
警戒度 4・3 の外出自粛期間の感染予防対策と介護予防 

介護予防のためには、運動、栄養、お口の機能改善、心や頭の機能改善、社会参加（人との

繋がり）などが、とても大切です。ご近所さんで集まって、運動や体操、食事、おしゃべり、

趣味活動などを行う「通いの場」が、とても効果的であると厚生労働省も勧めています。残

念ながら、警戒度が「4」や「3」の段階では、新型コロナウイルス感染症予防のために、高

齢者・基礎疾患者は外出自粛が要請されています。このため、「通いの場」に集まって、介

護予防のための様々な活動ができない状態となっています。それでも、個人でできる介護予

防の取り組みは必要であり、この冊子は個人、自宅で可能な取り組みを紹介するために作成

いたしました。 
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新型コロナウイルス感染予防 

1.感染の仕方 

一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と

会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスク

があるとされています。 

 

飛沫感染： 

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルス

が放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込

んで感染します。 

 

接触感染： 

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物

に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイ

ルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染し

ます。 

 

2.感染予防対策 

感染予防対策 
資料 

（チラシ）頁 

①手洗い・手指消毒 

 の方法 

接触感染の予防には手を洗うことが大切です。 
6 

②マスクの着用 
飛沫感染の予防に咳エチケット、とくにマスク

着用が大切です。 
10 

③身の回りの清潔 
接触感染の予防のために手に触れやすいところ

を消毒することが大切です。 
13 

④3 密の回避 
接触感染および飛沫感染を予防するためには、

人との距離をとることが必要です。 
15 

⑤体温・体調記録表 

自身が感染源とならないように自身の体調管理

は大切です。毎日記録しておき、体調不良があ

る場合には主治医に相談すると良いでしょう。

受診前に電話で相談しておきましょう。 

16 
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自身の状態を知る：基本チェックリスト 

心身の機能を確認するものです。各質問の「はい」「いいえ」の当てはまるほうに○を付け

て下さい  

問 質問項目 回答 

問 1 バスや電車で 1 人で外出していますか 0.はい 1.いいえ 

問 2 日用品の買い物をしていますか 0.はい 1.いいえ 

問 3 預貯金の出し入れをしていますか 0.はい 1.いいえ 

問 4 友人の家を訪ねていますか 0.はい 1.いいえ 

問 5 家族や友人の相談にのっていますか 0.はい 1.いいえ 

問 6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0.はい 1.いいえ 

問 7 
椅子に座った状態から何もつかまらずにたちあがっていま

すか 
0.はい 1.いいえ 

問 8 15 分くらい続けて歩いていますか 0.はい 1.いいえ 

問 9 この 1 年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ 

問 10 転倒に対する不安は大きいですか 1.はい 0.いいえ 

問 11 6 ヵ月間で 2～3kg 以上の体重減少がありましたか 1.はい 0.いいえ 

問 12 体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）が 18.5 未満ですか 1.はい 0.いいえ 

問 13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1.はい 0.いいえ 

問 14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1.はい 0.いいえ 

問 15 口の渇きが気になりますか 1.はい 0.いいえ 

問 16 週に 1 回以上は外出していますか 0.はい 1.いいえ 

問 17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1.はい 0.いいえ 

問 18 
周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがある

といわれますか 
1.はい 0.いいえ 

問 19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0.はい 1.いいえ 

問 20 今日が何月何日かわからない時がありますか 1.はい 0.いいえ 

問 21 (ここ 2 週間)毎日の生活に充実感がない 1.はい 0.いいえ 

問 22 
(ここ 2 週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなく

なった 
1.はい 0.いいえ 

問 23 
(ここ 2 週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに

感じられる 
1.はい 0.いいえ 

問 24 (ここ 2 週間)自分が役に立つ人間だと思えない 1.はい 0.いいえ 

問 25 (ここ 2 週間)わけもなく疲れたような感じがする 1.はい 0.いいえ 
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自身の状態を知る：基本チェックリストの使い方 

