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“いきいき・はつらつ”元気高齢者の地域づくりをめざして
～秩父市における効果的な介護予防事業のあり方を考える～

発 表 者 島山 令子 （埼玉県：秩父市役所 地域包括支援センター）
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新井 ふみ子、新井 広実
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【１．研究背景】秩父市は、埼玉県の北西部にあり

都心まで約６０～８０km圏、周囲に山岳丘陵を眺

める盆地にあります。市域の８７％は森林で、埼

玉県の森林の約４０％を占め、国立公園や県立自

然公園の区域にも指定されている自然環境に恵

まれた地域です。人口は減少傾向にあり図表１

のとおり、高齢化が進んでいる高齢者政策の課

題が大きい市です。要支援・要介護状態となる

おそれの高い高齢者を、早期に発見し対応を行

うため、H２３年度より対象者把握事業を実施し

ています。これにより、生活機能の低下してい

る６５歳以上の市民の拾い上げが可能になりまし

たが、低下を予防するための二次予防事業参加

への反応が思わしくないという現状がありま

す。そこで、仮説に基づき、二次予防事業参加

者の変化から事業の適正や効果の検証をおこな

うとともに、秩父市における介護予防事業の課

題を分析し、今後の事業展開に活かすことを目

的に実施することとしました。
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【２．研究方法】H２３年度二次予防事業の参加者１８１

名について、�各事業の事前事後で行ったアセ
スメントと測定結果から自覚的・他覚的な変化

を�教室参加者について要支援・要介護認定の
有無を追跡し、秩父市の認定率と比較しました。

実施期間は、�は H２３年度の各事業実施期間、

�は２４年と H２５年３月末で確認しました。参加

者の個人情報使用については、同意書を取り交

わし、施錠できる保管庫で管理するなどの倫理

的な配慮を行いました。
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【３．研究内容】１）対象者の情報：H２３年度の二

次予防事業の対象者は、a．７０歳以上８４歳の市民

（介護認定者を除く）を対象に行った基本チェッ

クリストの配布、回収及び b．その他の相談から

把握した市民を対象に行った基本チェックリス

トの配布、回収により把握した者から決定した

３，１４０人です。
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図表２のとおり、秩父市は、全国と比較して二

次予防事業の対象者が多くみられています。二

次予防事業の対象者の内訳では、図表３のよう

に栄養改善の該当者が少ない傾向がありまし

た。

この二次予防事業の対象者に対して、通所型介

護予防事業として運動器の機能向上プログラム

として『いきいきころばん教室』と口腔機能の

向上と栄養改善の複合プログラムとして『歯つ

らつモリモリ教室』を計画し、基本チェックリ

ストの結果通知にお知らせを入れ、電話、訪問

による勧奨を行い参加者を募集しました。参加

状況は、図表２ 図表４のとおりで、高齢者人

口に占める割合は全国並みですが、対象者に対

する反応は大変低くなっています。実際の勧奨

の状況で、参加希望をしない者は「まだ大丈夫」

「まだいいです」「それほどじゃない」「あんまり

興味ないから」などという、無関心期（行動変

容ステージモデル）にあたる反応でした。中に

は、積極的な参加意向もありましたが、過去に

教室参加した者が再度対象者となっており、教

室参加した者が再度参加希望して相談をしてき

た状況もみられました。
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２）二次予防事業の参加による効果：運動機能

の向上プログラム『いきいきころばん教室』参

加者の参加による効果を、図表６～８のように

比較したところ、体力測定の結果で改善・維持

した者の割合が高く、肩こり・腰痛・膝痛など

の痛みの改善や、食事や睡眠・ストレスなどの

生活面での効果を自覚した者も多くありまし

た。
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口腔機能の向上・栄養改善の複合プログラム『歯

つらつモリモリ教室』参加者の参加による効果

を、図表９にまとめました。口唇の機能を評価

するオーラルディアドコキネシスの測定と主観

的健康観で約半数が改善し、他の項目において

も改善・維持した者の割合が多くなっていま

す。
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３）介護認定率の比較：H２３年度の二次予防事

業参加者１８１名を追跡し、H２４年３月末と H２５年

３月末で介護認定を受けた人数を把握しまし

た。結果は、図表１１のとおりで図表１０の秩父市

の介護認定率と比較しても低い割合であったこ

とが確認できました。
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【４．結果】１）二次予防事業の検証：�二次予防
事業のプログラム内容の適切性／二次予防対象

者把握事業の結果で、対象者を親近性の高いリ

スク同志でみると、図表５のように通所事業へ

の参加が困難な傾向を示す閉じこもり予防・支

援の対象者が、運動器の機能向上の対象と重な

る部分もあることから、運動器の機能向上プロ

グラムへの参加による閉じこもり予防の効果も
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期待できます。また、栄養改善の対象者は少な

いが、口腔機能の向上に該当する者と重複する

割合が高いことから、複合プログラムがより効

果的であると考えます。�二次予防事業参加に
よる直接的な効果／H２３年度に実施した２つの

教室において、機能向上、主観的健康観や自覚

的効果の向上がみられました。�二次予防事業
参加による間接的な効果／二次予防事業参加者

は、事業終了の１年後まで介護認定を受けた者

の割合が低いまま経過している者が多く、機能

維持に何らかの効果があったと考えます。

２）介護予防事業の課題：�二次予防事業の参
加者を伸ばす／高齢者人口に占める二次予防事

業の参加率では、全国平均と同程度となってい

ますが、高齢化率も高く二次予防対象者数も多

い傾向が見える秩父市として、生活機能の低下

のおそれのある者への早期対応を行うため、参

加率の向上を図る必要性は大きいと考えます。

�閉じこもり、認知機能の低下、うつ予防と支
援／閉じこもり、認知機能の低下、うつにリス

クがある者は、通所型予防事業への参加が困難

な場合があり、必要時訪問にて個別対応を行っ

ています。また、症状が深刻になるほど関わり

も難しくなるため、できるだけ早期に関わりを

開始することが必要と考えます。
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【５．考察】この研究を通して、秩父市の介護予防

事業として以下の方向性がみえてきました。�
介護予防事業の普及、啓発活動。�二次予防事
業参加者が事業終了後に参加できる社会資源の

創出、活用。�要介護状態になるおそれの高い

高齢者を早期発見・早期対応。

二次予防事業対象者への事業参加の勧奨を通じ

て、秩父市の高齢者の多くは、無関心期にある

ことを実感しています。行動変容のステージを

一つでも先に進めるためには、それぞれのステー

ジに合わせた働きかけが必要と考えられてお

り、無関心期の方には、意識の高揚や感情的経

験が有効とされています。そこで、H２５年度よ

り高齢者の方に介護予防の効果や必要性を体感

できる介護予防教室として「いってんべえ」を

公会堂単位で開催することにしました。開催に

あたり、町会長、民生委員や在宅福祉員、老人

クラブなどへ協力を依頼し、介護予防事業の理

解を得るとともに、可能な地域においては、自

主的な活動へと展開できるよう支援を行ってい

きます。また、基本チェックリスト未回収者の

中に、日常の生活動作が困難な者が含まれる可

能性が指摘されています。閉じこもり、認知機

能の低下、うつなどの症状が深刻になる前に早

期発見と対応を図る観点も含め、H２５年度より

未回収者への個別訪問により、生活状況の把握

を行います。
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