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第２回各務原市フレイルチェック検討委員会 議事録 

日時：令和元年６月２８日（金) 午後３時～ 

                          場所：西ライフデザインセンター第１学習室 

 

出席者（敬称略）：藤井 稚也  岸本 泰樹  岩田 道子  阿部 忍  堀部 紀夫  松下 恵子 

          小平 知道  伊藤 幾代  大谷 直子  苅谷 成美  山内 真  清水 徳子 

          伊藤 菜都子 

事   務  局：高齢福祉課 水野室長  山田主事  杉原主事 

ア ド バ イ ザ ー ：岐阜県高齢福祉課 山脇 裕之 

 

 ●次第 

（１）フレイルチェックの概要について             資料１ 

（２）フレイルチェックステップ２の指標例について       参考資料 

 

事務局１ 

 第２回各務原市フレイルチェック検討委員会を開会する。 

 前回は事務局から各務原市が目指すフレイル予防の考え方を説明し、フレイルの基礎知識と八木

山地区での取り組みについて話していただき、説明を聞くことが中心となっていた。今回はそれぞ

れ活躍されている分野の方からの意見を出していただいて、各務原市のフレイルチェックの指標が

形作られていくといいと考えている。 

＜資料の確認＞ 

 事前に資料を配布してあり、指標例についての意見や新たな指標の提案などをいただいている。

事務局から説明するが、皆様から補足の説明をしていただきたいと思うのでお願いする。 

（１）フレイルチェックの概要について 

事務局２ 

 フレイルチェックの概要について 資料１ 説明 

 

事務局１ 

資料１の説明について、何か意見・質問はあるか。 

事前アンケートでおおむねこのような流れで賛成ということだったが、よろしいか。 

＜全委員了承＞ 

 

（２）フレイルチェックステップ２の指標例について 

事務局２ 

 フレイルチェックステップ２の指標例について  参考資料 説明 

 

事務局１ 

 それぞれ運動、口腔、うつ傾向の分野で皆さんの意見をいただきたいと思う。 
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藤井委員 

 Ｊ-ＣＨＳ基準の倦怠感・活動量・体重減少については、他の都道府県などで開かれたＪ-ＣＨＳ

基準を使った先行研究の中で基本チェックリストから抜粋するという実績がある。高齢者対象に行

うアンケートであまり項目が多くなると無回答や誤答が増えるため、できれば少ない方がよくて減

らしていくことができる。ステップ１で基本チェックリストを行うし、基本チェックリストだけで

もフレイルチェックはできると思うので、Ｊ-ＣＨＳ基準もあると判定が２つになってしまう。 

フレイルの種類が違い、Ｊ-ＣＨＳ基準は運動に特化しているため身体的フレイルだけであり、基

本チェックリストであれば活動や社会参加・うつも含まれる。どちらがいいかということになると、

今後介護予防教室で運動や栄養にかかわる教室は多くなってくると思われるため、Ｊ-ＣＨＳ基準が

どう変わったのかということを指標とした方がいいのではないかと思う。最初に基本チェックリス

トで次にＪ-ＣＨＳ基準をそのあとやった方がいい。その中で基本チェックリストから倦怠感・活動

量・体重減少について抜粋するという形をとった方が便利ではないかと思う。 

ステップ１とステップ２の時期が離れると意味合いが違ってくると思うので、ステップ１とステ

ップ２がどのくらい期間を開けるのかその辺の判断も伺いたい。 

 

岸本委員 

 倦怠感と体重減少についてはどの指標もほぼ同じ問いかけになっているのでこのままでよいので

はないかという印象を持った。活動量のアンケートと実測については様々な基準があって違ってい

る。測定項目の名前を聞いただけで地域の方が何をするかイメージできるということも大切だとい

う印象がある。握力というと一般的で握力計を握って測るということが分かるのでなじみがあり簡

便にできるという観点からいいのではないかと思う。 

日常の生活に重ね合わせる動きで、１階から２階まで続きの階段を登りきることができるかとい

う問いかけというのは、イメージしやすい問いかけだと思う。質問項目に対する抵抗感の少なさと

いう観点については大切にする必要があるという印象を持った。 

 