問 
確認している 

機能・状態 
灰色の回答の個数と注意事項 頁 

問 6 から 

問 10 まで 
運動機能 

灰色の回答が 3 個以上あると、運動機能が低下し

ている恐れがあります。運動機能の向上に取り組

みましょう。 

17-22

問 11 から 

問 12 まで 
栄養状態 

灰色の回答が 2 個すべてあると、低栄養の恐れが

あります。栄養改善に取り組みましょう 
23･24 

問 13 から 

問 15 まで 
口腔機能 

灰色の回答が 2 個以上あると、口腔機能が低下し

ている恐れがあります。口腔機能の向上に取り組

みましょう。 

25･26 

問 18 から 

問 20 まで 

認知機能 

（物忘れ） 

灰色の回答が 1 個以上あると、認知機能の低下の

恐れがあります。認知症予防に取り組みましょう。 

27 

28-31

問 1 から 

問 20 まで 

全般的な 

生活機能 

灰色の回答が 10 個以上あると、全般的な生活機能

低下の恐れがありますので、機能向上に取り組み

ましょう。 

- 

問 21 から 

問 25 まで 
こころの状態 

灰色の回答が 2 個以上あると、こころの状態が低

下している恐れがあります。こころの状態の改善

に取り組みましょう。 

27 

【機能や状態の低下の恐れがある項目の対応】 

参考になるチラシ番号のチラシを参考に機能向上や状態の改善に取り組みましょう。この取

り組みを始める前に「フレイル」という用語を知っておきましょう。次の頁でフレイルを説

明します。 
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自身の状態を知る：フレイルとは 

「フレイル」とは加齢による「虚弱」を意味します。「健康な状態」と「介護が必要な状態」

の中間の状態です。重要なことは、「介護が必要な状態」から「健康な状態」に戻すのは大

変なのですが、「フレイル」の状態であれば、「健康な状態」に戻すことが可能です。したが

って、早期に「フレイル」状態を発見して、運動、お口の健康、栄養改善、人との繋がりな

どの取り組みを始めることや、増やすことによって、「健康な状態」に戻すことが可能なの

です。さらに大切なことは、「フレイル」自体を予防することによって、「健康な状態」を長

く続けることになるのです。 

 

「簡易フレイルテスト」 

簡単なフレイルの状態にあるかどうかのチェックをしてみます。下の 5 つの質問の該当す

る回答に「○」を付けてみましょう。それから、○を付けた回答の数字を足して下さい。 

質問項目 回答 

①以前と比べて歩く速度が遅くなった思う 1. はい 0. いいえ 

②6 ヵ月間で、2～3kg の体重減少があった 1. はい 0. いいえ 

③（ここ 2 週間)）わけもなく疲れたように感じる 1. はい 0. いいえ 

④ウォーキングなどの運動を週に 1 回以上している 0. はい 1. いいえ 

⑤5 分前のことを思い出せる 0. はい 1. いいえ 

結果：0 点⇒健康、1～2 点⇒プレフレイル（身体）、3 点以上⇒フレイル（身体） 

  

4



基本チェックリストや簡易フレイルテストで心配なことがありましたら、お住まいの市

町村や地域包括支援センターに相談しましょう。 
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手洗いの方法1

○ 感染予防には手洗いや手指消毒がとても大切

○ 手洗いや手指消毒も大切ですが、日頃から爪の手入れ
（爪切り）やキズの処置などもしておきましょう

○ 手洗いはこまめに行う。「通いの場」に入る時、飲食の前
トイレの後、「通いの場」から帰る前には必ず行う。

○ 自宅では、外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめ
に手を洗う。

○ 手洗いは、石けんやハンドソープを使用して、泡立てた後に10～15
秒もみ洗いし、流水で15秒すすぐ。時間の目安は、「どんぐりころ
ころ」の歌が17秒程度、「ハッピーバースデー」の歌が15秒程度。
歌う際にはマスクは必着。

