特色を持たせて運営していくなどしていかなければ、ぐだぐだした進み具合や
サロンの失敗にもつながりかねないと感じた。結果的には当サロンは利用者からの評判もよく、
私自身にも多くの勉強、経験ができるよい機会となった。 
・普段の業務でかかわっている利用者、家族とはまた違った雰囲気で最初は少し戸惑う部分もあ
ったが、回を重ねるごとにお互いが慣れ、明るく楽しい雰囲気で行うことができた。 
・参加者の自発性を引き出し、サロンの参加者同士で交流ができた（サロン以外の日でも）こと
が大変よかった。家族に協力を得て、服薬管理が可能になったことや、介護認定の申請につなげ
ることができたことなども、サロンの役割が果たせたのではないかと思う。 
・外出や屋外での取り組み、アウトリーチも多かったため、保険の適応範囲が不安であった。も
し屋外での実施中に事故があれば…という不安はあった。しかし、だからやらない、だからでき
ないという発想自体、このサロン事業では払拭する必要があったので、あえて参加者や職員と協
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力してやり遂げることができたのは喜ばしいことであった。このように事業として開始する事は、
やってみたいがやり方がわからないとか、やりたいのに法人が OK しないのでできないとか、そ
もそもの部分を動かすのに効果的である。集まる場としてのサロン、活動の場としてのサロン、
自己実現の場としてのサロン…、さまざまな形があってよいものだし、地域性を把握し、地域に
あった展開をしなければ受け入れられないのだと確信した。 
・やはり地域性、ニーズによって事業の内容そのものが変化するのが介護予防サロンであると感
じました。十所十色となりとても難しいけれども、とても重要な事業だと思います。また、一事
業所では完結できないとも感じ、今後展開していくためには、実施者や参加者のみならず、各地
域資源、行政への普及啓発が重要と感じました。       
 
 
４．結果（客観的情報） 
 
 詳細については、各事業所の報告を参照されたい。 
 
１）DASC 
 
 変化はほとんどみられなかった。これは対象者の状態と期間の短さによるものと思われた。 
 
 
２）FIMなど身体機能指標 
 
 変化はほとんどみられなかった。これは対象者の状態と期間の短さによるものと思われた。た
だし、低体重状態にある方など虚弱傾向のある高齢者については、維持・向上の結果がみられた。 
 
 
３）口腔機能 
 
 改善傾向がみられた。 
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介護老人保健施設せんだんの丘 
 
 

１．コンセプト 
 
①役割を持って地域で暮らす（継続性） 
②誰かの役にたとう（主体的活動） 
③何気ない活動の中から小さなリスクの芽を摘む（専門性の活用） 

 
１）継続性 
 事業の終了を目標としない。事業をきっかけとして、新たな考え方を持ち、スタッフ自身が自
ら地域の中で活動できる場である事が重要。参加者及びスタッフが主体的に活動を継続してゆく。 
 
２）主体的活動 
 スタッフが提供するというスタンスから離れ、参加者が望む活動や参加の側面的支援に徹する。 
 
３）専門性の活用 
 何気ない活動の中にある生活の支障の芽をいち早く察知し、専門的視点から助言・指導するこ
とで、大きなアクシデントを未然に防ぐ。 
 
 
２．実施概要 
 
時  間： 13 時 30 分～15 時 30 分（企画内容により変動あり） 
実施職種： 作業療法士 3 名  介護福祉士 1 名  歯科衛生士 1 名 
      介護支援専門員・社会福祉士（実務責任者） 1 名 
     【活動状況にあわせた職員】 
      理学療法士 1 名  作業療法士 2 名  介護職員 1 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回 年 月日 参加人数
事前説明会 10月23日 16
事前説明会 10月30日 8

1 11月6日 24

2 11月13日 20
3 11月20日 20
4 11月27日 22
5 11月30日 20
6 12月4日 21
7 12月11日 20
8 12月14日 15
9 12月18日 23
10 12月25日 18
11 1月8日 21
12 1月15日 21
13 1月18日 20
14 1月22日 20
15 1月29日 21
16 2月5日 19

2月12日 17

2月19日 14
2月26日 15

※現在も継続中
325
20.3

25年

26年

せんだんの丘 　介護予防サロン参加状況

延べ参加者数
平均参加者数

参加予定者に対する事業説明

活動

中間確認

活動

体力測定・問診等

活動検討のためのディスカッション

体力測定・問診等

概要

以降の活動への検討など
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３．対象者の選定や実施場所 
 
○実施の中心、開催場所は、「介護予防通所介護 せんだんの丘 ぷらす」 
・老健施設を中心に実施する事は可能だが、その参加者を集める作業が必要。予防対象者が少な
いうえに、通所リハの場合、短時間リハ特化型という特性上、対象として合致する可能性が低い。 
・本事業のために選定するにあたって、通所対象者では継続的フォローが困難。 
理由としては、①本事業のために参加者を募った場合、提供側も事業のためのシフトとなり、継
続的にその体制が維持できるか不明である。 
・「活動の継続性」と「参加者の主体性」と仮定すると、すでに地域で展開・育成している自主グ
ループを視野に入れるのが妥当。 
・多くの自主グループが抱えている課題は「活動のネタ」である。自主グループの性質を継続し
ながら本事業を活用してもらうことで相互のメリットが生まれる可能性がある。こちらは新たな
「場所」と「ネタ」を提供し、参加者は、活動のネタと場所を得る形になり、自主グループ等の
主体性を損なう事がない。 
・老健施設本体で実施する場合、地域特性上送迎が必須となる。人員の問題として継続は困難で
あり、事業に対する体制を新たに組まなければならない。そういった場合に、現時点で地域の中
の活動を中心にしている事業所が妥当。 
・サロンの特性上、日常生活圏内にある（通り道）気軽な相談場所である必要がある。 
※主体的な参加を「継続」するために、既に関係を深めている「ぷらす」を活用する事が望まし
い。 
 よって、ぷらすが実施している予防通所介護事業や仙台市予防事業、自主グループ養成、地域
包括支援センターの情報等を元に、約 40 名に電話連絡を行った。 
 
 
４．採用した集客方法とその効果、課題 
 
・予防通所介護事業で実施してきた地域の自主グループ化の手法をベースに、「意味のある活動」
「目的のある参加」が必要と思われる人たちへの個別の声掛け 
・声掛けした職員が本事業の主旨や今後の展望など個別に説明したうえで全体の説明会を開催。
この手順を踏むことで参加者の理解が深まり、より主体的な事業になった（図表 1参照）。 
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図表 1 
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５．職員・参加者の意識づけについて 
 
・サロンという新しい考え方に戸惑う職員や、何をしたらよいか迷ってしまう参加者が見受けら
れたので、図表 1の通り、段階的に職員及び参加者の意識づけについて徹底した（図表 2参照）。 
 
１）動機付け 
○元気に暮らせている参加者に対して、どのように関わって行けば良いか？ 
→元気に暮らせていて、活動の場を探している人たちには「今後もやりたいことを長く続けて行
けるよう」に働きかけてゆく。 
→すでに生活に不安を感じている人たちには「どうやったらやりたいこと・楽しいことができる
か」を一緒に考える。 
 
※日常的にサービス提供を行う我々は無意識的に「やってあげる」癖がついているため、あえて
「見守る」や、不安がありながら「できている」を側面的に支援する事には大きな考え方の転換
が必要であった。 
 
２）せんだんの丘のコンセプト 
元気に暮らすためには「役割」が必要である。 
役割を持つためには「活動」が必要である。 

活動を通して役割を見出し、その役割を担う事で、精神的・身体的にも健康を保ち、「居場所」を
作ることが我々せんだんの丘の考える「介護予防の姿」である。 
また、活動に参加したくても体力的に課題がある人たちには、活動を楽しめるだけの基礎づく

りとして「運動」を手法的に用いる。 
加えて、この「活動」「役割」「運動」の良循環を作るために、必要性の比重を充分アセスメン

し見定め、その人に必要なプログラムを提供する一連の流れの背骨を、作業療法士の専門性を活
用してゆく。 
平素な日常生活上の行為（調理・掃除・買い物など）を繰りかえす、または賦活する事で、手

続き記憶等へのアプローチとし、認知症の予防を目指すとともに、サロンの特性でもある認知症
をはじめとする生活障害に早期介入し、地域生活をより長く楽しく継続できると期待するもので
ある。 
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図表 2 

説明会	 
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６．内容の決定（活動の選定） 
 

 
・活動に対する嗜好調査を実施し、上記のような結果が出たため、これを元に、まずは選択性を
持った活動の提供を実施した。また、スタッフが支援可能な活動及び、リーダーになり得る参加
者がいる活動を中心に抽出した。 
 
１）楽々ライフグループ 
 ・調理 ・賢い収納 ・簡単雪かき ・その他 
 
２）わくわくライフグループ 
 ・絵手紙 ・書道 ・俳句 ・囲碁、将棋 ・読書 
 ・編み物（手編み、刺繍、パッチワークなど） 
 ・デジタル活用（写真、インターネットなど） 
 ・フラワーアレンジメント 
 ・フラダンス ・日曜大工 ・その他 
 
３）地域貢献グループ 
 ・地域の見守り ・子供、孫の世話 ・ボランティア活動 ・その他 
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事例 3：得意なことを活かしてＰＣ修理 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①年代物のＰＣを引き取りました。 
故障して動きません。 ②みんなで分解して･･･ 

③キーボードもばらして･･･ 

④掃除機で中を吸ってみ

て･･･ 

⑤電源が入ってデー

タを確認していたら、

15 年前のデジカメの
データが出てきまし

た。 
ご本人がずっと探し

ていた画像だったそ

うです。 
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＜事例 1＞について 
 アルツハイマー型認知症の診断を受けて数年たったが、生活上大きな支障はない。しかし病名
からくる不安により、他者との関わりに自信を持てなくなっていた。サロンに参加する前は、通
所介護サービスを利用していたが、なんとなく馴染めない感覚があったとの事。しかし今回、サ
ロンの開催主旨を聞いて参加に至り、自分がやりたいと思いながら踏み切れなかったＰＣの操作
について挑戦できたとの事。職員からＰＣ操作のレクチャーを受け、その内容をメモに取り、自
宅で試しながら清書し、自分流のマニュアルを作成した。 
最終的には、テンプレートを使用し自作の年賀状を投函する事が出来た。現在は、身につけた

ＰＣ操作（印刷など基礎的な技術）を元に、孫の写真や活動の写真など、自分から「印刷するか
らいってね」と役割を買って出ている。 
 
＜事例 2＞について 
 調理が得意で、誰かに食べてもらうことが嬉しいと話しながらも、「今の若い人たち（職員）は、
ちゃんと食事もとってない」と言い、みんなで栄養のあるものを作って食べましょう！という弁
当をみんなで食べる企画を本人から受ける。 
 職員については、本人から相談を受けた部分のみ協力したが、グループを作り、買い物や調理、
下準備の役割を手際よく割り振り、当日の盛り付けや会計までリーダーシップをとって行う事が
出来た。 
 料理が得意なんだけど、「家族に食べさせるばかりで張り合いが無い」「若い人たちが頑張って
いるのだから年寄りは応援しないと」と話し、サロン開始当初から、みんなに料理をふるまいた
いと考えていた様子。また、同時に男性で一人暮らしの参加者に、簡単な野菜スープの作り方を
レクチャーしたり、簡単な酒のつまみの作り方などもレクチャーしていた。このレクチャーを受
けた男性参加者は、この後の開催で、教わったスープを参加者全員に振る舞って好評を得ていた。 
 