事務局２ 

 二人の先生から意見をいただいて共通しているのは、取り組みやすい内容ということ。 

握力と５ｍ歩行を測定することは名前の通りでそのまま抵抗感なくできるのではないかと思う。

Ｊ-ＣＨＳ基準でアンケートの部分をどういった形でやるか、基本チェックリストでカバーできてい

るのでいいのではないかということで、事務局のほうでいただいた意見をふまえて案を示していく。 

 

事務局１ 

 住民がイメージしやすくわかりやすい言葉は大切だと思うのでそういう指標にしていきたいと考

える。基本チェックリストと詳細のチェックのタイミングとして想定しているのは、同じ時期に行

うことで考えている。基本チェックリストで２５項目あってあまりたくさんでは疲れてしまうので、

フレイルの恐れのある方について詳細のチェックをやる流れで持っていくと、運動・口腔・うつ傾

向・栄養についてそれぞれ５項目あれば質問が４０～５０となり１日でできるのではないかと思う。 

 

藤井委員 

 基本チェックリストを岐阜市のあるサロンで行った際、３０数名いてほぼヒアリング状態。質問

の字の大きさや見えやすさ、個人差もあるが羅列してあるだけで、回答が２５項目だけで歯抜けの

状態になる。チェック係のスタッフを配置して漏れがないかチェックをして補足をしないといけな
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い。基本チェックリストだけで時間がかかるのが現状である。ステップ１とステップ２の内容等を

決めていくが直筆の指標を用いる場合、回答する問題数が多くなりそれだけで高齢者の方には負担

となっている。 

フレイルがあまり出てきていないときに、ロコモと心理・社会的側面についてのアンケートを大

垣のサロンで行ったことがあった。会場の広さにもよるがやはり人手と時間がかかり、アンケート

では手助けしないといけなくて、体力測定とアンケートの二手に分けて行わなくてはいけない。 

最終的にどのような取り組みに落とし込んでいくかというところにおいて、何を求めていくかに

おいてチェックの質問が準備される方がいいと思うのでそういうことを検討できるといい。 

 

堀部委員 

 柏モデルでやっていてもいろいろな状態の方がいるので時間のかかる方はあるし、できる方は先

にやっていこうとするので進み方も同じにしていきたい。チェック項目はたくさんあっていろいろ

やるといいに決まっているがたいへんになる。チェックの内容も重要だがデータをどう管理してい

くかということも同時に考えていかないといけない。データの蓄積についても長いスパンで見てい

かないとデータをしっかり採れるという目標があるものを作っていかないといけないと思う。 

出てきたデータをどう利用していくか、それが各務原方式ということだと考える。チェックで出

てきた弱い点からどんな教室を開くといいか、どのようにケアしていくか、こういうことを検討し

ていくのが各務原方式だと思う。チェックで分かったことを一人ひとりにどう返していくか、そこ

を考えていくのが大事ではないか。サポーターの養成が必要になり、大会方式で１００人集まって

も簡単にできない。これが絶対必要という指標を見つけなくてはいけない。 

 

岸本委員 

 安八広域連合の東大方式を用いたフレイルチェックにもかかわっていて、いい悪いではなくそれ

ぞれのやり方があると感じた。どんな形でやるとしても進め方の取り決め、マニュアル的なものが

あって同一ペースで進行する、どれくらいの導入スペースなのか。ざっくりとした検者・被検者の

比、何人に対して何人つくか、そういったものも検討されるといい。 

各務原で行う１回あたりの開催規模みたいなもの、イメージとしてそういうものが固まるといい

と思う。それをあまり超えてしまうとデータがうまく取れないことになってしまうのではないか。

やり方についてはどんな項目を検査するのかということ以上に慎重に検討しなくてはいけないので

はないかと思った。 

 

事務局１ 

 指標ありきで話が進んでいたところがあったが、どの指標にも意味があって良い悪いということ

はない。指標の中身の前にどれくらいの規模、時間も含めてそういうことを話し合ってからそのボ

リューム感にあった指標の数ややり方を考えていった方がいいかと思った。 

 