○ 手洗い後に水流を止めるために水栓を直接触らないように注意する。
レバー式の水栓は、手ではなく腕を使用して水栓の開閉をする。ハ
ンドル式は、手洗い開始時に水栓を開いて、水流を出したまま手洗
いをして、手を拭いてからペーパータオルなどを使用して水栓を閉
じる（下図）。

感染予防には手洗い・手指消毒が大切！

レバー式の水栓は腕などを使用し
て水栓の開閉をすると手指の汚染
を防ぐことができる。手洗い中も
水流を出したり、止めたりするこ
とが可能。

水栓開閉時の注意（とくに手洗い後）

レバー式の水栓 ハンドル式

ハンドル式の水栓は、手洗い前に
水栓を開けるが、手洗い中に水栓
に触れると手指が汚染される。こ
のため、手洗い中は水流は出した
ままとする。手洗いの最後で手を
拭いた後に使用したペーパータオ
ルなどで水栓を閉じる。

7



手洗いの方法2

④～⑨まで15秒（どんぐりころころ、バースデーソングなど）、⑩を15秒

①

水栓（ダイヤル式）
を開いて水流を出す 流水で濡らす

②

石けん液を適量
手の平に出す

③

手の平と手の平を擦
り合わせて泡立てる

④

手の甲を、もう片方
の手の平でもみ洗う、
指の分かれ目も洗う

⑤

指を組んで両手の
指の間をもみ洗う

⑥

親指をもう片方の
手で包みもみ洗う

⑦

指先をもう片方の
手の平でもみ洗う

⑧

両手首をもみ洗う

⑨

流水でよくすすぐ：15秒

⑩

タオルやペーパータオル
で十分に水気を拭き取る

⑪

ペーパータオルなどで
水栓（ダイヤル式）を
閉じて水流を止める

⑫

8



手指消毒の方法

○ 手指消毒はこまめに行う。「通いの場」に入る時、 飲食の前、ト
イレの後、「通いの場」から帰る前には必ず行う。

○ 手指消毒はアルコール（濃度70％以上のエタノール*）を用いて、
よくすりこむ。ただし、アルコールに過敏な人は使用を控える。

＊ 60％台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告があり、70％以上

のエタノールが入手困難な場合には、60％台のエタノールを使用した消毒も差し支えない。

感染予防には手洗い・手指消毒が大切！

手指消毒剤を指を曲げながら
手の平に少し溜まる程度
（3ml）受ける。

① アルコール消毒液・ジェルの場合 アルコール消毒スプレーの場合

噴射する手指消毒剤を指を曲
げながら適量手に受ける（両
手）。

指を組んで両手
の指の間を擦る

手の平と手の平
を擦り合わせる

手の甲をもう片方の手
の平で擦る（両手）

指先、指の背をもう
片方の手の平で擦る
（両手）

親指をもう片方の手
で包み擦る（両手）

手首までていねい
に擦る（両手）

② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

9
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感染予防にはマスクが大切！

正しい不織布マスクの付け方

② ③ ④

⑤

鼻の形に合わせる留め
具を上にして真ん中に
折り目をつける

折り目を鼻に合わせ、
マスクを下方へ顎が入
るまで拡げる

耳ひもを耳にかける
（両側）

鼻に合わせる留め
具を顔に合わせて
隙間をなくす

⑥

完成

①マスクを付ける前に必ず手洗いもしくは手指消毒をする。

正しいマスクのはずし方

耳ひもを持ってマスクを
はずす。マスク表面に触
らないように注意する。

使用したマスクはゴ
ミ袋に入れて、封を
して廃棄する。

1.屋外や十分な距離がある時は、熱中症対策も考慮して適宜マスクを外
すようにしましょう！

2.活動中の水分補給は熱中症対策としても重要です。水分補給時はお
しゃべりをしないで、水分補給後は直ちにマスクを装着しましょう！

11



★マスクの付け方の「○」と「×」

顎までしっかり拡げている

鼻の留め具が適度に曲げてあ
り、マスクと顔の隙間がない

鼻と口がマスク
で覆われている

通称
鼻マスク

通称
顎マスク

マウス
シールド

マウスシールドは
スーパーコンピュ
ータ「富岳」など
の研究から感染予
防の効果は低いと
されている。

★マスクの外側に触れてはいけません！

マスクの外側はウイルスが付着してい
る可能性があり触ってはいけません！

マスクを折り畳む
時はとくに危険！

★外したマスクの置き方（例）

不織布マスクは使い捨てが基本です。外したら廃棄することを推奨します。

新聞の広告などで紙
箱を作る、紙箱は使
用後に廃棄。

マスクの外側を下にして耳ひもを持っ
て紙箱に置く、マスクの上にテッシュ
ペーパーなどを被せるとさらに良い。

不織布マスク 布マスク

マスクの横にも隙間がない