＜事例 3＞について 
 もともと機械いじりが好きだったが、最近手が思うように動かないために、すっかりやらなく
なったという男性を中心に、自宅で不要になった電化製品を回収し修理するという企画を行った。
この回は電源が入らず不要になったＰＣを回収し、皆で修理する事になった。この男性はＰＣ操
作時にマウスの操作がうまくいかず、ＰＣを使わなくなった等の困りごとの相談も受けていた。
この時から作業療法士が一緒に作業を進めながら、使いやすいマウスや自宅での訓練メニュー等
を指導していた。しかし、ドライバーの操作などはやはりなかなかうまくいかず、同じグループ
の男性が、「教えてくれれば俺がやる」という発案により、この男性は指示担当で、作業部隊を指
揮する事になった。 
 結果、ＰＣは再び動き出し、当時のデータを閲覧できるようになった。この時にＰＣ処分を申
し出ていた女性参加者が個人情報などのデータを消した方が良いか？と尋ねてきたので、データ
を確認していたところ、15 年前に参加した同窓会のデジカメ画像が見つかった。本人は送っても
らっていた事はわかっていたが、どこに入っていたかわからなかったという。ふとした縁で、15
年前の懐かしい思い出を見つける事が出来た。 
 
８．測定等からの変化について 
 
 測定項目において全般的に大きな変化は見られなかった。これに関しては元々地域生活上支障
のない参加者が多く参加したためと考えられ、また、運動機能に直接働きかける運動プログラム
を積極的に取り入れない試みとしたためとも思われるが、活動を中心としたプログラムであって
も、今回の事業参加者の状況においては充分な機能維持を図れたと言える。 
①握力→全般的に向上 
②通常歩行速度→概ねの参加者に微増傾向 
③FIM→全般的に維持 
④DASC→全般的に維持 
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 また、当施設での独自項目として、「一日の生活スケジュール」を各個人で作成し、一日の過ご
し方や一週間の予定等を振り返りながら意識づけを行った。 
前述の「高齢者嗜好調査表」を用い、活動に対する興味関心などのアンケートを行い、こちら

から提供するだけの活動ではなく、参加者が主体的に参加する活動づくりを基本とし、運用を進
めてきた。併せて「生活行為確認票」を使用し、生活上困りごとがあるかを確認した。これにつ
いてはほとんどが生活上困っている事はないという結果であったが、この点に関しては継続的に
確認してゆく必然性を感じている。 
 
 
９．まとめと課題 
 
 今回実施した地域の中で、元気な人がより長く元気に暮らし続け、時に助け合いながら地域で
の生活を自らが考える良い機会となった。我々がサービス提供する中で陥りがちな「提供する＝
我々がやる」という提供者主体の考え方では、地域で生活している方々の力を引き出す事は出来
ない。我々が準備し、それに参加してもらう事は導入として必要な手順ではあるが、本来持って
いる参加者の意向や力を引き出し、活用するためには、その主体性に今まで以上の配慮と仕組み
が必要だと痛感した。我々が全てお膳立てして参加者を募り、その形を継続してゆくという事は、
利用者の主体性を奪ってしまいかねない。むしろ、地域生活を送っている方々は、自分たちで考
え、前に進める力を持っている。それに気が付かずに、今までのように向き合っていた場合、提
供されることを待つ受け身の姿勢の参加となり、参加者が主体的に活動を継続するという姿を見
る事はできなかっただろう。 
 現在無事事業終了を迎え、少しお休みしている方もいるが、新たに友人を連れて参加する方々
もおり、規模的には変わらず推移している。やってみたい事を皆が相談し、それが得意な人たち
を誘い、やってみたい人たちが参加する形になり、我々スタッフは、現在見守りや相談役となっ
ている。 
 しかしこの形も限界がある。施設の建物として現在の活動が限界であるし、業務と並行して進
める事のリスクもある。今後の活動の展開としては、施設内で活動する集団と（拠点）、外に出て
ゆく集団に分けてゆき、施設の中に留まらない活動として発展させていきたい。 
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中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」 
 
 
１．コンセプト 

  
 老健施設の特徴である多職種からの情報発信。老健施設職員の地域との交流。 
 
 
２．実施概要 

  
 日時：毎週水曜日（1月 1日と会場の都合の 2回、計 3回を除く）、14 時～15 時 
 場所：よってがねえ館（地域の公共施設） 
 職種：医師、看護師、作業療法士、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士、支援相談員、事務局（地

域包括ケアセンター、老健施設の事務・事務部長）が回ごとに必要に応じて参加 
 
 
３．対象者の設定や実施場所 
 
 対象者の選定：ある 1地区で、介護予防に興味を持たれた方 
 場所：よってがねえ館（地域の公共施設） 

 
 

４．採用した集客方法とその効果、課題 
 
 対象地区に公民館を会場とし、自ら集合していただいた。 
 基本的にはお互いに連絡を取り合い、協力し合いながら集合してくれた。 
 降雪時は数人に対して、こちらで送迎対応を行った。 
 
 
５．実施したプログラムとスケジュール 
 
内容とスケジュール、プログラムごとの事業者（提供者）・参加者の評価 
 
 プログラム： 
 1 回目：開始の挨拶、趣旨説明、体力測定 
 2 回目：転倒予防のお話と運動 
 3 回目：認知症予防のお話とゲーム 
 4 回目：食事・栄養の知識と確認 
 5 回目：口（咀嚼・嚥下・清潔）のお話と実施 
 6 回目：色カルタ 
 7 回目：薬のお話、運動 
 8 回目：介護保険のお話、運動 
 9 回目：転倒予防のお話とゲーム 
 10 回目：認知症予防のお話とゲーム 
 11 回目：介護保険のお話 
 12 回目：食事・栄養の知識と確認 
 13 回目：色カルタ 
 14 回目：口（咀嚼・嚥下・清潔）のお話と実施 



 32 

 15 回目：漢方薬のお話、運動 
 16 回目：体力測定、終了の挨拶 
 
 提供者は資料等の前準備により自らの研鑽になったと思われる。 
 参加者からは毎回ためになったとの評価を得た。 

    普段地域にあまり出ない提供者（職員）にとって、地域との交流は新鮮だったと思われる。 
 
 

６．運営の課題（継続の課題、終了の課題、恒常的な運営を考えた場合の課題など） 
 
 恒常的な運営を考えた場合、事務局的な立場（今回 3名が対応したが…）は 
 ・通常業務への負荷がかかる。 
 ・また、地域全体への提供を想定した場合、広範囲に地区が点在し、各々に高齢者が少 
  ないため、その運営方法は悩ましい。 
 
 
７．その他（効果測定、サービスの位置づけ） 
 
 長期的に継続することで介護予防という意識を持って生活していただく効果はあると思う。 
 介護予防の拠点である地域包括支援センターとの連携という点が重要と思われる。 
	 

2013.10.23 開始の挨拶、趣旨説明、体力測定 

 
 
2013.11.06 認知症予防のお話とゲーム 
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2013.11.13 食事・栄養の知識と確認 

 
 
2013.11.27 色カルタ 

 
 
2013.12.04 薬のお話、運動 

 
 
2013.12.11 介護保険のお話、運動 
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2013.12.18 転倒予防のお話と運動 

 
 
2013.12.25 認知症予防のお話とゲーム 

 
 
2014.01.09 介護保険のお話 

 
 
2014.01.16 食事・栄養の知識と確認 
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2014.02.12 体力測定、終了の挨拶 

 
  



 36 

介護老人保健施設いこいの森 
 
 
１．コンセプト 
	 	 

	 いこいの森「介護予防サロン」では、あえて最初からプログラムありきとせず、毎回の参加者
との会話や交流の中から、お一人お一人の趣味や昔の仕事などを聞きだして、次回以降のプログ
ラム策定の参考とし、参加者一人ひとりの自発性の発揮を期待した。 
 「心もホット！気持ちもほっと。私たちと一緒に楽しいひと時を過ごしませんか。」「住み慣れ
た町でいつまでも生き生きと元気に暮らしていけるよう、お一人お一人のやりたいこと、できる
ことから、私たちと一緒に楽しみながら介護予防をしてゆきましょう！」（P.43：募集チラシと
コンセプト） 
 それにより、さまざまな創作活動や各人の趣味や得意な事を披露しながら、一人の脱落もなく
最後まで楽しく継続して参加できたサロンとなった。サロンの中での会話や交流から、楽しみ・
意欲などの認知機能が賦活され、意欲の改善は活動性を上げ、サロン外の日常生活にもハリをも
たらし、認知症の予防に繋がり、心身の廃用を防ぐ効果をもたらしたと考える。 
 
 
２．事前準備・地域へのヒアリングと課題 
 
 事前準備（募集協力）のため、地域の民生委員・地区社協・地域包括などへヒアリングを実施
（詳細は中間報告）。その結果、地域の行政・住民団体でもさまざまな介護予防活動が行われてい
るが、どれも継続的な参加や、閉じこもりの独居高齢者の参加には至らない現状の課題が浮び上
がった。	 
	 

	 

３．実施期間・回数・場所・スタッフの設定 
 
 平成 25 年 10 月 28 日（月）～平成 26 年 2 月 17 日（月）毎週月曜日 17 時 30 分～19 時（90
分）、計 16 回。 
 全回とも「介護老人保健施設いこいの森別館デイケアセンター」（デイケア終了後）にて開催し
た。 
 主要スタッフ 12 名（医師 1、看護師 1、リハ職 4、介護職 2、支援相談員 2、歯科衛生士 1、
管理栄養士 1）の他、毎回 2～3名の協力（リハ職 1～2名、介護職 1～2名）により、参加者に
1対 1で会話できる体制で迎えた。途中 2回ほど地域包括支援センターからも 2名の方に視察を
兼ねて参加協力いただいた。 
 
	 

４．対象者の選定と全体を通しての参加率 
	 

	 法人併設のクリニック（有床診療所）の外来患者の中から担当医師により、近隣にお住いで要
介護認定を受けておらず、心身とも虚弱と思われる方やそのご家族に、募集チラシ（添付）など
でご案内し、地域包括支援センターの協力を得て、特定高齢者等他の行政の予防事業と重複しな
いかチェックしてもらい 15 名の参加者を選定した。 
 最終的な参加率は 95％となった。（欠席理由は家族行事や風邪もしくは認知症が疑われた夫の
自立性を見るため、あえて妻に欠席してもらったケースで、最後まで全員が継続参加した。） 
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５．実施したプログラムとスケジュール 
	 