岩田委員 

 心理・社会的指標というものがなく困って自分で作ってみた。心理・社会的な面からいうと認知

症や、聴覚・視覚の問題のある方の自覚、誰が評価するかで違ってくる。自己評価か他者評価で結

果がだいぶ違っている。 

 どう流していくか、どう取り組んでいくか、人員的なことなど考えていかないと、何をやってい

るのかという感じで自己満足で終わってしまいそうな気がしてそこが気になるところである。 
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 サロンへ来ている方へ話をするにはパソコンでパワーポイントではだめ、示すときは絵にする。

絵で示すことによって集団でできる。選択肢を簡潔にすると理解してもらえる。文字で１０行ある

と行を間違えることが結構あり、アンケート方式というのはどうなのか、絵などで示して同時に集

団でできる方法を考えるといいと思う。 

 

事務局１ 

 住民の方にはわかりやすくシンプルということが必要。高齢者が対象なのでどのくらいのボリュ

ーム感で、１時間から２時間くらいのボリューム感で考えるといいのか。 

 

堀部委員 

 柏市ではここよりもう少し広い部屋で５０人にサポーターが３０人くらい、紀ノ川では公民館く

らいの広さで１０人にサポーターが１０人で２時間くらい。 

 紀ノ川は４０万都市で３倍くらいの人口があって出前方式と会場へ来てもらう方式がある。サポ

ーターが大事である。サポーターというのは健康を意識している人でそういう人が集まっている。

健康を意識していない方をどうやってそういう場に出てきてもらうか。サポーターが隣近所へ声を

掛け合えるようにならないと広がっていかないのではないか。２時間が限度ではないかと思う。 

 

松下委員 

 昨年、フレイルということを意識せず健康フェアを行った。いろいろなチェックということで市

社協にも協力していただき、体組成計や血流測定、認知の記述などいくつかコーナーを設けて行っ

た。内容は２時間くらいで終わる予定のもので、車いすの方でもみんなで待っている間に自分の結

果を見ながら他の方とも話していて、２時間くらいは大丈夫な感じだった。 

 

事務局１ 

 文章表現、視覚表現的にもわかりやすく２時間くらいで終われるボリューム感ということで、事

務局のほうで次回に示せるよう検討する。 

 運動の分野で意見をいただいたが、ほかの分野についても説明をする。 

 

事務局２ 

 口腔について、舌圧測定をしてはどうかという意見があった。舌で自動に与圧されたバルーンを

押しつぶす力を測定するもので一定の値以下でオーラルフレイルの可能性があるということになる。 

 

阿部委員 

 舌圧測定を追加してはどうかという意見を出したが、今話を聞いていて２時間くらいのボリュー

ム感でということでは舌圧測定は難しいと思われる。 

反復唾液嚥下テストやオーラルディアドコキネシス、唾液量で色が変化するガムが指標例として

あがっている。ガムについてはわかりやすくてかむだけで結果が分かるのでいいと思う。サポータ

ーを養成する段階で反復唾液嚥下テストやオーラルディアドコキネシスは測定するのに習熟が必要

となり、どのようにサポーターを養成して習熟していくか難しい。口唇の動きや舌腺の働きで口腔

の機能をみるという点では非常に優れていると思う。舌圧測定を地域で行うには、測定機器の貸し

出しについてはあまり実用的でないように思うが、測定時間もかからずサポーターの習熟も必要な

い。測定自体は簡単で一定の値以下でオーラルフレイルの可能性があると結果がはっきり出るので
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有効な手段である。 

 

 

事務局２ 

 事前に記述チェックをやった後にからだ測定をやるということで、記述チェックは主観的要素で

測定は客観的要素が出てくると思う。主観的要素と客観的要素の違いがはっきり出てくるチェック

項目というのはあるか。 

 

阿部委員 

 飲み込むのに困っていない、むせていても大丈夫と答える方が多くて、反復唾液嚥下テストでは

実際と自己申告の回数は違っていることが多い。飲み込むこと、食べることに対してプライドを持

っている。唾液量について口の中がすごく乾燥していると痛くて自覚症状が出てくる。ガムの指標

で微妙な段階では乾燥していると感じていないかもしれない。 

 

事務局２ 

 いろいろな意見をいただいたので事務局のほうで検討して次回以降に示せるようにする。 

 うつ傾向ということで岩田委員からいろいろな意見をいただいた。 

 