12



新型コロナウイルス対策

身のまわりを清潔にしましょう。

石けんやハンドソープを使った

丁寧な手洗いを行ってください。

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、アルコールよりも、

熱水や塩素系漂白剤、及び一部の洗剤が有効です。

手 洗 い

手 洗 い な し 約 100 万 個

約 0.01％
（数百個）

約 0.0001％
（数個）

石けんや

ハンドソープで

10 秒もみ洗い後

流水で

15 秒すすぐ
手洗いを丁寧に行うことで、

十分にウイルスを除去できます。

さらにアルコール消毒液を

使用する必要はありません。

濃度 0.05% に薄めた上で、

拭くと消毒ができます。
ハイター、ブリーチなど。

裏面に作り方を表示しています。

有効な界面活性剤が含まれる

「家庭用洗剤」を使って

消毒ができます。
NITE ウェブサイトで

製品リストを公開しています。

食器や箸などは、80℃の熱水に

10分間さらすと消毒ができます。

1 回

2 回
繰り返す

残 存ウイルス

（森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006 から作成）

塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）熱水

火傷に注意してください。

※目や肌への影響があり、
　取り扱いには十分注意が必要です。
※必ず製品の注意事項をご確認ください。
※金属は腐食することがあります。

洗剤

NITE 洗剤リスト 検 索

こちらをクリック

13
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参 考

0.05% 以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方

以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。

　商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

※上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あります。
　表に無い場合、商品パッケージや HP の説明にしたがってご使用ください。

メ ー カ ー
（ 五 十 音 順 ）

商 品 名 作 り 方 の 例

花王
ハイター 水１L に本商品 25mL（商品付属のキャップ 1 杯）

※

キッチンハイター
※次亜塩素酸ナトリウムは、一般的にゆっくりと分解し、濃度が低下して
　いきます。購入から３ヶ月以内の場合は、水 1Ｌに本商品 10ml（商品
　付属のキャップ 1/2 杯）が目安です。

カネヨ石鹸
カネヨブリーチ

水１L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）
カネヨキッチンブリーチ

ミツエイ

（プライベートブランド）

ブリーチ
水１L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

キッチンブリーチ

ブ ラ ン ド 名
（ 五 十 音 順 ）

商 品 名 作 り 方 の 例

イオングループ
（トップバリュ） キッチン用漂白剤

西友 / サニー /
リヴィン

（きほんのき）

セブン＆アイ・
ホールディングス

（セブンプレミアム
ライフスタイル）

台所用漂白剤

キッチンブリーチ

水１L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

水１L に本商品 12mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

水１L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

【使用時の注意】
・換気をしてください。
・家事用手袋を着用してください。
・他の薬品と混ぜないでください。
・商品パッケージや HP の説明を
  ご確認ください。

洗剤の使い方はこちら▶▶▶

こちらをクリック
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https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/0522_poster.pdf
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体温・体調記録表