	 いこいの森では、回想法的なアプローチを採用し、プログラムの進行はその都度参加者の自発
性にまかせ、初回は顔合わせや会話を重視し、参加者個人の趣味や得意な事柄の聞き取りから始
めた。   
 スクリーニングの実施は 2回目以降から個別に自然な流れで行った。また、所定 6項目のスク
リーニング以外に、転倒予防や歩行指導の一環として「足関節の可動域」を追加して評価し、歩
き方や姿勢などの個別のアドバイスを実施した。目立った数値の改善には至らなかったが、「歩行
姿勢が綺麗になり、出歩くことが楽しくなった。」などの意見も聞かれ、日常の活動性の向上に効
果があった。 
 身体面のプログラムでは、椅子に座りながらの「ストレッチ体操」を毎回最初に 5分ほど実施。
体と心が温まってその後の活動を促した。集団体操として「転倒予防体操」と「腰痛予防体操」
を全 16 回中 8 回実施した。回数を重ねるほど参加者が増え、最後の方は全員が輪になって実に
楽しそうであった。他にも歯科衛生士による口腔ケアや歯の手入れなど、毎回食後に 2～3 名ず
つ声をかけながら行った。 
 認知面のプログラムでは、特別に準備したプログラムはなく、試しに「脳トレ（パソコン）」も
置いて触ってもらったが、慣れないパソコン操作に戸惑うばかりで効果はなかった。参加者の趣
味や特技や昔話など聞き出しながら自発的な創作活動などにつなげた回想法的なアプローチが、
認知面に働きかけるプログラムそのものであり、そのことがスタッフや参加者にさまざまな発見
や大きな成果をもたらした。 
 
	 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

にも配置できます。抜粋用テキス
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６．実施内容・プログラム・スケジュールへの事業者・参加者の評価 
 
１）認知機能プログラムの評価 
（１）認知症の疑いの発見と、介護認定へつなげた事例 
 ＤＡＳＣ18、ＤＡＳＣ21 とも、数値面での著明な低下や改善はなく、現状維持が図れた。 
 しかし参加者の様子を観察していると、自発語が増えて来た人、意欲的になってきた人、表情
や会話がしっかりしてきた人が多くみられた。 
 ＤＡＳＣのスクリーニングとともに、このようなサロンの中での会話や交流の中から、新たに
認知症の疑いのある方が見つかった。更に、ＨＤＳ-Ｒ（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）を
実施した 4名の方について認知症（もしくはその疑い）であることがわかった。うち 3名に対し
て、本人・ご家族ともサロンの活動を通じてスタッフのケアマネジャー・支援相談員としっかり
相談ができ、最後には介護認定の申請につなげることができたのは、今回のひとつの成果である。 

 
（２）高血圧・薬の飲み忘れの発見と、適切な服薬管理につなげた事例 
 サロンでは毎回バイタル（血圧、体温）の計測を行った。15 名中に血圧の高い人が 3 名みら
れた。 
 うち 1 名は家族に伝え、薬の変更につながった。また他の 2名は病院で薬の処方を受け、本人
に聞いても「飲んでいる」と言っていた。それぞれの家族と連絡をとり、1 名は服薬の忘れがあ
ることが判明、他の 1 名については、家族と話し合い服薬の時間を変えるなど適切な服薬管理に
つなげた。この 2名については、認知症と思われた。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） 回想法的なアプローチで、さまざまな創作活動につなげた事例とその効果 
 サロンでは会話や交流を大切にし、会話の中から参加者の趣味や、昔の仕事などを聞き出して
いった。好きなことで会話は自然と盛り上がり口数も増えた。スタッフはこれらの会話をメモに
とり、次回のプログラムの参考とした。趣味や「昔取った杵柄」を、次回のサロンに取り入れる
ことで、さまざまな創作活動や得意な事を披露してもらう活動につながり、活動性・意欲面の改
善に大きな効果をもたらした。以下、このような会話や交流の中から生まれた数々のエピソード
を紹介する。 
 
①お茶会 
 Ｂさんとの会話の中から、昔からお茶の先生をされていたことがわかる。以前は幼稚園児を招
いてお茶会をしたことなど楽しく話される。この話のきっかけから、サロンでも「お茶会」をや
ってみようということになった。正月明けの回に、着物姿でお茶をたてていただき、参加者が各
自持ち寄ったお花や掛け軸を飾り、本格的な「お茶会」を行った。久しぶりの「お茶会」は準備
も大変な様子だったが、他の参加者が喜んでお茶を飲む姿をみて「やって良かったわ。」と誇らし
げに微笑む姿がみられた。Ｂさん「知らない人との出会いがあって、うちとけると楽しくなり続
けてこれた。」と感想。 
 

にも配置できます。抜粋用テキス にも配置できます。抜粋用テキス



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
②洋裁（ズボンづくり） 
 ＨＤＳ-Ｒ＝14/30 で認知症が疑われたＣさん。開始時はずっとぼんやりとした表情で固まっ
ており、娘さんも一緒に来られ不安な様子であった。得意な事はと聞くと、昔は洋裁が趣味で「自
分で作ったものをよく人にあげていた。」と言われ、スタッフにズボンの型紙作りを嬉しそうに教
え始める。次回スタッフが用意した布に和バサミを入れ始めると、とたんに表情がシャキッと変
わり、スイスイとハサミを進め始めた。一緒に来ていた娘さんが心配して口出しをすると「ここ
はこうなんや」と自分の意見を返すなどの意欲、発動性が強くみられた。その頃よりサロンでの
表情もはっきりと明るくなり、集団体操でも一番前に来て、自分からしっかりと身体を動かし始
めるようになった。 
 本人は「お喋りをしたり体操がよかった。ズボン作りなど得意な事を聞かれるのはうれしい。」、
娘は「母の物忘れに不安を感じていたが、皆さんと楽しく体操する姿を見て安心できた。」と感想。 
 
③料理づくり  
 Ａさんはご主人を亡くしてから一人自宅に閉じ籠りがちの少し気難しい方で、当初は継続参加
できるか、本人も担当医師も不安に思っていた。初回のスタッフとの会話で「私は専業主婦だっ
たから、料理を作るのが大好きなの。今はそれを食べさせてあげる人が居ないのが寂しい。」と悲
しそうに話された。しかし 2 回目から「みんなに食べてもらいたいから」と、手づくりの佃煮や
銀杏おこわなどいろいろな手料理を作って持参されるようになった。そのころから目に見えて表
情が明るくなり、他の参加者との交流も増え、サロンで始めて会ったＨさん、Ｃさんの２人と特
に仲良くなり、サロン外の交流や散歩にも活動が広がり、「お茶会」にも自慢の掛け軸を持参され
るなど、最後まで楽しく継続参加された。Ａさん「人に食べてもらえることが嬉しくて、楽しく
料理を作ってきた。ここにきて友人も出来て良かった。」との感想。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
④日常生活への波及 
 サロンの中では食事をしながら参加者同士の間で多くの会話がみられた。これらの交流は、サ
ロンの中だけなくサロンの外にも広がっていったことは予想外の展開であった。前述のＡさんが
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サロンに持参された手料理はどれも美味しく、他の参加者から「その作り方を教えてほしい」と
声が掛かった。Ａさんも喜んで電話番号を交換し、その後何度か自宅に招いて一緒に料理作りを
されることにつながった。サロン以外の日常生活の中にも交流が広がったことは今回のモデル事
業の大きな成果であった。 
 
⑤さまざまな創作活動へ波及 
 小物作りの手芸が趣味のＤさんとＥさん。初回の会話の中からスタッフが聞き取り、2 回目に
は自分たちが作った小物を「みんなに貰って欲しい」と持参されるようになり、干支にちなんだ
作品（馬）の材料を持ち込んでスタッフに教え始めた。Ｄさんは、最初静かでぼんやりしていた
が、自然にサロンの中にできた小さな手芸教室を通じて他の参加者との交流も増え、自作の水墨
画の掛軸を「みんなに見てほしい」と持参されるまでになった。Ｅさんも趣味の小物作りだけで
なく、お手製のゆずジャムなどを持参されてみんなの好評を得て嬉しそうにされていた。 
 ＦさんＧさんご夫婦も手芸作品を作られ、妻のＦさんは「みなさんにも食べてほしいから」と
お菓子を作って持参されるようになった。ご主人のＧさんは若い頃の仕事（道具屋）から、サロ
ンの洋裁（ズボンづくり）で使っていた和バサミをみて「切れにくそうだから研いでやろう。」と、
昔仕事に使っていた何種類もの砥石を持参され、実演を交えながら研ぎ始めると生き生きとした
表情になり、施設の厨房の包丁やハサミなども砥いでもらった。 
 編み物が趣味のＨさんは手編みの毛糸帽子を他の参加者やスタッフにたくさんプレゼントし、
現役農家のＩさんは自慢の「お餅」をサロンに提供され、サロンの中でぜんざいにして振る舞わ
れた。このように中盤以降は参加者同士が刺激し合って、予想以上にいろいろ多彩な趣味の世界
が次々と繰り広げられていった。スタッフもこんなにみんな多趣味だったのかと驚かされた。お
正月の回はみんなで「書初め大会」をして、書き上げた作品をサロンに飾って楽しんだ。 
 各人が自分の好きな趣味や特技を持ち寄ることによって会話や交流に弾みがつき、回を重ねる
ごとに参加者全員の意欲が盛り上がっていく変化がみられた。これらはサロンの中の会話や交流
の中から自然に生まれた活動であり、元々予定して提供したプログラムではない。そのことがか
えって活発で自発的な活動につながった。そのためには参加者一人一人の趣味や特技、生活史を
スタッフが会話の中から聞き出し、毎回の会議でそれを共有し、次の会話やプログラムに反映さ
せたことが役に立った。スタッフも予想以上の変化に今回のモデル事業に手ごたえを感じた。 
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（４）認知機能の評価に関する課題 
 介護予防サロンにおいて、ＤＡＳＣの実施に関して困難さを感じたので下記に報告したい。 
ａ）世帯構成（独居、夫婦二人世帯）によって、ご本人に聞き出すしかない場合が多い。 
ｂ）初回評価では家族と関係性が全くなく、協力依頼に難しさを感じる。 
ｃ）家族からの情報収集であっても、設問に対する回答が、「ときどきある」レベルか、「頻 
  繁にある」レベルか判断しづらい。 
 
 以上の理由ａ～ｃを考えると、家族からの聞き取りを主とする評価にくらべ、直接ご本人に聞
き取りをする評価（ＨＤＳ-Ｒ等）の方が、サロンでは簡便で実施しやすいのではないかと思う。 
 
 
２）身体面のプログラムの評価 
（１）総括 
 握力、5ｍ歩行、足関節背屈（いこいの森独自）、FIM において、数値上には著明な低下や改善
は認められず、身体機能面の評価は維持されていた。しかし参加者との会話の中から、 
 ①日常生活上で転倒に注意する意識が向上し、転倒回数が減少したこと 
 ②屋内や屋外を歩行することに対して自信が向上し、今まで行っていた屋外活動（畑作業や散
歩）を再開されるなど前向きな意識が随所に認められた。 
 参加者の意識を自宅外の活動へ自発的に向かわせることで、歩行距離や下肢筋力の維持・向上
を図っていけると考える。そのためにサロンでは、下肢筋力向上や体力向上に対して積極的な運
動プログラムを提供するというよりも、参加者の身体状況や活動に対する不安や恐怖を傾聴し、
それに対して専門職から適切なアドバイスを行うことや、集団でプログラムなどを実施すること
が重要である。 
  