岩田委員 

 心理・社会的フレイルは非常にはかりにくいものだが、生活そのものはチェックしたほうがいい

と思う。ＴＦＩとＧＦＩという指標があって、その中で抜けているものを７項目くらい具体的に書

いてあるものでそういうものもいいかもしれない。 

 心理・社会的フレイルには性格特性も関連している。Ｂｉｇ-５という性格診断で簡単な１０の質

問で例としてあげてみた。心理面の質問数は多くて難しい。 

 心理テスト、長谷川式もそうだが著作権のようなものがあり本来テストを公表してはいけないこ

とになっているので、臨床の経験やサロンをやってきた中で必要と思われる３１項目のチェックポ

イントを出してみた。１０人くらいの集団でやって２０分くらいで終わった。たくさんの項目があ

るが皆さんの意見をいただきたい。２時間くらいでどうかということについて、サロンをだいたい

１時間半くらいでやっているが司会がうまくいけばできる。 

 ２つポイントがあり送迎、会場までのアクセスと飲み物やお菓子が出るかということ。お土産が

あると来てもらえる。 

 

事務局２ 

 心理・社会的フレイルに関するポイントで３１項目、岩田式ということで提案していただいた。

３１問で２０分、これがすべてではないので心理・社会的な面だけで２０分というのは確かに多い

かもしれない。今後絞っていく作業が必要になってくる。 

 

堀部委員 

 サポーターさんは地域の方で専門職の方ではないので、プライバシーに関することもチェックし

なくてはいけないことを考慮したほうがいいのではないか。 

 

岐阜県高齢福祉課 山脇（アドバイザー） 
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 基本チェックリストについて、皆さんはどういう目的をもっていて何点以上で問題があるかない

かという共通認識はあるのか。そういうことを整理したうえでやらなくてはいけない。 

 ３ステップというのはいいが、最終目標はどこに置くのか。介護予防教室や医療機関につなげる

ことを目的とするときにどういう絞り込み方をするのかというのがポイントになる。それを踏まえ

て考えたときにここまでたくさんの項目を心理的フレイルまで組み込む必要があるのか。これを使

う人たちはだれになるのか視野に入れて考えていったときに最終的にどうかみ砕くか、どういう流

れになるのか。 

 今日は全体的にいろいろな項目を出すことが目的なので絞り込む必要はないが、最終的に行きつ

くところはいま申し上げた点を踏まえてどうしていくのか。 

 東浦町で行っているフレイルチェックの中のアンケート調査で、基本チェックリストの５項目に

該当した人だけフレイル対象として単純化している。 

ステップ１で２５項目いるのかということも考えていいかもしれない。ステップ１で５項目とか

にしてステップ２でこの２５項目にしてもいい、単純化するなら。そういうふうにいろいろ考えた

ときに皆さんの共通認識としてどこにあるのかわからない。 

基本チェックリストを通常何のために使って、何点以上になると問題があるのか、もしくはある

程度身体・口腔などに分かれているのでそれぞれどこに何点以上になるとどうなのかということを

解説してもらえるといいと思う。 

 