氏名：

年月日 曜日 体温 咳
のどの

痛み

鼻水

鼻詰り
頭痛

下痢

腹痛

強い

だるさ
息苦しさ その他

（例）2021/4/1 水 36.4 +
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トレーニングの目的 

このトレーニングは、歩く、立つ、座る、またぐ、昇る、降りる、高いところの
ものを取る、落とした物を拾うといった生活動作に役立つように、仲間と一緒に楽しめるように、さ
まざまな工夫を加えて作られています。 
生活動作に必要な筋力や体の動きを身につけること・保つことが、このトレーニングの主目的です。
同時に、住み慣れた地域で、仲間と一緒にこのトレーニングを楽しむことも大切です。一人で黙々と
トレーニングを励むのではなく、仲間とトレーニングを楽しんでください。そして、この活動を通し
て地域作りを進めてください。 

トレーニングの進め方 

トレーニングは初級コース、中級コース、上級コースの計10種類の運動で構成されています。初級
コースからはじめ、3～4か月後には中級コースへ進みます。中級コースを3～4か月続けたら上級コー
スへと進みます。およそ1年かけて上級コースをマスターした後は、上級コースの内容を継続します。 

トレーニングのポイント 

○ 初級、中級、上級の各コースとも、次頁にある『トレーニングの量・強さ・
頻度』を目安に、自分にあわせて調整してください。 

○ お手本どおりのトレーニング動作は最初の頃は意外に難しいものです。1年ぐ
らいかけてだんだん上達していくつもりで取り組んでください。 

トレーニングの注意事項 

痛み： トレーニングにより痛みが生じた場合は、トレーニングを中止してください。 
呼吸： 運動中は、ごく普通に吸ったり吐いたりを保つようにしてください。 
 息を止めたり、イキんだりしてはいけません。 
運動の滑らかさ：できるだけ滑らかに手足を動かしてください。ロボットのような「カクカク」した

動きはやめましょう。1回の動作に6～9秒かけるぐらいのスピードで滑らかに運動してくださ
い。1、2、3、4、5、6、7、8と声をかけながら行うと良いでしょう。(例えばトレーニング2の
場合、1、2、3、4の号令で腕を伸ばし、5、6、7、8の号令で腕を元の位置に戻すようにしま
す。) 

左右交互の運動：トレーニング1、トレーニング4、トレーニング5、トレーニング7、トレーニング8
は、左右を代えながらそれぞれ8回行います。 

姿勢：どの運動も姿勢を正しく美しく保つことに注意しましょう。 

このトレーニングは自己責任で行うものです。以下の事項には特にこ注意ください。 

○  痛み・疲労：トレーニングによる痛みや疲労には十分ご注意ください。やりすぎは禁物です。 
○  転倒：足を上げたり、つま先立ちになったりすると、バランスを崩して転倒する危険性がありま

す。立位では過信しないで、椅子の背もたれを手すりがわりに使いましょう。 
○  めまい・失神：運動の途中でめまいや失神が起こることがあります。体調には十分注意してくだ

さい。 
○  脱水：運動に伴う多量の発汗は脱水状態を引き起こします。水分補給に注意してください。 
○  思わぬケガ：グループで体操を行う場合、足や手を上げる時に、隣の方とぶつからないよう、十

分な間隔を置きましょう。また、イスや重りなど、トレーニング機器の取扱いには十分ご注意く
ださい。思わぬケガをしないようにトレーニング環境や使用機器に気を配りましょう。  

 

編   集：山路雄彦・佐藤江奈（群馬大学） 
監   修： 浅川康吉（東京都立大学） 
制作・発行： 群馬県・群馬県地域リハビリテーション支援センター 
発 行 日： 2006年3月（初版）・2021年3月（改訂） 

群馬県多野郡鬼石町（現藤岡市）では、このトレーニング
を住民主導で普及させ大きな効果をあげています。 
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1.トレーニングの量の目安:8回の繰り返しを1単位として、2～3単位 