（２）身体機能評価項目に対する今後の課題 
 FIM については、初期・最終の評価結果において、著明な変化は認められなかった。しかし FIM
については、日常生活動作項目に対して外的環境（家族や手すりなどの環境）からの介助量に関
しての評価結果は表しやすいが、完全自立・修正自立レベルの参加者の動作の質（安全面への配
慮が増した、動作が行いやすくなった）や動作に対する恐怖心に関して、評価結果として表れに
くい。 
 そこで TUG（Time Up and Go：歩行能力や動的バランス，敏捷性などを総合した機能的移動
能力の評価法）を用いれば、FIM における完全自立・修正自立レベルの方の動作の質を客観的に
評価できる指標になると考える。 

 
 また歩行速度や日常生活動作能力を評価することも重要あるが、身体機能を維持しつつ、安全
に楽しく日常生活を送るためには、転倒歴や自宅外での活動等をどのような内容で、どの位の頻
度で行っているかを評価することも非常に重要である。 
 今回の介入においては、上記に対して、利用者や職員のコメントでしか評価を行っておらず、
具体的な内容や頻度、初期と最終評価においての変化を客観的にとらえることができなかった。 
 そこで、LSA(Life space assessment)を使用することで、自宅外での活動の内容・頻度を客
観的指標で表すことが可能になり、利用者の活動変容などを捉えることが可能になると考える。 

 
３）口腔・嚥下（歯科衛生士）の評価 
 歯科衛生士による口腔ケアの評価では、サロン前後で著明な変化はみられなかった。参加者は
歯科の定期健診を受けている方も多く、セルフケアに自信があって歯科衛生士のアドバイスをな
かなか聞き入れてもらえないと感じた。ただ「欠けている歯があっていい歯医者に行きたい」と
いう方に自院を紹介できたこと、治療後の残根歯があり化膿していたが「薬のため抜歯できない」
と言われた方に大学病院の口腔外科を紹介できたこと、「最近薬が飲み込みにくくて、ムセる。」
といわれた方に、水ではなく専用のゼリーで飲んでもらっていたら、ゼリーがなくてもムセなく
なったケースなどがあった。 
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７．事業運営への課題（継続・終了の課題、恒常的な運営への課題） 
 
 今回のモデル事業を通じて、当施設の目と鼻の先にも、自宅に閉じこもりがちで身体・認知知
面も衰え始めた方や、介護保険サービスからもれ老々介護で不安を感じている夫婦が何人も埋も
れていることにあらためて気づかされた。いこいの森の「介護予防サロン」はこれらの方の意欲
や活動性を向上させ、認知症の早期発見と予防に効果があると思われた。 
最終回には「このサロンに継続して参加したい。」という参加者の声もたくさんいただいた。そ

こで、少し規模を縮小し、1 か月 1 回の割合で継続開催していくこととなった。そこで参加者の
その後の変化をフォローしていきたい。またこれまで手の届かなかった他の予防すべき高齢者に
も広げたい。 
 今や認知症患者は全国に 400 万人とも 500 万人とも言われ、予備軍を含めるとその倍以上に
もなり、超高齢化の進展にともない今後さらに激増する。住み慣れた地域の中で安心して暮らし
ていけるよう、このような「介護予防サロン」的な仕組みが全国の老健施設で出来るような制度
づくりが必要である。また、恒常的な運営への課題としては、地域の医療機関（開業医）との間
にアンテナを張って、地域に埋もれている障害高齢者を見つけていくことも必要である。 
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老人保健施設創生園	 
 
 
１．コンセプト 
 
 老健施設が地域貢献として行う介護予防サロンであり、施設の特徴を生かし、運動器機能、認
知機能、口腔機能等の維持向上に資するプログラムを提供し、高齢者の自立した生活の維持、お
よび、要介護・要支援状態への進展を阻止することを目的とする。 
 
＜特色＞ 
 ○老健施設を利用 
 ○トレーニング機器充実 
○食事を提供 
○パワーポイントで可視化 
 
 
２．対象者の設定 
  
 施設近隣の 1次及び 2次予防事業に該当する高齢者。 
 
 
３．採用した集客方法とその効果・課題 
 
１）集客方法 
地域包括支援センターにて施設近隣の高齢者に直接声かけを行った。 

 
２）効果 
参加者が友達を誘うなどあり、定員を超える参加者が集まった。 

 
３）課題 
 今回、モデル事業では老健施設が広くお知らせして人を集めることは、県介護保険課から NG
であった。 
 
 
４．実施したプログラムとスケジュール 
 
１）プログラム 
・初回と最終回に評価測定 
・バイタルチェック 
・集団体操（独自で作成した動画） 
・身体トレーニング（コンパス、エルゴメーター、バランスボールなど） 
・脳トレーニング（パワーポイントで記憶テスト、クロスワードパズル、間違い探し、神経衰弱
など） 

・食事＆交流 
・レクリエーション 
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［聞き取り調査］	 	 ［PowerPoint］	 

	 	 
［筋力測定］	 	 	 	 ［口腔検査］	 

	 	 
［集団体操］	 	 	 	 ［エルゴメーター］	 

	 	 
［神経衰弱］	 	 	 	 ［レクリエーション 1］	 

	 	 
［レクリエーション 2］［記念撮影］	 

	 

 
 
２）スケジュール 
 実施時間帯は、10 時 45 分から 14 時（3時間 15 分）。 
 午前中は、バイタルチェックを行ったあと、オリエンテーション、体操、筋トレを行い、昼食
交流の 1時間をはさんで、午後 1時間をレクリエーションの時間にあてた。 
 

 
３）提供者の評価 
 
（１）内容について 
認知機能低下予防並びに運動機能向上を目的にした介入であれば十分であったと思うが、何か

実生活で改善が見える（感じる）内容を追加できればよかったと思う。 
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（２）スケジュールについて 
流れや各時間割りに関しては、それぞれに十分な時間が取れており、よかったのではないかと

思う。ホームプログラムの充実を図るべきだった。 
 
（３）プログラムごとの評価 
①体操 
 動画を用いたことは良かったと思うが、内容やスピードはもう少し検討が必要と感じた。 
②筋トレ 
 機器を使用することで十分な内容であったと思われるが、個々にあった運動提供（評価を含む）
が不十分であり、今後の課題。 
③脳トレ 
 内容や実施方法は適切であったと思われるが、マンネリ化しないような工夫が必要と思われる。 
④レク 
 集団で楽しく行うことができた。「何かやりたいことはありませんか？」と募集してみたが、個
別の意見は挙がってこなかった。 
 
 
４）参加者の評価 
 内容的には十分満足しているが、回数や時間については足りないとの意見が多かった。利用者
の興味としては、トレーニングを期待する声もあれば、レクリエーションや他者との交流を挙げ
るケースもあり、幅広い価値観に対応する必要性を感じた。終了に際して、ほとんどの方が事業
の継続を望んでいた。 
 
 
５．利用者の状況と変化 
 
１）利用者の状況 
・対象者 16 名（男性 4名、女性 12 名、平均年齢 79.3±5.8 歳） 
・利用者の出席率（91.8％） 
・当施設利用者のご家族も多かったが、その中でも心身機能の低下が伺える状況だった。 
 
２）変化 
（１）測定結果から 
 握力・歩行速度の他、独自に下肢筋力とかなひろいテストを実施した。総握力（左右の合計）
の変化は小さいものだったが、下肢筋力・かなひろいテストは大きく改善するケースが多く、特
に初回、測定結果が低位だった方のすべてが改善の傾向を示していた。これは介護予防の目的に
合致した結果であると考えられる。 
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上記のような変化に鋭敏な測定方法を用いることで、利用者の意欲づけにも有効に使えると考
えられる。 
 
（２）事例より 
 腹部手術にて入院中に幻覚などの症状に悩まされ、退院後もうつ傾向で引きこもり状態であっ
た参加者。サロン参加当初、言葉少なくポツンとしている状況だったが、他者との交流がもて、
個別的に悩みを聞きコミュニケーションを取ることで、次第とグループの中でも会話できるよう
になり、活動的にプログラムに参加するようになった。参加することに大きな意義があったケー
スである。 
 
 
６．運営の課題 
 
１）介護保険制度との関係 
（１）老健施設という場所 
 施設基準の取扱数を超えないように。 
 
（２）人員 
 介護保険下の職員は介護保険業務に付くこと。今回、専任職員は休暇日にて対応。 
  
2）プログラムのマンネリ化 
 プログラムに変化と工夫が必要。 
 
3）サロン後の受け皿 
 サロン終了後、また引きこもりや機能低下に陥る可能性も否めない。 
 
 
７．その他 
 
１）中津市の動向 
 中津市から新たな介護予防事業の委託募集あり。1 次予防（より早期）からの総合的な介護予
防を目指している様子。	 
	 当施設は、今回のモデル事業の経験を活かし、当該委託事業に参入の予定。 
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対象：1次・2次の区別なく対象（10～15 名） 
実施場所：委託事業所の施設（公民館等も可） 
実施回数：1クール 12 回（3か月） 
実施内容：主に運動器機能向上。栄養教育、口腔機能向上を盛り込む 
委託料：1名 3000 円/回 
利用者負担：1回 100 円 
	 	 

 
２）介護予防事業の未来予想図 
 官民が協働して介護予防という責務に挑む。行政が主体的に事業を実施・監督し、老健施設が
事業の担い手となる。老健施設は、豊富な人材と知識を有することが求められ、地域医療・介護
の船頭として社会貢献を行っていく。サロン修了者は地域の公民館で開催される自主グループに
参加することで介護予防を継続し、老健施設はそれを Frank に支援していくという連携が必要で
はないかと考える。 
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アセスメントデータ 
 
 
 

介護予防サロン参加者の初回、終了時のアセスメントデータを紹介する。 
 
 

介護老人保健施設せんだんの丘（宮城県） 
中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」（群馬県） 

介護老人保健施設いこいの森（三重県） 
老人保健施設創生園（大分県） 
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◯介護老人保健施設せんだんの丘 
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◯介護老人保健施設せんだんの丘 

 
 
 



 52 

◯中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」 
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◯中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」 
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◯介護老人保健施設いこいの森 
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◯介護老人保健施設いこいの森 
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◯介護老人保健施設いこいの森 
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◯介護老人保健施設いこいの森 
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◯介護老人保健施設いこいの森 
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◯老人保健施設創生園 
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◯老人保健施設創生園 
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中間報告 
	 

	 

介護予防サロンモデル事業を開始し、中間時点（2 か月後）の状況について、各事業所から報告
を得た。 
 
 

介護老人保健施設せんだんの丘（宮城県） 
中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」（群馬県） 
介護老人保健施設いこいの森（三重県） 
老人保健施設創生園（大分県） 
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介護老人保健施設せんだんの丘 中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」