藤井委員 

 基本チェックリストを用いたフレイルの判定については、前回の委員会で資料の後ろのほうに入

れていた。基本チェックリストは以前から予防対象者や介護保険の申請者の対象に使われていて、

有識者にとってはなじみのあるものである。この中に運動、口腔、心理・社会面、認知機能が入っ

ていて、これ自体が様々な研究からピックアップされた２５項目ですでに絞られているということ

で、フレイルの判定を行う上で基本チェックリストだけで十分ではないかと思う部分もある。 

 先に５つの質問をしてという話があったがその５つをどう出したか。疫学的な調査ではある程度

参加者の負担は必要になってくる。その中でどう絞っていくか、どこにそのアウトカムを持ってい

くかとなったとき、介護予防教室の内容や社会参加の頻度、一人ひとりが役割を持って生活してい

く、社会的な役割を持つなど心理・社会的側面に落とし込むことができる。その中でそこに参加す

ることによって通いの場の充実、そこへの参加ということへ落とし込んでいくのであれば、ト－タ

ル的に入っている基本チェックリストを使うほうが全国との比較ができると思う。チェックリスト

にプラス５個するのであれば地域の活動、各務原市の活動に参加しているかどうかのチェックが必

要だと思う。 

 筋力をこれくらいにしたいとか認知機能を５年後もこれくらい保つ人を何割くらいにしたいとい

う目的があればサブ項目となってくると思う。Ｊ‐ＣＨＳ基準だけでは各務原市の考えるアウトカ

ムに持っていきにくい、それが判定しにくい、フレイルが改善した・改善しなかった理由付けがで

きないということになってくると思う。基本チェックリストであれば全国的に主に使われてきてい

るのでこれからと過去も比較できる。フレイルにおいては基本チェックリストが再認識されてきて

いる。どの方式を用いてもどうアウトカムに持っていくかということだと思う。 

 ここでフレイルについて詳しくなっていくだけではダメで、フレイルを通じて健康に興味を持っ

てもらう、健康づくりは地域づくりという認識を地域住民にも持ってもらえるように動きが必要に

なってくる。イベントのようにしてお茶が出るだけでも集客が違う。結果の出るもので結果を持ち

帰れると健康に対する認識ではプラスの要素になってくる。必須なものとそうでないものを分けて
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おくのもいいと思った。 

 

 

事務局１ 

 基本チェックリストは国が示している唯一の指標、全国共通の指標であり、基本チェックリスト

を使って総合事業の対象者を把握し必要なサービスにつなげている。フレイルという言葉が身体的

な虚弱だけでなく心理的や精神的な虚弱、社会性の虚弱、多面的な概念であると考えている。１～

５が日常生活について、６～１０が運動器を測れるというように目的をもって２５項目が抜粋され

ていて、長年の研究の蓄積の結果こういう指標ができていると考えている。基本的にこれを一つの

入り口として使うことによって、フレイル状態を把握するのに一番効果的と考えている。これだけ

では足りない部分もあるかと思うし、いろいろな分野で経験されている方の意見を踏まえて、各務

原市版のフレイルチェックが作られていくといいと考えている。 

 

岸本委員 

 最終的に住民の自助・互助への気付きを誘導ができるかどうかを重視するべきだと思う。気付き

に効果的につながらないのであれば半分意味がないのではないかと思う。 

東大方式では目で見てわかるシールを貼る、その行為が気付きを誘導していく、そこはうまい仕

組みだという印象を持った。最初は何のためにシールを貼るのかと思ったが、検査項目の内容とは

別の視点で誘導方法として重要だと思った。 

ステップ３で振り返りとフォローアップとなっているが、そのあとまでしっかり含めた、チェッ

ク後に互助活動が住民主体で継続できるようになるまでをしっかりとした事業にして捉える必要が

あるのではないかと思う。ステップ４まであっていいのではないかと思うくらい、具体的な支援内

容が決定されるまでみるくらいの姿勢がある意味必要になってくるのではないかと思う。チェック

したきりで終わってしまうのではいけないと危惧している。 

 

事務局１ 

住民の方で普段の生活では不便を感じないままでいるけど気づかないうちに虚弱に陥っている。

入り口でとどめると介護保険を使わないで自立した生活を送れる。遅れれば遅れるほど取り返しの

つかないことになりその入り口に気付いてもらうのが一番の目的であり、気づきを促すために行政

が「気づきましょう」ではなく、住民同士で声をかけてもらうほうが一番気付く点なのかなと思う。

その点は忘れてはいけないことだと思っていて指標は手段であると考えていきたい。 

 

岐阜県高齢福祉課 山脇（アドバイザー） 

 ステップ３はあわてて議論しなくていいのかと思う。予防教室をどう充実させていくかの話であ

って別次元のところで市町村でしっかり検討していく部分だと思う。 

たぶんステップ３につなげていくのが難しいのだと思う。フレイル対策を全国で行う中でフレイ

ルの予防の流れの中をどう作っていくのかという一つの手段であり、フレイルサポーターはそれを

やっていただける人たちなのでそれを作り上げて最終的にそのサポーターさんたちが予防教室まで

いってくれるとさらにいい。 

 個人的な見解として、考え方としてはいかにそれを入りやすくするかという考え方でいけばいい

のかなと思っているので、基本チェックリストが入り口ではある意味大変ではないかと個人的に思

ったのだが、どうだろうか。基本チェックリストがないと意味がないのは確かなのか。 
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事務局１ 