初級コースの場合は、トレーニング1を8回行い、次にトレーニング2も8回と、トレーニング4

までを8回ずつ行うと1単位になります。初級コースは3単位で、各単位の間に2～3分休憩をと

ります(1単位～休憩～1単位～休憩～1単位)。中級コースと上級コースは2単位(1単位～休憩

～1単位)の運動量が目安です。 

2.トレーニングの強さの目安 

楽して筋力はつきません。筋力を強くするためには重錘バンド(重り)の

使用が効果的です。8回の運動を繰り返したときに「ややきつい」から

「きつい」と感じるぐらいの重錘バンド(重り)を用いてください。鍛え

たい部分に適した重錘バンド(重り)をつかうようにします。トレーニン

グによって適切な重さは異なりますので、こまめに適切な重さを選んで

ください。たとえば、膝では伸ばす筋力に比べて曲げる筋力は弱くなり

ますので、伸ばすトレーニング1では1kgを、曲げるトレーニング5では

0.5kgを使うといった工夫をしてください。 

重錘バンド(重り)はトレーニングに十分慣れてから使いはじめます。初

級コースの最初の2～3週間あるいは中級、上級への進級時には運動に

慣れるまで重錘バンド(重り)を使わないでください。 

3.トレーニングの頻度の目安 

年をとると、筋肉が疲れを取り除いて回復するのに意外と時間がかかります。このトレーニ

ングの頻度は週3度を限度としてください。2日間続けてトレーニングしてはいけません。今

の体力を維持したいという方は週に一度くらい、今よりも強くなりたい、もっとここを鍛え

たいという方は週3度を限度にして、一日おきぐらいの頻度にしてください。 

トレーニングの量・強さ・頻度 

重錘バンド（重り）あり 

重錘バンド（重り）なし 

動画の紹介 

「高齢者の暮らしを拡げる10の筋力トレーニング」は動画で視聴することができます。以下の

URLもしくはQRコードからお入り下さい。 

https://www.youtube.com/

watch?v=13ExkdwDw_o 

https://www.youtube.com/

watch?v=LzV89hONI4M 

https://www.youtube.com/

watch?v=z84uoKx2Rew 

初級コース 中級コース 上級コース 
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①開始肢位 座位。膝を90度以上曲げる。 

②運動 片膝をゆっくりと伸ばします。膝が伸びたところで、つま先をしっかりと起こします。つま

先をできるだけ起こして身体の方に持ってきます。つま先を伸ばして（戻して)から膝を曲げ開始肢

位へと戻ります。 

③号令 号令の間隔は1秒です。膝を1、2、3、4で伸ばします。膝を伸ばしたところでつま先を1、

2、3と起こし、次の1、2、3でつま先を伸ばす運動を加えて、その次の1、2、3、4で膝を曲げ開始

肢位に戻ります。 

④繰り返し 左右交互に8回繰り返します。 

⑤ポイント 膝の動く範囲が、立ったり座ったりする動作と同じだけ曲がったり伸びたりしているこ

とが大きなポイントです。膝を頑張って伸ばしたり、伸ばした足を持ち上げたりしないでくださ

い。腰や膝を痛めます。  

開始肢位 

つま先起こし 1～3 つま先伸ばし 1～3 

開始肢位 
膝曲げ 1～4 

膝伸ばし 1～4 

重りを付けた場合 

【トレーニング1の目的】 

膝 を 伸 ば す 筋（大 腿 四 頭

筋）・つ ま 先 を 起 こ す 筋

（前脛骨筋）・つま先を伸

ばす筋（下腿三頭筋）の筋

力維持・増強。 

トレーニング1 
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①開始肢位 座位。背もたれから背中を離し、あごを引き、胸を張って、良い姿勢をつくります。手