５．主な提供プログ
ラム（事例等）

・活動に消極的な方々は、前向きな方々と併せ
て活動継続できるように職員が支援。
①生活行為確認票及び興味関心チェックリスト・
面談による参加者のアセスメント。
②活動内容の選定、提案。
③参加者による選択。
④参加者による活動の進め方の相談（職員は
それを支援）。
⑤買い物・物品準備など参加者が主体的に実
施し、その不足を職員が支援。
⑥その活動を進める中で、健康に関する話題
や、最近の生活の不安などを聴取。
⑦聴取した課題については職員のミーティング
などで検討し、次回当事者に助言として戻す。
・運動機能のみではなく、活動を通して生活機
能の維持や、低下のリスクを確認してゆくことと
した（専門性）。
・活動の幅に制限を設けることは原則しないの
で、自宅での活動や地域の集会所へのアウト
リーチも可能（相談数件あり）。
・活動から見られる生活上リスクと想定される状
況に関しては、セラピストや介護福祉士、歯科
衛生士による助言、指導を行っている（老健施
設の多職種によるメリット）。
・介護予防サロン実施日以外でも、参加者が訪
れ、イベントや活動の相談などが日常的に行わ
れている（継続性）。

・開催時間は14時～15時30分。
・14時～15時は、講話とレクリエーション。
座学30分、運動30分を基本。
・15時～15時30分は、お茶を飲みながら当日
の振り返りを実施。
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アンケート結果（単純集計） 
 

【参加者事後アンケート】 

◯「介護予防サロン」モデル事業終了後に、参加者に行ったアンケート結果の単純集計を

掲載する。 

 
・アンケート回答者の性別は、女性が 43人、70.5％と多かった。 
性別 (n=61) 

男性 16 ( 26.2%) 

女性 43 (70.5%) 

(無回答) 2 ( 3.3%) 

合計 61 (100.0%) 

 

 

 

 

・要介護認定の状況は「未申請」が 43人、70.5％と多かった。 
要介護認定の実施状況 (n=61) 

 

要支援 2  (3.3%) 

要介護１ 0  (0.0%) 

要介護２ 0  (0.0%) 

要介護３ 0  (0.0%) 

要介護４ 0  (0.0%) 

要介護５ 0  (0.0%) 

未申請 43  (70.5%) 

継続更新中 0  (0.0%) 

(無回答) 16  (26.2%) 

合計 61  (100.0%) 

 

 
 

  

3.3%（2） 

0.0%（0） 

0.0%（0） 

0.0%（0） 

0.0%（0） 

0.0%（0） 

70.5%（43） 

0.0%（0） 

26.2%（16） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

要支援 (2) 

要介護１ (0) 

要介護２ (0) 

要介護３ (0) 

要介護４ (0) 

要介護５ (0) 

未申請 (43) 

継続更新中 (0) 

(無回答) (16) 
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・介護予防サロンの情報を得た先は、老健施設などサービス機関、ケアマネジャー、

地域包括支援センターの順に多かった。 
 

 

【問１：あなたが介護予防サロンに参加するにあたり、何を通じて、介護予防サロンのことを知りましたか。当て

はまる番号全てに○印をご記入下さい。】 (複数回答) (n=61) 

 

近所の人に聞いた 6 

ケアマネジャーからの情報提供 22 

デイケア（老人保健施設）等、利用中のサービス機関からの情報提供 26 

地域包括支援センターからの情報提供（ポスター、広報含む） 16 

行政（市町村）のからの情報提供（ポスター、広報含む） 2 

その他 16 

(無回答) 0 

 

 

 
   

6 

22 

26 

16 

2 

16 

0 

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 

近所の人に聞いた (6) 

ケアマネジャーからの情報提供 (22) 

デイケア（老人保健施設）等、利用中の

サービス機関からの情報提供 (26) 

地域包括支援センターからの情報提供

（ポスター、広報含む） (16) 

行政（市町村）のからの情報提供（ポス

ター、広報含む） (2) 

その他 (16) 

(無回答) (0) 
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・介護予防サロンに参加した目的は、「もの忘れなど認知症を防ぐため」、「足腰が弱らないように」、

「楽しみをつくるため」が多かった。 

【問２：あなたが介護予防サロンに参加した目的は何でしたか。当てはまる番号全てに○印をご記入下さい。】 (複数回答) 

(n=61)  

足腰が弱らないように 46 

気持ちが沈みこまないように（寂しさを感じないように） 32 

もの忘れなど、認知症を防ぐため 47 

栄養バランスがとれた食事をとるため 20 

新しい友達をつくるため 23 

楽しみをつくるため 42 

時間つぶしのため 3 

健康チェックをしてもらうため 43 

その他 3 

（無回答） 0 

・介護予防サロン以外の活動、集い等への参加の有無は、「はい」がやや多かった。 

【問３：介護予防サロン以外の「健康づくり」「介護が必要にならないための取り組み（介護予防活動）」等、現時点での参加状況

についてお聞きします。】 

（１）現在あなたは、介護予防サロン以外で「健康づくり」「介護が必要にならないための取り組み（介護予防活動）」に該当する

ような活動、集い（サロン）等に参加されていますか。(n=61) 

はい 39  (63.9%) 

いいえ 22  (36.1%) 

(無回答) 0 (0.0%) 

合計 61  (100.0%) 

46 

32 

47 

20 

23 

42 

3 

43 

3 

0 

0件 10件 20件 30件 40件 50件 

足腰が弱らないように (46) 

気持ちが沈みこまないように（寂しさを感

じないように） (32) 

もの忘れなど、認知症を防ぐため (47) 

栄養バランスがとれた食事をとるため (20) 

新しい友達をつくるため (23) 

楽しみをつくるため (42) 

時間つぶしのため (3) 

健康チェックをしてもらうため (43) 

その他 (3) 

(無回答) (0) 
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・介護予防サロン以外の活動に参加している頻度は、月に 1回、週に 1回、週に２回が多かった。 

（２）問 3（１）で「１ はい」に○印をご記入された方にお聞きします。現在参加されている活動、集い（サロン）等の名称、内容、開

催頻度を書ける範囲でご記入下さい。複数ある場合は、主なものを１つだけご記入下さい。(n=39) 

月に１回 14  (35.9%) 

２週間に１回 5  (12.8%) 

週に１回 10  (25.6%) 

週に２回 8  (20.5%) 

その他 2  (5.1%) 

※具体的活動には、ミニデイサービス、健康サロン、カラオケの会、フォークダンス、社交ダンスなどが挙がった。 

合計 

（無回答） 

39 

0  (0.0%) 

 (100.0%) 
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・介護予防サロンに参加した感想を聞くと、（１）身体変化では、「身体の動きが軽くなった」を

筆頭に、「心地よい疲労を感じることができた」、「つまずくことが少なくなった」、「身体の柔軟性

が出てきた」、「歩くこと、階段の上り下りがスムーズになった」という感想が多かった。 

 

【問４：介護予防サロンでの取り組みに参加した感想ついてお聞きします。】 

（１）介護予防サロンの取り組みに参加して、あなたのお身体に変化はありましたか。あてはまる番号全てに○印をご記入下さ

い。(複数回答) (n=61) 

 

身体の動きが軽くなった 38 

心地よい疲労を感じることができた 33 

身体の柔軟性が出てきた 29 

つまずくことが少なくなった 30 

歩くこと、階段の上り下りがスムーズになった（足の運びがよくなった） 28 

調子の悪い部分や痛みが軽くなった 26 

普段より発声がしっかりできた、大きな声が出るようになった 16 

体力がついた、または戻ってきた 19 

変わらない 6 

その他 13 

(無回答) 0 

 

 
 

  

38 

33 

29 

30 

28 

26 

16 

19 

6 

13 

0 

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 35件 40件 

身体の動きが軽くなった (38) 

心地よい疲労を感じることができた (33) 

身体の柔軟性が出てきた (29) 

つまずくことが少なくなった (30) 

歩くこと、階段の上り下りがスムーズになっ

た（足の運びがよくなった） (28) 

調子の悪い部分や痛みが軽くなった (26) 

普段より発声がしっかりできた、大きな声が

出るようになった (16) 

体力がついた、または戻ってきた (19) 

変わらない (6) 

その他 (13) 

(無回答) (0) 
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・介護予防サロンに参加した感想を聞くと、（２）気持ちや精神状態の変化では、ほとんどの人が

「楽しい時間が過ごせた」と答え、「他の利用者や職員との交流が楽しかった」、「生活の中で楽し

みができた」、「気分転換の場ができた」、「普段より笑う機会が増えた、よく笑えた」といった精

神賦活効果を表す答えが多かった。 

 

 

（２）介護予防サロンの取り組みに参加して、あなたの気持ちや精神状態に変化はありましたか。あてはまる番号全てに○印を

ご記入下さい。(複数回答) (n=61) 

楽しい時間が過ごせた 55 

普段より会話が増えた 38 

普段より笑う機会が増えた、よく笑えた 44 

気持ち（先行き不安、ふさぎこむ気持ち等）が軽くなった 25 

孤独感（さびしい気持ち）がやわらいだ 24 

週 1回の予定が楽しみになった（生活の中で楽しみができた） 48 

他の利用者や職員との交流が楽しかった 49 

自分から何かしたい気持ちが持てるようになった 26 

気分転換の場ができた 46 

変わらない 2 

その他 3 

（無回答） 0 

 

 

 

 
 

  

55 

38 

44 

25 

24 

48 

49 

26 

46 

2 

3 

0 

0件 10件 20件 30件 40件 50件 60件 

楽しい時間が過ごせた (55) 

普段より会話が増えた (38) 

普段より笑う機会が増えた、よく笑えた (44) 

気持ち（先行き不安、ふさぎこむ気持ち等）が

軽くなった (25) 

孤独感（さびしい気持ち）がやわらいだ (24) 

週1回の予定が楽しみになった（生活の中で楽
しみができた） (48) 

他の利用者や職員との交流が楽しかった (49) 

自分から何かしたい気持ちが持てるようになっ

た (26) 

気分転換の場ができた (46) 

変わらない (2) 

その他 (3) 

(無回答) (0) 
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・介護予防サロンに参加した感想を聞くと、（３）生活や行動の変化では、「体力低下を防ぐため

に身体を動かす必要が理解できた」、「病気にならない生活を意識するようになった」という答え

が多かった。 

 

 

（３）介護予防サロンの取り組みに参加して、あなたの生活や行動に変化はありましたか。あてはまる番号全てに○印をご記入

下さい。 (複数回答) (n=61) 

よく食べるようになった（食べたいと思うようになった） 15 

食事に気をつけるようになった 27 

よく眠れるようになった 22 

病気にならない生活を意識するようになった 42 

生活にリズム、メリハリができた 32 

計画的に身体を動かせるようになった 24 

思いついた時に自分から身体を動かせるようになった 35 

体力低下を防ぐために身体を動かす必要が理解できた 48 

他者に積極的に挨拶するようになった 25 

その他 2 

(無回答) 0 

 

 

 

 
 

  

15 

27 

22 

42 

32 

24 

35 

48 

25 

2 

0 

0件 10件 20件 30件 40件 50件 60件 

よく食べるようになった（食べたいと思うよう

になった） (15) 

食事に気をつけるようになった (27) 

よく眠れるようになった (22) 

