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ちちぶ医療協議会
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『茶トレ』でロコモ対策
－ちちぶお茶のみ体操－

埼玉県秩父市
保健医療部次長

笠原明彦

みなさん。こんにちは。
私は、秩父市保健医療部次長兼地域医療対策課長

の笠原と申します。よろしくお願いいたします。
それでは、秩父地域で、ロコモ対策のために取り

組んでいる、近所でお茶のみに２～３人集まったと
きに、誰にでも簡単にできる『ちちぶお茶のみ体操』
【通称茶トレ】について発表いたします。

秩父地域は、埼玉県の北西部に位置しており、山
林が多く、面積は県の約４分の１、人口は約67分の
１となっております。

秩父は、飛騨の高山、京都の祇園とともに日本３
大曳山祭りの『秩父夜祭』が古くから有名です。

最近では『あの花』や『ここさけ』のアニメの聖
地としても人気がございます。

∗ 全国的に人口減少や少子化・高齢化が見込まれてい
る中、秩父圏域では１市４町が連携して行政サービス
の向上に取り組むことにより、安心して暮らせる地域を
目指していく政策が「定住自立圏構想」です。

ちちぶ定住自立圏
（平成２１年９月２５日 形成）
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最初に、「茶トレ」の活動の中心となっている「ち
ちぶ定住自立圏」と「ちちぶ医療協議会」について
説明させていただきます。

定住自立圏とは、合併はしないけれども、中心市

と周辺自治体が協力して行政サービスの向上に取り
組むことにより、安心して暮らせる地域をめざして
いく政策とされております。

現在、全国で107団体あり、秩父は平成21年３月
全国で７番目に手をあげ、秩父市・横瀬町・皆野
町・長瀞町・小鹿野町の５市町が平成21年９月に協
定し、形成しております。

ちちぶ医療協議会の設置

平成23年9月26日

ａ）ちちぶ圏域医師・医療関係者
教育プログラム作成分科会

ｂ）救急医療分科会
ｃ）予防医療分科会
ｄ）リハビリテーション分科会

医師・医療スタッフの確保

救急医療の充実

リハビリテーション体制の確立
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定住自立圏の協定項目から、医療分野を推進する
ため、秩父圏域内の医師会・歯科医師会・薬剤師
会・看護師会などの協力を得て、平成23年９月「ち
ちぶ医療協議会」が設立されました。

協議会には４つの分科会があり、ｄ）のリハビリ
テーション分科会が『茶トレ』に取り組んでおりま
す。

ちちぶ地域１市４町の人口（平成２７年１月現在）

【秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町】

人口１０５，６９７人 内高齢者人口３１，９８９人

高齢化率 ３０．３％

埼玉県平均２３．７％

全国平均 ２６．２％

秩父地域の高齢化率
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『茶トレ』を検討することになったきっかけは、
少子高齢化が進む中、秩父地域の高齢化率は年々高
くなっており、高齢者をはじめとした住民が安心し
て暮らせる地域を維持・充実するための方法として

演 題
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何かないかと、ＮＰＯ法人疾病管理・地域連携支援
センター事務局の宮原富士子先生にご協力いただ
き、平成23年11月にロコモ予防について勉強会を開
催したことからでした。

ロコモは要介護の入り口

足腰が衰え始めた後も20～30年生きる世の中です。
ロコモは要介護につながるという認識を。

脳血管
疾患

認知症 関節疾患
骨折・転倒

高齢による
衰弱

要支援 14.9% 3.2% 32.7% 16.6%

要介護 27.3% 18.7% 17.5% 12.5%

総数 23.3% 14.0% 21.5% 13.6%

介護が必要になった主な原因

厚生労働省 2007年国民生活基礎調査の概況（一部改変）

5人に1人が運動器障害が原因で介護が必要に！
年齢が上がるとその割合はさらに増える！
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勉強会では、介護が必要になった方の約５人に１
人がロコモが主な原因ということがわかりました。

ロコモはいまや国民病

実際に痛みが出たときにはすでに進行しています。
自分の体を日々手入れしておくことが大切です。

40歳以上の国民で・・・

■ ひざにトラブルを抱えている人：2530万人
■ 腰にトラブルを抱えている人：3790万人
■ 骨粗鬆症（大腿骨頚部）の人：1070万人
■ 骨粗鬆症（腰椎）の人：640万人

東京大学医学部付属病院22世紀医療センター
吉村典子氏らの調査から推計

ロコモ推定患者数は日本国民の４割！
大部分は痛みを感じていない！
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その中でも、特に『ひざ』と『腰』にトラブルを
抱えている人が多いこともわかりました。

脱ロコモには体操！

無理せずゆっくり自分のペースで行いましょう。

脱ロコモには「運動療法」が効果的

運動器は、よく使う、正しく使うことで
機能が維持されている

ロコモ体操に効果的な「3S」

■ Squat（スクワット）

■ Stretching（ストレッチ）

■ Spine ex（背骨ほぐし）
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そして、脱ロコモには、運動療法が効果的なこと
もわかりました。
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ちちぶお茶のみ体操（通称茶トレ）