を肩の横、耳たぶがつかめるくらいの位置に持っていきます。 

②運動 顔は前を向いたまま、姿勢を崩さないように両手を真上に伸ばします。肘が伸びきって両手

が軽く触れたら開始肢位へと戻ります。 

③号令 号令の間隔は1秒です。1、2、3、4で腕を伸ばし、5、6、7、8で腕を曲げて開始肢位に戻り

ます。 

④繰り返し 8回繰り返します。 

⑤ポイント 腕はできるだけ真上にむかってまっすぐに、滑らかに動くように心がけてください。腕

が前方に傾いていないか、側方に拡がっていないか、また肘が曲がっていないか、チェックしま

しょう。  

トレーニング2 

腕伸ばし 1～4 

開始肢位 

腕曲げ 5～8 重りを持った場合 

【トレーニング2の目的】 

肩（腕）を上げる筋（三角筋）・肘を伸ばす筋（上腕三頭筋）の筋力維持・増強。 

開始肢位 
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①開始肢位 立位。安全のために椅子の背もたれに手を添えて行います。あごを引き、胸をはって、

背筋をしっかり伸ばします。 

②運動 宙に吊り上げられるようにスーッと伸び上がってつま先立ちになり、そのままスーッと降り

て戻ります。 

③号令 号令の間隔は1秒です。1、2、3、4で伸び上がり、5、6、7、8で開始肢位に戻ります。 

④繰り返し 8回繰り返します。 

⑤ポイント 良い姿勢を保ったまま背伸びをします。つま先はできるだけ正面に向け、足は平行に構

えます。伸び上がると不安定になるので、うまくバランスを取る練習をしてください。 

トレーニング3 

【トレーニング3の目的】 

足首のつま先立ちをする筋（下腿三頭筋）の筋力維持・増強。 

伸び上がり 1～4 
開始肢位 

開始肢位への戻り 5～8 
重りを付けた場合 

開始肢位 
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①開始肢位 立位。安全のために椅子の背もたれに手を添えて行います。 