病気にならない生活を意識するようになった 
(42) 

生活にリズム、メリハリができた (32) 

計画的に身体を動かせるようになった (24) 

思いついた時に自分から身体を動かせるように

なった (35) 
体力低下を防ぐために身体を動かす必要が理解

できた (48) 

他者に積極的に挨拶するようになった (25) 

その他 (2) 

(無回答) (0) 
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・日程や時間について聞くと、（１）日程では「どちらともいえない」、「少し少なかった」、（２）

1回あたりの時間では、「少し短かった」、「どちらとも言えない」が多かった。 
 

 

【問５：介護予防サロンの開催日程や時間についてお聞きします。】 

（１）開催日程は、いかがでしたでしょうか。当てはまる番号１つに○印をご記入下さい。(n=61) 

非常に少なかった 3  (4.9%) 

少し少なかった 22  (36.1%) 

どちらとも言えない 28  (45.9%) 

少し多かった 0  (0.0%) 

非常に多かった 2  (3.3%) 

(無回答) 6  (9.8%) 

合計 61  (100.0%) 

 

 

（２）１回あたりの開催時間は、どのように感じましたか。当てはまる番号１つに○印をご記入下さい。 (n=61) 

非常に短かった 3  (4.9%) 

少し短かった 30  (49.2%) 

どちらとも言えない 21  (34.4%) 

少し長かった 2  (3.3%) 

非常に長かった 1  (1.6%) 

(無回答) 4  (6.6%) 

合計 61  (100.0%) 

 

 
 

 

  

4.9%（3） 

49.2%（30） 

34.4%（21） 

3.3%（2） 

1.6%（1） 

6.6%（4） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

非常に短かった (3) 

少し短かった (30) 

どちらとも言えない (21) 

少し長かった (2) 

非常に長かった (1) 

(無回答) (4) 
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・満足度について聞くと、「非常に満足」がもっとも高く、「少し満足」と合わせた「満足」の割

合は９割を超え、参加者のほとんどが介護予防サロンに満足していた。 

 

 

【問６：介護予防サロンに参加した満足はどの程度でしょうか。あなたが感じる程度について、１（満足していない）～５（非常に満

足している）のうち、該当する数字に○印をご記入ください。】(n=61) 

全く満足していない 2  (3.3%) 

あまり満足していない 1  (1.6%) 

どちらとも言えない 1  (1.6%) 

少し満足している 17  (27.9%) 

非常に満足している 40  (65.6%) 

（無回答） 0  (0.0%) 

合計 61  (100.0%) 

 

 
 

 

・今後の希望について聞くと、ほぼすべての回答者が「はい（参加を続けたい）」と回答し、その

頻度は「週に 1回」、時間は「120分」がもっとも多かった。 
 

 

【問７：介護予防サロンについて、今後のご希望をお聞きします。】 

（１）あなたは、今後も介護予防サロンへの参加を続けたいですか。あてはまるものに○印をご記入下さい。(n=61) 

はい 58  (95.1%) 

いいえ 2  (3.3%) 

(無回答) 1  (1.6%) 

合計 61  (100.0%) 

 

 

（２）問７（１）で「１ はい」に○印をご記入された方にお聞きします。あなたが希望する、介護予防サロンの開催日程はどれぐらい 

の頻度でしょうか。当てはまる番号１つに○印をご記入下さい。 (n=58) 

月に１回 5  (8.6%) 

２週間に１回 14  (24.1%) 

週に１回 32  (55.2%) 

週に２回 6  (10.3%) 

その他 1  (1.7%) 

(無回答) 0  (0.0%) 

合計 58  (100.0%) 

 

 

 

  

3.3%（2） 

1.6%（1） 

1.6%（1） 

27.9%（17） 

65.6%（40） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

全く満足していない (2) 

あまり満足していない (1) 

どちらとも言えない (1) 

少し満足している (17) 

非常に満足している (40) 
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（３）問７（１）で「１ はい」に○印をご記入された方にお聞きします。あなたが希望する、介護予防サロン 1回あたりの時間は、どれ 

ぐらいの長さでしょうか。当てはまる番号１つに○印をご記入下さい。 (n=58) 

30分程度 0  (0.0%) 

60分（１時間）程度 9  (15.5%) 

90分（１時間半）程度 13  (22.4%) 

120分（２時間程度） 16  (27.6%) 

150分（２時間半程度） 2  (3.4%) 

180分（３時間）以上 15  (25.9%) 

その他 2  (3.4%) 

(無回答) 1  (1.7%) 

合計 58  (100.0%) 
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・参加を続けたい理由について聞くと、「健康維持のためのアドバイスがあり、安心だから」、「他

人との交流が楽しいから」、「身体の健康を保ちたいから」、「体力を保ちたいから」が多く、心身

両面からのニーズがうかがえた。 
 

（４）問７（１）で「１ はい」に○印をご記入された方にお聞きします。参加を続けたいと思われる理由は何でしょうか。あてはまる

もの全てに○印をご記入下さい。 (複数回答) (n=58) 

こころの健康（孤独感、抑うつにならない状態等）を保ちたいから 31 

身体の健康（臓器や骨、筋肉が正常に働いている状態等）を保ちたい

から 37 

体力を保ちたいから 37 

状態が良くないところ（病気や障害等）を早く発見してもらいたいから 16 

健康維持のためのアドバイスがあり、安心だから 40 

介護や制度の利用など、生活に関するアドバイスがあり、安心だから 29 

生活にリズムができるから（メリハリができるから） 31 

近所で身体を動かす機会が得られるから 26 

近所で他人と交流する機会が得られるから 25 

他人との交流が楽しいから 39 

その他 4 

(無回答) 2 

 

 
 

  

31 

37 

37 

16 

40 

29 

31 

26 

25 

39 

4 

2 

0件 10件 20件 30件 40件 50件 

こころの健康（孤独感、抑うつにならない状態

等）を保ちたいから (31) 
身体の健康（臓器や骨、筋肉が正常に働いてい

る状態等）を保ちたいから (37) 

体力を保ちたいから (37) 

状態が良くないところ（病気や障害等）を早く

発見してもらいたいから (16) 
健康維持のためのアドバイスがあり、安心だか

ら (40) 
介護や制度の利用など、生活に関するアドバイ

スがあり、安心だから (29) 
生活にリズムができるから（メリハリができる

から） (31) 

近所で身体を動かす機会が得られるから (26) 

近所で他人と交流する機会が得られるから (25) 

他人との交流が楽しいから (39) 

その他 (4) 

(無回答) (2) 
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・参加継続のための取り組みや条件について聞くと、「定期的に開催される」がもっとも多く、「健

康相談や健康チェックをしてくれる」と続き、今回のプログラムがニーズに合っていることを示

していた。参加を続けたくない理由については 1名の回答しか得られなかった。 

 

 

（５）問７（１）で「１ はい」に○印をご記入された方にお聞きします。どのような取り組みや条件があれば介護予防サロンへの参

加を継続できると思いますか。あてはまるもの全てに○印をご記入下さい。 (複数回答) (n=58) 

定期的に開催される 40 

家⇔介護予防サロン開催場所の送迎をしてくれる 22 

参加日時が複数用意されている 14 

参加日時を自由に決定できる 15 

健康相談や健康チェック（歯のケアを含む）をしてくれる 35 

誰かと一緒に運動や創作活動ができる 33 

自分に合った運動や身体の動かし方を教えてもらえる 37 

生活上の困りごと等の相談にのってくれる 10 

介護保険や年金など、社会制度の説明や利用の相談にのってくれる 12 

必要に応じて家庭訪問をして、生活や介護方法の助言をしてくれる 9 

特に条件がなくても参加を続けられる 32 

その他 2 

(無回答) 6 

 

 
  

40 

22 
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35 
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0件 10件 20件 30件 40件 50件 

定期的に開催される (40) 

家⇔介護予防サロン開催場所の送迎をしてくれ

る (22) 

参加日時が複数用意されている (14) 

参加日時を自由に決定できる (15) 

健康相談や健康チェック（歯のケアを含む）を

してくれる (35) 

誰かと一緒に運動や創作活動ができる (33) 

自分に合った運動や身体の動かし方を教えても

らえる (37) 

生活上の困りごと等の相談にのってくれる (10) 

介護保険や年金など、社会制度の説明や利用の

相談にのってくれる (12) 
必要に応じて家庭訪問をして、生活や介護方法

の助言をしてくれる (9) 

特に条件がなくても参加を続けられる (32) 

その他 (2) 

(無回答) (6) 
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（６） （１）で「２ いいえ」に○印をご記入された方にお聞きします。参加を続けたくないと思われる理由は何でしょうか。あてはま 

るもの全てに○印をご記入下さい。 (複数回答) (n=2) 

介護サロンのプログラム内容が面白くないから 0 

介護予防サロンのプログラム内容が自分に合わないから 0 

身体を動かすことが苦手だから 0 

手作業が苦手だから 0 

大勢の人（数人以上）と一緒にいることが苦手だから 0 

参加者の中で気心知れた人ができなかったから（それで孤独が嫌だったから） 0 

参加をして体調が悪くなったから 0 

自由な時間が減るから 1 

最近の健康状態が良くないから 0 

開催場所に行く準備や行くことが面倒だから 0 

その他 0 

(無回答) 1 

 

 
 

【問８については本文 P.13参照】 
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【職員事後アンケート】 

◯「介護予防サロン」モデル事業終了後に，職員に行ったアンケート結果の単純集計を掲

載する。（自由記述の抜粋は本文（P.15）参照） 

 
・アンケート回答者の職種は、看護職、介護職がそれぞれ 14人、13人と多かった。 
職種 (n=54) 

医師 3  ( 5.6%) 

歯科医師 0  ( 0.0%) 

看護職 6  ( 11.1%) 

介護職 14  ( 25.9%) 

リハビリ職 13  ( 24.1%) 

支援相談員 3  (5.6%) 

管理栄養士 5  (9.3%) 

歯科衛生士 0  (0.0%) 

その他 8  (14.8%) 

(無回答) 2  (3.7%) 

合計 54  ( 100.0%) 

 
・介護予防サロンの参加スタッフにその担当のあり方について聞くと、「業務・併任で担当スタッ

フ」。「指示が合った時のみ担当スタッフ」がそれぞれ 41.2％と多かった。また、残業の有無につ

いて聞くと、「なし」が 75.9％と多かった。 

 
【問１：介護予防サロン運営について：以下①～②につき、該当する番号に○印をご記入ください。】 

①本事業の専任制 (n=54) 

業務・併任で責任者 5  (9.3%) 

業務・併任で担当スタッフ 21  (38.9%) 

専任で責任者 0  (0.0%) 

専任で担当スタッフ 2  (3.7%) 

指示があった時のみ担当スタッフ 21  (38.9%) 

その他 2  (3.7%) 

(無回答) 3  (5.6%) 

合計 54  (100.0%) 

 
②残業有無 (n=54) 

なし 41  (75.9%) 

あり 13  (24.1%) 

（無回答） 0  (0.0%) 

合計 54  (100.0%) 

  