監 修

渡會公治（帝京平成大学大学院健康科学研究科教授
・元東京大学大学院総合文化研究科准教授・
1984年ロサンゼルスオリンピックチームドクター）

山田昌樹（リハビリ分科会長・秩父生協病院院長）

作 成 ちちぶ医療協議会

平成25年3月 茶トレ12種類35ページのマニュアルを作成
平成26年1月 秩父圏域内 約41,000世帯にポスター配布

将来的な医療費や介護保険費の高騰を防ぐため、
いつまでも元気な高齢者を増やそうと、ロコモ予防
の健康体操を検討することになりました。

平成24年２月にロコモアドバイスドクターの『渡
會公治先生』に講演をいただき、ロコモ予防に運動
が大切なことはわかったものの、運動教室などに出
てくる人たちは元気なお年寄りが多く、『外出が苦
手な人に、自宅で取り組んでもらえる運動』を検討
いたしました。

渡會先生と山田先生に監修いただき、近所でお茶
のみに２～３人集まったときにできる『いつでも、
どこでも、誰にでもできる、簡単な体操』　『ちちぶ
お茶のみ体操』【通称茶トレ】を平成25年１月完成、
３月にマニュアルを作成いたしました。
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茶トレ12種類の中から、特に毎日少しづつでも継
続してほしい運動６種類をポスターにして、平成26
年１月、ちちぶ圏域内約41,000世帯に配布し、住民
の方々に取り組んでいただいております。
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平成２７年３月末現在

スーパー指導者３５名 サポーター２００名

講習会数 延２７３回

受講者数 延６，０５９人（目標達成率２７．５％）

・実感しないと、継続しない

・実感者の口コミが参加者を広める

・地道な活動を『あきらめず』 『粘り強く』

講習会・イベントの結果から
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監修者の１人で分科会長の山田先生からは、『こ
ういった体操は全国色々なところで取り組んでいる
が、普及して成功した例は非常に少ない。秩父地域
の人口の２割、約２万２千人に普及できれば、住民
の意識が変わってくるかもしれない』と伺い、現在、
目標に向けて取り組んでおります。

平成27年３月末現在、スーパー指導者35名、サポー
ター 200名、講習会数273回、受講者数延6,059人で、
目標の27.5％です。

今まで実施した、講習会などの結果から
・実感しないと、継続しない
・実感者の口コミが参加者を広める
・地道な活動を『あきらめず』『粘り強く』続け

る
などが見えてきました。

『ロコモ度テスト』で

自分のロコモ度年齢を知ろう

出典 ロコモチャレンジ推進協議会
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また、ロコモチャレンジ推進協議会で出している
『ロコモ度テスト』を活用して、ロコモ度年齢と実
年齢を確認いただき、本人の運動の継続に活かして
いただいてます。

イベント会場でのロコモ度テスト
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写真は今年の６月に、イベント会場に出向いてロ
コモ度テストを実施しているところです。

参加人数 年代より若い 年代相当 年代より老化

全体 ６０人 ２８人46.66% １４人23.33% １８人30.00%

５１歳以上３０人 １７人56.67% ７人23.33% ６人20.00%

３１歳～５０歳１５人 ９人60.00% ２人13.33% ４人26.67%

３０歳以下１５人 ２人13.33% ５人33.33% ８人53.33%

イベント会場でのロコモ度テスト結果から
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当日は、60人の方々にご協力いただきました。
協力者が少なかったこともありますが、年代が若

くなるに比例して、実年齢よりロコモ度年代が老化
している割合が増えている結果となりました。

40代、50代ごろから健康に気をつけて、運動など
に取り組んでいる傾向が伺えました。

立ち上がりテスト
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また、茶トレが高齢者の転倒予防に効果があるか
どうかを検証するため
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ツーステップテスト
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「ロコモ度テスト」を使った評価測定を行ってお
ります。

ロコモ２５質問票
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現在、取組前のロコモ度テストを実施し、高齢者
の皆さんに６か月間の茶トレに取り組んでいただい
ているところです。
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茶トレの講習会のほか、動画をｙｏｕｔｕｂｅに
配信して、普及、啓発を推進しております。

画像は、秩父市のゆるきゃら『ポテくまくん』と
いっしょに茶トレをしている様子を載せたもので
す。

ちちぶ医療協議会では、いろいろな取り組みを
ホームページで公開しております。ぜひご覧くださ
い。

『茶トレ』で健康長寿

動かないと動けなくなる

動かないと認知力も低下する

動かないと体が硬くなり怪我

をしやすくなる

動かないと老化が進む
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ロコモ対策は、無理をしないで、少しで良いから
毎日継続して動くこと。

これが一番大切だと感じております。
急激な高齢化が叫ばれている2025年問題まで約10

年、今後も茶トレを普及し『健康長寿』を推進して
まいります。

ご清聴ありがとうございました。
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ご清聴ありがとうございました。




