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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、
福岡県飯塚市に学ぶ飯島式フレイル予防プログラム 2
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飯塚病院からフレイル予防のバトンを受けとった飯塚市。飯塚病院に在籍するフレイル・トレーナーの
サポートを受けながら事業展開をしています。フレイル・トレーナーとは、フレイル・サポーターを育成
し、地域のフレイル・チェックを推進する役割。現役専門職から構成され、飯島教授による養成カリキュ
ラムを修了した人が認定されます。実は、飯塚市がフレイル対策事業を採択した時、飯塚病院はすでに
3名のフレイル・トレーナー（いずれも理学療法士）を育成していました。今回は、その中のお一人、井本
俊之さん（飯塚病院　リハビリテーション部技師長）にお話を伺いました。

プログラム当日のサポーターの動きを教
えてください。
　まずは会場設営です。参加者が来られたら、
声かけしながら席に案内します。全員揃った
ら進行役が導入講義をはじめます。フレイル
の意義や予防のポイント、本日の流れなどを一
通り説明し、その後、フレイルチェックに入り
ます。

サポーターを指導するフレイル・トレーナー。
いずれも飯塚病院の理学療法士。
右がお話を伺った井本俊之さん。

サポーターによる説明。
プロ顔負けのトーク力。
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SIB（ソーシャル・インパクト・ボンド）を活用
飯塚市は、フレイル予防事業をSIBでの実証事業とするとしています。SIBとは 民間資金を活
用した官民連携による社会課題解決の手法の一つ。民間の資金提供者から調達した資金を基
に事業を実施し、事前に合意した成果が達成された場合、行政が成果に応じて資金提供者に費
用を支払う仕組みです。資金提供者は三井住友銀行。飯塚市は、参加者募集等の周知や広報な
どを行い、サービス提供は、地元のIT企業が担います。健康寿命の延伸や医療費の抑制など、成
果指標を選定し、事業化への道を探ります。

取材メモ

握力チェック。
思うようにできない人にもサポーターが寄り添って励ます。

フレイルサポーターの声
　● 80代でもお役に立てることを感じた

　● 他人のためでなく自分のために活動
している

　● 目標を持って活動することができた
【達成感】

　● 地域に貢献したいという思いが強く
なった

参加者の声
　● 自分の弱点がわかった

　● 運動不足を痛感した

　● 今後の生活を考え直したい

　● 食生活と運動の大切さを感じた

　● 思っていたよりも結果が良かった

　● 思うより健康なのだと実感した

サ「最近、誰かとご飯食べた？」

参「…食べてない。一人やもん。」

サ「一人やったら、それが当たり
前やもんね。みんなそう…。
私もそうやもん。」

参「そうなん？」

サ「そうそう。ばってん、そのう
ち近所の人でも誘ってみよう
か。今度お茶でもいこうって。
たまには出かけるのも良かよ
（いいよ）」

サポーターと参加者の会話から

同じ立場の高齢者がサポーターのため、
自己開示しやすい。サポーター側も立場
が近いため共感しフォローも暖かい。こ
うしたプロセスを得て、健康問題は、他人
事から自分事へ。

（瓜生 千鶴）

どんなチェックをするのですか？
　まずは指輪っかテストです。利き足ではな
いほうの足のふくらはぎを、指で作った「輪っ
か」で囲います。筋肉量がわかります。両手の
指がお互いに届き、ふくらはぎと輪の間で隙間
ができる場合には筋量が少ないということ。
サルコペニアかもしれません。
　噛む力、滑舌テスト、片足立ちなども行いま
す。滑舌テストは静かな別室で行います。

　出来たらチェックシートに青シールを、出来
なかったら赤シールを貼っていきます。シー
ル貼りはサポーターが声かけしながら手伝い
ます。出来ないことがあっても、そのことに
フォーカスするのではなく、できたことを見つ
けて認めたり、「出来んかったけど、早く気づ
いて良かったね」といったフォローをします。
所要時間は約2時間。結果は収集され、今後の
予防にむけた取組みに使用されます。

プログラムが終わったあとは？
　すべて終了したら、フレイルサポーターが参
加者を見送ります。そのときに次のフレイル
チェックの案内を行います。フレイルチェッ
クは継続が大事です。参加者が帰った後は、後
片づけ、振り返りです。反省点を振り返り、よ
かったことを共有しあいます。「○○さん、す
ごく楽しそうにされていたね」、「みなさんの
頑張りを見ると、こっちも頑張りたくなるね」
そんな会話が楽しいです。

飯島式フレイルチェックの優れている点
を教えてください。
　マニュアルが充実しています。フレイルと
いう一般的には新しい概念を市民にもわかり

やすく説明されています。簡単であることも
ポイントです。指輪っかテストもそうですが、
いつでもだれでも簡単にできます。
　社会性や心とフレイルの関係に注目してい

る点も特徴です。たとえば、孤食は栄養状態悪
化やうつのリスクを高めます。近所づきあい
や友達付き合いなどソーシャルネットワーク
の欠如もフレイルに繋がりやすいです。飯島
式ではその点もフォローします。

独居の人がフレイルに陥りやすいのですか？
　必ずしもそうとは限らないようです。同居
の人でも孤食に陥っている人はいて、独居でも
気ままに楽しんでいる人もいます。結局、意識
の問題なのです。しかし、そこに気づくことが
なかなかできません。普通に生活していても
気づかないと思います。気づかないと、防止す
る行動に移せません。だからこそこういう場
が有効です。高齢になると出かけるきっかけ
がつかめず、諦めてしまっている人もいます。
気づきの場を作ることが大事で、飯島教授はそ
の点をきめ細やかに考えておられます。

むすびに
　飯島教授は、「フレイル対策は、自治体行政、
研究者、民間企業、医療・介護関係者など様々
な人が関わる”総合知によるまちづくり”」だ

と言われるそうです。専門知たる世界にある
急性期病院が総合知のフィールドでどのよう
に貢献していくのか。今後も飯塚市と飯塚病
院のフレイル対策事業に注目します。
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　マニュアルが充実しています。フレイルと
いう一般的には新しい概念を市民にもわかり

やすく説明されています。簡単であることも
ポイントです。指輪っかテストもそうですが、
いつでもだれでも簡単にできます。
　社会性や心とフレイルの関係に注目してい

る点も特徴です。たとえば、孤食は栄養状態悪
化やうつのリスクを高めます。近所づきあい
や友達付き合いなどソーシャルネットワーク
の欠如もフレイルに繋がりやすいです。飯島
式ではその点もフォローします。

独居の人がフレイルに陥りやすいのですか？
　必ずしもそうとは限らないようです。同居
の人でも孤食に陥っている人はいて、独居でも
気ままに楽しんでいる人もいます。結局、意識
の問題なのです。しかし、そこに気づくことが
なかなかできません。普通に生活していても
気づかないと思います。気づかないと、防止す
る行動に移せません。だからこそこういう場
が有効です。高齢になると出かけるきっかけ
がつかめず、諦めてしまっている人もいます。
気づきの場を作ることが大事で、飯島教授はそ
の点をきめ細やかに考えておられます。

むすびに
　飯島教授は、「フレイル対策は、自治体行政、
研究者、民間企業、医療・介護関係者など様々
な人が関わる”総合知によるまちづくり”」だ

と言われるそうです。専門知たる世界にある
急性期病院が総合知のフィールドでどのよう
に貢献していくのか。今後も飯塚市と飯塚病
院のフレイル対策事業に注目します。
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