9.3%（5） 

38.9%（21） 

0.0%（0） 

3.7%（2） 

38.9%（21） 

3.7%（2） 

5.6%（3） 

0% 20% 40% 60% 

業務・併任で責任者 (5) 

業務・併任で担当スタッフ (21) 

専任で責任者 (0) 

専任で担当スタッフ (2) 

指示があった時のみ担当スタッフ (21) 

その他 (2) 

(無回答) (3) 
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【問２については本文 P.15参照】 

 

 

・開催方法について聞くと、「開催期間」、「開催回数」とも「ちょうどよい」がもっとも多かった。 
 

【問３：本年度の介護予防サロンの開催は、4 カ月で 16回の開催（1 クール）でしたが、開催期間や回数、時間についてどのよう

に思われましたか。それぞれにつき、該当する数字に○印、設問にご回答をご記入ください。】 

A：開催期間 (n=54) 

非常に長い 1  (1.9%) 

少し長い 5  (9.3%) 

ちょうどよい 34  (63.0%) 

少し短い 8  (14.8%) 

非常に短い 2  (3.7%) 

(無回答) 4  (7.4%) 

合計 54  (100.0%) 

 

 
 

 

B：開催回数 (n=54) 

非常に多い 2  (3.7%) 

少し多い 8  (14.8%) 

ちょうどよい 36  (66.7%) 

少し少ない 2  (3.7%) 

非常に少ない 1  (1.9%) 

(無回答) 5  (9.3%) 

合計 54  (100.0%) 
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ちょうどよい (36) 

少し少ない (2) 

非常に少ない (1) 

(無回答) (5) 
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【問４、５については本文 P.15参照】 

 

・介護予防サロンの参加者送迎の有無について聞くと、「必要性を感じる」が 70.8％と多かった。

また、必要性を感じた機材や備品の有無では、「あり」が 53.2％とやや多かった。具体的な機材・

備品の内容は、テレビ等の AV機器、調理器具、机や椅子などが挙げられた。 
 

 

【問６：介護予防サロンの参加者送迎について、必要性を感じましたか。該当するものに○印をご記入下さい。】 (n=54) 
必要性を感じない 16  (29.6%) 

必要性を感じる 34  (63.0%) 

(無回答) 4  (7.4%) 

合計 54  (100.0%) 

 

 

【問７：あなたが介護予防サロンのプログラムを運営してみて、必要性を感じた器材や備品はありましたか。該当するものに○

印をご記入下さい。】 (n=54) 

なし 22  (40.7%) 

あり 25  (46.3%) 

(無回答) 7  (13.0%) 

合計 54  (100.0%) 

 

 

・参加スタッフの専任の配置が必要かと聞くと、「必要である」が 74.5％と多かった（配置すべ

き専門職種等については本文 P.16参照）。 
 

【問８：介護予防サロンを運営する上でスタッフ職種や配置についてお聞きします。】 

（１）専任の職員の配置が必要だと思いますか。該当するものに○印を記入の上、選択理由をご記入下さい。 (n=54) 

必要ではない 13  (24.1%) 

必要である 38  (70.4%) 

(無回答) 3  (5.6%) 

合計 54  (100.0%) 

 

 

【問９については、本文 P.16参照】 

 

・今回の介護予防サロンの実施にあたって関係機関との連携を図ったかについて聞くと、「あり」

が多かった。協力機関（複数回答）では地域包括支援センターが多かった。 
 

【問 10：介護予防サロンを実施する上での関係機関との協力、連携状況についてお聞きします。】 

（１）関係機関と協力、連携を図りましたか。(n=54) 

１  なし 14  (25.9%) 

２  あり 26  (48.1%) 

(無回答) 14  (25.9%) 

合計 54  (100.0%) 
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上記表中 ２ あり →A：協力、連携を図った機関に該当するもの全てに○印をご記入下さい。(複数回答) (n=26)     

行政 4 

医療機関 10 

社会福祉協議会 2 

ボランティア団体 1 

他の介護施設 2 

地域包括支援センター 23 

居宅介護支援事業所 3 

その他 5 

(無回答) 0 

 

※上記に続く「協力、連携の内容はどのようなものでしたか。具体的にご記入ください。」については、情報の共有や利用者の紹

介などが挙げられた。 

※【問 10（2） 今後、関係機関とどのような協力や連携体制が必要だと思いますか。】についても、関係者間での利用対象者や

サービス内容の整理の必要性を前提に、同様の回答があった。 

 

 

 

 

 

【問１１、１２については本文 P.16参照】 
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平成 25年度 
「介護予防サロンに関する社会的貢献モデル事業」 

～実施要綱～ 
 

１．事業の目的 

本事業は、「新たな「早期スクリーニング方式」により、早期の身体・認知機能が低下している

高齢者に対しリハビリテーション職等が介入、より早期からの介護予防、認知症予防のノウハウ

を共有し、地域福祉の振興に寄与すること」を目的に、「地域の民生委員等と連携し、高齢者

が安心・継続して在宅生活が暮らせるよう、早期の生活機能低下スクリーニングと介護老人保

健施設における介護予防サロンの運営、効果」を実施する事業です。独立行政法人福祉医療

機構より、平成 25年度助成金の交付を受け実施いたします。 

なお、本事業では今後の効果的なプログラム提供につなげるために、効果測定および効果

検証を合わせて実施いたします。今回の結果は協力者の個人名暗号化等の対策を行い、個

人情報の保護を遵守したうえで、一部、当協会が実施する別な調査等で使用する可能性がご

ざいます。 

本事業の趣旨をご理解いただき、ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

２．事業実施施設 

本事業班員が所属している宮城県・群馬県・三重県・大分県内の各 1 施設にご協力をお願

いしております。 

 

３．事業対象者 

宮城県、群馬県、三重県、大分県内で、二次予防事業の対象、行政のサービスにもれてい

る方、要介護認定を受けていない方、虚弱（認知症）と思われる方、またそのご家族を事業対

象として下さい。 

実施に当たっては、添付の「同意書」等を用い、対象者及びそのご家族に本事業の趣旨等

をご説明いただくとともに、同意を得て下さい。 

同意書は、貴施設にて取りまとめていただき、本事業終了後、当協会へご郵送下さい。（別

添、返信用封筒をご利用下さい） 

 

（注）同意書の取り付けについて 

 

本事業は、利用者ご本人の情報を収集することになりますので、お手数でも添付の「同

意書」の書式をご利用いただき、必ず協力同意書の取り付けを行っていただきますようお

願い致します。 

また、調査対象者が認知症等により有効なインフォームド・コンセントを与えることが

できないと客観的に判断される場合には、代諾者（当該調査対象者の法定代理人等、調査

対象者の意思及び利益を代弁できると考えられる方）の同意と署名により、調査への同意

取り付けに替えることが可能です。 
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今回の結果は協力者の個人名暗号化等の対策を行い、個人情報の保護を遵守したうえ

で、一部、当協会が実施する別な調査等で使用する可能性がございます。調査データにつ

いて、個人が特定されるような公表は一切致しませんので、調査対象者並びに調査実施者

のプライバシーは守られます。 

なお、途中で調査への協力を撤回されたい場合は、いつでも同意を取り消すことができ

ます。この場合は、添付ファイルにあります「同意撤回書」にご署名いただいたうえ、ご

一報ください。 
 

 

４．事業の実施 

介護予防サロンの実施時期は、平成 25 年 10 月～平成 26 年 2 月の 4 カ月間（週 1 回 計

16回）になります。（1回、1箇所あたり 10～15名を想定） 

16回のうち 2回は、事業開始時点と終了時点の状況を評価するための体力測定等を実施し、

評価を別添の記録用紙に記入をお願いいたします。 

なお、評価の項目につきましては、実施施設のご判断で追加して頂いて構いません。 

介護予防サロンのスタッフ構成は、医師、看護職、リハビリ職、支援相談員、歯科衛生士等を

基本とし実施してください。 

原則、初回と最後は医師の問診・面談を行ってください。可能な限り、月に 1 度は医師も参

加してください。 

7 回を終了した時点で別途お送りする中間報告をお願いいたします。その際、対比票と一緒

にご提出ください。 

後日お送りいたします事後アンケートにつきましては、本事業終了時に実施、記入をお願い

いたします。 

 

５．記録用紙等の提出 

ご記入いただいた評価の｢記録用紙｣、｢同意書｣、「アンケート」は、まとめて同封の返信用封

筒で、平成 26年 2月 12日（水）までにご郵送ください。 

 

６．問い合わせ先 

公益社団法人全国老人保健施設協会 業務部 業務第一課 

〒105-0014 東京都港区芝 2-1-28 成旺ビル 7階  

TEL：03-3455-4165 FAX：03-3455-4172 

ホームページ：http://www.roken.or.jp/ メールアドレス：info@roken.or.jp 
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平成 25年度 

介護予防サロンに関する社会的貢献モデル事業 

ご協力のお願い 
 

平素は、当施設の運営にご協力いただきまして、誠に有難うございます。 

さて、この度、当施設では、平成 25年度に公益社団法人全国老人保健施設

協会が実施する「介護予防サロンに関する社会的貢献モデル事業」に協力す

ることになりました。 

本事業は、「新たな「早期スクリーニング方式」により、早期の身体・認

知機能が低下している高齢者に対しリハビリテーション職等が介入、より早

期からの介護予防、認知症予防のノウハウを共有し、地域福祉の振興に寄与

すること」を目的に、「地域の民生委員等と連携し、高齢者が安心・継続し

て在宅生活が暮らせるよう、早期の生活機能低下スクリーニングと介護老人

保健施設における介護予防サロンの運営、効果」の検証を実施することを目

的として実施されるものです。 

なお、本事業では今後の効果的なプログラム提供につなげるために、効果

測定および効果検証を合わせて実施いたします。今回の結果は協力者の個人

名暗号化等の対策を行い、個人情報の保護を遵守したうえで、一部、（公社）

全国老人保健施設協会が実施する別な調査等で使用する可能性がございま

す。 

また、途中で事業への協力を撤回されたい場合は、いつでも同意を取り消

すことが出来ます。 

詳しい事業内容については、次ページ以降をご覧下さい。 

 
平成２５年  月  日        
施設名：               
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平成 25年度 

介護予防サロンに関する社会的貢献モデル事業 概要 

 
１．事業の目的 

本事業は、「新たな「早期スクリーニング方式」により、早期の身体・認知機能が低

下している高齢者に対しリハビリテーション職等が介入、より早期からの介護予防、認

知症予防のノウハウを共有し、地域福祉の振興に寄与すること」を目的に、「地域の民

生委員等と連携し、高齢者が安心・継続して在宅生活が暮らせるよう、早期の生活機能

低下スクリーニングと介護老人保健施設における介護予防サロンの運営、効果」を実施

することを目的として実施されるものです。 

なお、本事業では今後の効果的なプログラム提供につなげるために、効果測定および

効果検証を合わせて実施いたします。 

 

２．事業内容 

 

■対象 

宮城県、群馬県、三重県、大分県内で、二次予防事業の対象、行政のサービス

にもれている方、要介護認定を受けていない方、虚弱（認知症）と思われる方。

またそのご家族。 

 