②運動 片足を身体に対して真横にゆっくりと開きます。姿勢が乱れない程度まで足を開いたら開始

肢位へと戻ります。 

③号令 号令の間隔は1秒です。1、2、3、4で片側の足を開き、5、6、7、8で開始肢位に戻ります。 

④繰り返し 左右交互に8回繰り返します。 

⑤ポイント 足を大きく開く体操ではありません。足を斜め前に出すのではなく、つま先を正面に向

けたまま真横に開きます。このとき身体は真っ直ぐに保ちます。右足から左足（あるいは左足から

右足へと)運動を移していく時にはできるだけ身体を揺らさないようにします。 

トレーニング4 

片足を横に開く 1～4 開始肢位 

開始肢位への戻り 5～8 重りを付けた場合 

【トレーニング4の目的】 

足を外側に開く筋（中殿筋）の筋力維持・増強。 

開始肢位 
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食生活でフレイル予防

③食べやすい工夫をする。

柔らかく煮る、薄くスライス
する、トロミをつけるなど

炭水化物 たんぱく質

ビタミン・ミネラル
・食物繊維

①エネルギーになる主食
ご飯・めん・パン

血や肉になる主菜
肉・魚・卵・大豆

身体の調子を整える副菜

②1日3回食べる。
毎日、規則正しい
を送りましょう

をバランス良く摂取

元気になる食材・健康になる食事
年をとったら、おかずが大事

－ゆっくり、楽しく、リズムをつけて－

■低栄養に気をつけよう～体重低下は黄色信号～
「年をとると粗食でよい」はまちがい！

■調理の工夫でいろいろな食品を
「食べやすく、おいしく工夫する」

食欲がないときは
食べたいものを
食べたいときに

食べ過ぎも注意！
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1日の食事内容チェック

・ フレイル予防には、たんぱく質とエネルギー補給が大切です。

・ 毎日多様な食材を食べている人は、高齢者でも元気な生活をし

ていることがわかっています。

・ 「食事内容」チェックでは、１日のうち「１回でも食べた場

合」は１点です。１日７点以上食べることを目標にします。

・ 食事には、毎回主食（ごはん・パン・麺など）が摂れているか

も確認しましょう。

プラス1品で栄養アップ
朝ごはん

パンに バター

パンに チーズやハム

ご飯に納豆

飲み物に牛乳

おやつ

卵やお豆が

入っている物

乳製品

例えば

砂糖や脂肪は量に気をつけましょう
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1.食べたら歯磨き

①歯ブラシはえんぴつをもつように軽く持つ。
②歯と歯肉の境目に毛先を当てて、
1～2mm幅で軽く小刻みに動かす。

③歯垢がつきやすい歯と歯ぐきのさかい
目などは念入りに磨く。

④歯と歯の間の清掃には、デンタルフロスや歯間ブラ
シを使って丁寧にケアをする。

2.義歯のお手入れ

①食後、就寝前には外して専用ブラシで磨く。
②研磨剤は使用せず清掃し、水で洗い流す。
③部分入れ歯は、バネの部分を丁寧に洗う。
④入れ歯専用の洗浄剤でのお手入れ。
⑤乾燥による変形や破折を防ぐため、水の
なかに入れて保管。

3.定期的な歯科医院の受診

①定期的な受診で義歯やお口の中の状態をチェックし
てもらう。

②口腔機能の低下の早期発見、早期治療が大切。
③歯垢を除去してもらい、歯周病の繁殖を防ぐ。
④義歯のケアで、表情イキイキ！ことばはハッキリ！
咀嚼はしっかり！維持しましょう。

⑤嚥下機能（飲み込み）ケアでトラ
ブルを早期発見して、すぐに対処。

口腔ケアでフレイル予防
～きれいなお口でイキイキ生活～
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口腔体操でフレイル予防
1.舌・口唇・頬を鍛えましょう

2.呼吸機能を鍛えましょう

①深呼吸（口すぼめ呼吸）：ゆっくりと鼻から息を吸い
ます。吸ったときの倍の時間をかけて、ロウソクの火
を消すときのように口をすぼめて息を吐きます。

②ハッフィング：最初に何回か深呼吸を行います。その
後、大きく息を吸い込んだ後、
「ハッ！」と強く速く息を吐き
だします。

③ブローイング：ラッパや吹き戻し
を吹きます。

3.声を出しましょう。

発音することで口を鍛えます。音読や歌唱も良いでしょう。

練習動作 練習する音 期待される改善機能

口唇閉鎖 パ行 バ行 食べ物の取り込み

舌尖挙上 タ行 ダ行 送り込み

奥舌挙上 カ行 ガ行 口腔内保持

鼻咽腔閉鎖 バ行 ダ行 送り込み 嚥下

舌の挙上 イ 口腔内残留減少
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ココロもアタマも楽しく使う！

ボランティアグループなど地域
組織への参加割合が高い地域ほ
ど、認知症リスクが低い

役割があり、感謝される、
そしてフレイル予防に!!

趣味関係のグループへの参加割合
が高い地域ほど、うつが少ない

楽しく仲間と趣味の活動を継続する仲
間との予定があれば、活動的になる

とにかく仲間と楽しく！
「お互い様」で通い続ける居場所を皆で作る

ココロ・アタマどちらが低下

してもフレイルの悪循環に！

チェックが多いときは要注意
・毎日生活の満足感がない
・毎日が退屈
・新しいことや外出より家の中
・生きていても仕方ない
・自分は無力だ
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自主グループでの活動の効果

自主グループに参加した高齢者では、

その後の要介護認定発生を抑制している。

参加者が役割を持つ意義

・会場の鍵あけ

・受付

・司会

・体操の実演

など全員が役割を持つ

口コミを大切に‼

顔の見える関係
安心感・参加しやすい 高齢者間で互助が形成
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