 基本チェックリストも一つの指標としてとらえてリセットして考えてみる。 

 

岐阜県高齢福祉課 山脇（アドバイザー） 

 基本チェックリストが最終形としたらここに持っていくまでの段階を考えるのも一つのやり方で、

基本チェックリストが入り口とするならここからさらにどう深堀していくかを考える必要が出てく

る。これが最終的に介護認定の判断の基準になるなら基本チェックリストの該当者をあぶりだす簡

単な指標をいくつか準備して、そこでフレイルサポーターにやってもらうと比較的楽になると考え

られる。 

 

堀部委員 

 前段階として基本チェックリストを回覧板で回すとかして、フレイルチェックへの参加を促すこ

とができるのではないかと思う。 

 

岐阜県高齢福祉課 山脇（アドバイザー） 

 これは何回もやっていると効果はなくなっていくのか。 

 

岩田委員 

 同じことを聞いていると分かってきてしまう。認知症の長谷川式でも何回もやっていると高い点

数が取れてしまう。だからこそ他者評価、客観的評価が必要だと思う。 

基本チェックリストはよくできていると思っていて、どのくらいのボリューム感になるか、最初

にやると難しいのかどうかよく分からないし、どう聞いていくかというのもあると思う。たぶん自

己評価ではしんどいかなと思う。基本チェックリスト、これは聞き方次第かと思う。基本的に皆さ

ん、書類を読まない、通知したものを持ってこない、電話してこない。書面というやり方をどうす

るか、それさえクリアすればこの２５問は聞き方次第でできると思う。 

 

岐阜県高齢福祉課 山脇（アドバイザー） 

 東大方式が２２項目で２時間半かかるというので、最初はそれくらいかかるのかもしれない。 

 

堀部委員 

 ２２問で１項目、片足立ち、ゆびわっか、それぞれが１項目でそれが２２項目ある。 

東大から指導者に来てもらう前に自分たちで勉強会を開いてやっている。その人たちがほんとに

理解していないとできない。サポーターで勉強した人たち同士が第１回でチェックし合った。 

 

岐阜県高齢福祉課 山脇（アドバイザー） 

 フレイルサポーターってすごく勉強しなくてはいけない。そこまでしなくてはいけないのかと思

ってしまう。 

 

岩田委員 

 個人的な意見だが、最初は役目だからとやっていてもだんだん楽しみも出てきて、そこで集まる

仲間が新たにできてそれが大事なのではないか、フレイルを予防する一つの策になるのではないか。 
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堀部委員 

サポーターの人たちが仲間意識をもってやるのがサークルのようになって住民活動につながって

いく。大変だからと止めていく人はいるがサポーターの人数は増えている。 

 

岐阜県高齢福祉課 山脇（アドバイザー） 

 これを入り口にするならどう深堀していくかという視点でいくべきだろうし、これをゴールにす

るならいかに入りやすくするか、どちらかだと思う。 

 輪之内で２２項目やって、とりかかりとして楽しむやり方はいいが入りやすさはどうなのか。 

 

岸本委員 

 包括のスタッフがチラシを配り、フレイルチェックの説明会のようなことを事前にやっていた。 

 

岐阜県高齢福祉課 山脇（アドバイザー） 

 サポーターの開拓が前提ということになる。 

 

岸本委員 

 呼びかけてやってみようという人が来てくれるかどうか、来なかった場合どうするか。 

 

岐阜県高齢福祉課 山脇（アドバイザー） 

 地域の状況も含めて考えていかないといけない。 

 ３段階のステップ自体は皆さん賛成している。それぞれの課題が見えてきたのはステップ３をさ

らに発展させるのがいい、そこが大事だというのが皆さんの共通の認識としてある。 

ステップ２、ステップ１の考え方をどう整理していくかというところも、いろいろな意見が出て

きたのでそれを踏まえてどう集約していくかということになると思う。 

 

事務局２ 

 今回でてきた意見により資料を作るので、それをもとに次回の委員会で検討していただきたい。 

 

事務局１ 

 次回の第３回は８月の開催を予定。 

 いろいろな案を作って出すので事前に意見をお願いする。それによって当日皆さんに検討をいた

だきたいと思うのでよろしくお願いする。 

 

（午後４時４０分 終了） 