■方法 

 上記の方について、リハビリテーション・創作等を実施し、事業の開始時点と
終了時点の状況を評価し記録いたします。 

 介護予防サロンは週 1回 計 16回実施いたします。なお、その内 2回は事業の

開始時点と終了時点の状況を評価するための体力測定等の実施を予定してい

ます。 

 事業終了時にアンケートを実施いたします。 

 

■実施期間 

平成２５年  月  日 ～平成２６年  月  日 

 
３．事業の実施体制 

 

■実施主体 

公益社団法人全国老人保健施設協会 

〒105-0014 東京都港区芝 2-1-28 成旺ビル 7階 

ＴＥＬ：03-3455-4165 ＦＡＸ：03-3455-4172 

ホームページ：http://www.roken.or.jp/  

メールアドレス：info@roken.or.jp 

 

■事業実施における当施設内の担当者 
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４．ご協力頂く場合の配慮 

 

■ ご利用者とご家族の個人情報を徹底して保護します。 

 ご利用者およびご家族の方の個人が特定できるような情報がそのまま公表さ
れることはなく、ご迷惑をおかけすることはありません。 

 説明及び協力同意書にご署名のうえご協力いただいた場合でも、いつでも同意
を取り消すことができますので、お申し出ください。 

 

■ 本事業において、ご協力いただきました集計結果データは、協力者の個人名暗

号化等の対策を行ない、個人情報の保護を遵守したうえで、一部、（公社）全国

老人保健施設協会が実施する別な調査等で使用する可能性がございます。 

 

■ 同意されない場合でも、同意されました後で同意を取り消される場合でも、い

かなる不利益も発生致しません。 

 

５．事業に関するお問い合わせ先 

 

施設名：            
 

   担当者：            
 

 

誠に恐縮でございますが、取り組みの趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 
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5

①

②

③

①

②

③

④

①

②

質
問

1.いいえ　　　　　　　2.はい 1.いいえ　　　　　　　2.はい

状
況

1回目 2回目

現在の歯科受診状況 1.受診中　　　　2.受診中ではない 1.受診中　　　　2.受診中ではない

入れ歯の使用 1.あり　　　　　　　　　2.なし 1.あり　　　　　　　　　2.なし

入れ歯の不具合
（入れ歯使用中の場合のみ回答）

項目

1.あり　　　　　　　　　2.なし 1.あり　　　　　　　　　2.なし

口の渇きが気になりますか

お茶や汁物でむせることがありますか

固いものは食べにくいですか 1.いいえ　　　　　　　2.はい

1.いいえ　　　　　　　2.はい

口臭が気になりますか 1.いいえ　　　　　　　2.はい

　　　　4.やや悪い　　5悪い
口の健康度はいかがですか

1.いいえ　　　　　　　2.はい

1.いいえ　　　　　　　2.はい

1.いいえ　　　　　　　2.はい

⑤

歯や義歯の汚れ 　　　　1.ない　　　 2.多少ある　 　3.ある 　　　　1.ない　　　 2.多少ある　 　3.ある

　　　　1.よい　　　 2.やや良い　 　3.ふつう 　　　　1.よい　　　 2.やや良い　 　3.ふつう

　　　　4.やや悪い　　5悪い

観
察

特記事項等
（対象者の状況により質問・観察項目が実施で

きない場合はこの欄に理由を記入してくださ
い）

　　　　1.ない　　　 2.多少ある　 　3.ある舌の汚れ 　　　　1.ない　　　 2.多少ある　 　3.ある
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参加者ご本人様 回答日：  年  月  日 

 

 

介護予防サロン事業 終了時アンケート 

 

本日まで16回にわたり、介護予防サロンを開催してまいりました。参加されて、いかがでしたでしょう

か。今後のよりよい取り組みにつなげていくため、参加してくださった皆様からのご感想、ご意見をいた

だきたく思います。アンケートは６ページまであります。順に、以下の設問にご回答下さい。 

よろしくお願い致します。 

 

問１：あなたが介護予防サロンに参加するにあたり、何を通じて、介護予防サロンのことを知りましたか。 

当てはまる番号全てに○印をご記入下さい。 

 

１ 近所の人に聞いた 

２ ケアマネジャーからの情報提供 

３ デイケア（老人保健施設）等、利用中のサービス機関からの情報提供 

４ 地域包括支援センターからの情報提供（ポスター、広報含む） 

５ 行政（市町村）のからの情報提供（ポスター、広報含む） 

６ その他（具体的にご記入下さい： 

 

 

 

問２：あなたが介護予防サロンに参加した目的は何でしたか。当てはまる番号全てに○印をご記入下さい。 

 

１ 足腰が弱らないように 

２ 気持ちが沈みこまないように（寂しさを感じないように） 

３ もの忘れなど、認知症を防ぐため 

４ 栄養バランスがとれた食事をとるため 

５ 新しい友達をつくるため 

６ 楽しみをつくるため 

７ 時間つぶしのため 

８ 健康チェックをしてもらうため 

９ その他（具体的にご記入下さい： 
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職員用 記入日：   年  月   日 

 

介護予防サロン事業 終了時アンケート 

 

 

本年より開始されました「介護予防サロン事業」へのご協力、ご尽力、どうもありがとうございました。今

後、さらに発展的に本事業を継続していくため、皆様のご感想、ご意見をいただきたく思います。アンケート

は 7ページまであります。順に以下の設問にご回答下さい。よろしくお願い致します。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆基礎データ◆ 

実施施設名 

（該当するところに☑） 

□宮城県：介護老人保健施設せんだんの丘 

□群馬県：中之条町介護老人保健施設六合つつじ荘 

□三重県：介護老人保健施設いこいの森 

□大分県：老人保健施設創生園 

記入者氏名  

職種 

（該当するところに☑） 

□医師  □歯科医師 

□看護職 □介護職  □リハビリ職  □支援相談員  □管理栄養士  □歯科衛生士 

□その他（具体的にご記入ください： 

問１：介護予防サロン運営について：以下①～②につき、該当する番号に○印をご記入ください 

①本事業の専任制 あなたの本来の業務と介護予防サロン運営業務は、どのような体制と立場でしたか。 

１：兼務・併任で責任者 

２：兼務・併任で担当スタッフ 

３：専任で責任者 

４：専任で担当スタッフ 

５：指示があった時のみ担当スタッフ 

６：その他（具体的にご記入ください： 

②残業有無 １：なし 

 

２：あり→（プログラム 1回あたり：        分） 

 

 

問２：介護予防サロンのプログラム施行場所（会場）の選定にあたり、どのような条件が重要だと 

思われますか。立地条件、広さ、設備内容等、複合的な側面からご回答下さい。 
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問３：本年度の介護予防サロンの開催は、4カ月で 16回の開催（1クール）でしたが、開催期間や回数、 

時間についてどのように思われましたか。それぞれにつき、該当する数字に○印、設問にご回答を 

ご記入ください。 

 

A：開催期間 

１非常に長い ２少し長い ３ちょうどよい ４少し短い ５非常に短い 

 

 

どれぐらいの期間が望ましいと思いますか。以下に、理由と併せてご記入下さい。 

（期間） 

（理由） 

 

 

B：開催回数 

１非常に多い ２少し多い ３ちょうどよい ４少し少ない ５非常に少ない 

 

 

どれぐらいの回数が望ましいと思いますか。以下に理由と併せてご記入下さい。 

（回数） 

（理由） 

 

 

 

C：1回あたりの開催時間 

1回あたりのプログラム実施時間は、どれぐらいが望ましいと思いますか。以下にご記入下さい。 

 

（時間）             分 

（理由） 

 

 

 

問４：介護予防サロンの参加対象として、最も適していると思うのは、どのような方だと思いますか。 

高齢者の心身機能、生活環境や社会参加等、複合的な側面からご回答下さい。 
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問５：あなたが介護予防サロンのプログラムを実施する上で、1回あたりの適正な参加人数は、何人ぐらい 

だと思いましたか。以下に理由と併せてご記入下さい。 

 

（適正な参加人数）               人 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

問６：介護予防サロンの参加者送迎について、必要性を感じましたか。該当するものに○印をご記入下さい。 

 

１ 必要性を感じない 

２ 必要性を感じる→（理由： 

 

 

 

 

 

 

問７：あなたが介護予防サロンのプログラムを運営してみて、必要性を感じた器材や備品はありましたか。 

該当するものに○印をご記入下さい。 

 

１ なし 

２ あり→（具体的な名称： 

 

 

（必要性を感じた理由： 
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問８：介護予防サロンを運営する上でスタッフ職種や配置についてお聞きします。 

 

（１）専任の職員の配置が必要だと思いますか。該当するものに○印を記入の上、選択理由をご記入下さい。 

 

１ 必要ではない （選択理由） 

 

２ 必要である 

 

 

 

 

 

（２）運営上、必要な職種、役割、人数について、下記にご記入下さい。 

必要だと思う職種 必要だと思う人数 必要だと思う役割 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

（３）介護予防サロンでは「多職種」でプログラムを提供することになっていますが、そのメリット、 

デメリットはどのようなことだと思いますか。 

 

（メリット） 

 

 

 

 

（デメリット） 
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問 9：介護予防サロンに近しい取り組みとして、通所リハビリテーションが挙げられます。 

介護予防サロンと通所リハビリテーションを比較した違いについて、A～Eの７つの側面から、 

あなたのお考えをご記入下さい。 

 

A：プログラムメニューの計画方法 

 

 

 

 

B：プログラム実施の方法 

 

 

 

 

C：参加者の身体機能へのアプローチ方法 

 

 

 

 

D：参加者の精神賦活（意識や意欲向上）へのアプローチ方法 

 

 

 

 

E：参加者の身体機能の変化の出方 

 

 

 

 

 

F：参加者の精神賦活（意識や意欲向上）の変化の出方 

 

 

 

 

E：その他 
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問 10：介護予防サロンを実施する上での関係機関との協力、連携状況についてお聞きします。 

 

（１）関係機関と協力、連携を図りましたか。 

 

１ なし →（その理由： 

 

２ あり →（A：協力、連携を図った機関に該当するもの全てに○印をご記入下さい。 

１行政 ２医療機関 ３社会福祉協議会 ４ボランティア団体 ５他の介護施設 

６地域包括支援センター ７居宅介護支援事業所 ８その他（         ） 

 

 

B：協力、連携の内容はどのようなものでしたか。具体的にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

（２）今後、関係機関とどのような協力や連携体制が必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

問 11：あなたの機関で実施した介護予防サロンにおいて、プログラム内容、スタッフとの役割分担等、 

広く運営に関する事項で「ウリ」や「自慢（アピール）」できることを自由にご記入下さい。 
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問 12：介護予防サロン事業を老人保健施設が実施する意義や強みについて、あなたのお考えをご記入下さい。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13：その他、お気づきの点やご意見等、自由にご記入ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しい中、ご協力ありがとうございました。 

 

※調査終了後、ご提出いただく他の資料と併せてご返送くださいますよう、よろしくお願い致します。 
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〒105-0014 
東京都港区芝 2-1-28  成旺ビル 7 階  
TEL.03-3455-4165  FAX.03-3455-4172 

公益社団法人全国老人保健施設協会	 
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