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発表内容

•ミニデイ型通所サービス（なごや介護予防・
認知症予防プログラム）の効果検証

•ミニデイ型通所サービス 個別訪問

•運動型通所サービスの現状調査（一部）



ミニデイ型通所サービスでの介入プログラム

（なごや介護予防・認知症予防プログラム）は

フレイルの進行を防ぐことができるのかを検

証する。

目的 目 的



フレイル
モデル

フレイルとは、「加齢に伴う予備能力低下のために、ストレス
に対する回復力が低下した状態」を表す“frailty”の日本
語訳として日本老年医学会が提唱した用語。

フレイルの解説

葛谷雅文 日老医誌. 2009；46（4）：279-285を改変

予
備
能
力
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要支援 1・2
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対象：なごや介護予防・認知症予防プログラム実施者

・2016年6月1日～2019年10月31日の期間

・プログラム6ヶ月間修了者

・ミニデイ事業所から名古屋市健康福祉局を経由して
アセスメントデータが提出された方

研究デザイン：後ろ向き観察研究

実施場所： 名古屋市内ミニデイ通所サービス事業所

主評価項目：フレイル度の変化

副次評価項目：各アセスメント結果の前後比較

基本チェックリストによる事業対象者の判定

方 法



主要評価項目 フレイル度の変化

•プログラム開始時と24週後のフレイル度を比較

• フレイル度の評価：Friedらの評価基準（5項目）

5項目

① 体重減少

② 筋力低下

③ 疲労感

④ 歩行速度低下

⑤ 活動性の低下

該当項目数：フレイル度

0項目： 健常

1~2項目： プレフレイル

3項目以上: フレイル



5項目の評価基準（本研究）
項目 評価基準

体重減少 6カ月間で2㎏以上の体重減少
・開始時：基本チェックリスト質問項目No.11
・24週後：基本チェックリスト記入時に測定した体重

筋力低下 30秒椅子立ち上がりテスト
男性 65～69歳 17回以下 女性 65～69歳 16回以下

70～74歳 15回以下 70～74歳 14回以下
75～79歳 14回以下 75～79歳 12回以下
80歳以上 13回以下 80歳以上 12回以下

疲労感 「（ここ2週間）訳もなく疲れたような感じがする」
・基本チェックリスト質問項目No.25

歩行速度低下 2.4ｍ通常歩行速度
男性 身長≦ 173 ㎝ 0.65 ｍ/s以下

身長＞173 ㎝ 0.76 ｍ/s以下
女性 身長≦ 159 ㎝ 0.65 ｍ/s以下

身長＞159 ㎝ 0.76 ｍ/s以下

活動性の低下 Life-Space Assessment（以下LSA）56点以下



結果1：対象症例（アセスメントデータ）のフロー

2018年6月～2019年10月
ミニデイ通所サービス事業所から

名古屋市健康福祉局に提出された利用者
n=209（15施設）

未入力
（n=4）

プログラム開始時及び24週後の
主要評価項目が測定されている症例

n=99（12施設）

健常
n=24
（24.2）

ﾌﾟﾚﾌﾚｲﾙ
n=64
（64.6）

フレイル
n=11
（11.1） (  )内％

研究対象者 n=205

除外
主要評価項目
の記載なし
（n=106）



結果2：対象者の開始時基本属性

項目

性別 – n(%)

男性 25 (25.3)

女性 74 (74.7)

年齢 – 中央値 （範囲), 歳 83 (69-95)

<75 n(%) 13 (13.1)

75-84 50 (50.5)

≥85 36 (36.4)

認定区分– n(%)

事業対象者 73 (73.7)

要支援 1 20 (20.2)

要支援 2 6 (6.1)



フレイル度
開始時 → 24週後

人数 ％

健常 → n=24

健常 16 66.7 健常維持

プレフレイル 8 33.3 悪化

フレイル 0 0.0

プレフレイル → n=64

健常 13 20.3 改善

プレフレイル 45 70.3 変化なし

フレイル 6 9.4 悪化

フレイル → n=11

健常 0 0.0

プレフレイル 9 81.8 改善

フレイル 2 18.2 変化なし

結果3：フレイル度の変化（開始時から24週後）

n=99



結果4： 測定項目結果の前後比較

項目－平均値（標準偏差） 開始時 最終測定 P 値

身長 cm 152.5 (6.8) 152.4 (6.9) 0.373

体重 kg 52.2 (9.4) 52.2 (9.5) 0.997

ＢＭＩ 22.4 (3.5) 22.4 (3.5) 0.876

基本チェックリスト総得点 8.5 (3.9) 8.1 (4.4) 0.244

LSA総得点 （活動範囲の広がり） 87.1 (26.2) 91.5(24.2) 0.014

運動機能

30秒椅子立ち上がりテスト（回） 13.7 (5.1) 14.7 (4.5) 0.021

2.4ｍ歩行 時間（秒） 2.6 (1.0) 2.5 (0.7) 0.211

歩行速度 （m/s） 1.0 (0.3) 1.0 (0.3) 0.532

TUG （秒） （歩く力） 8.8 (2.3) 8.8 (2.2) 0.748

※ 30秒立ち上がりテストの回数は、腕組み有り・無を考慮せず、測定回数で算出した。



結果5： 測定項目結果の前後比較

項目－平均値（標準偏差） 開始時 最終測定 P 値

認知・うつ

バーバルフルーエンシー 9.0 (3.2) 8.9 (3.6) 0.937

ワードメモリー 直後正解 5.9 (2.0) 6.0 (2.0) 0.609

ワードメモリー 20分後正解 5.2 (2.7) 5.3 (2.3) 0.766

ＧＤＳ-15 （老年期うつの検査） 5.0 (4.1) 4.7 (3.6) 0.323

栄養

MNA-SF （簡易栄養状態評価） 11.8 (1.9) 11.8 (1.8) 1.000

食事摂取チェックシート合計点 67.1 (11.0) 68.2 (13.1) 0.440

セルフチャレンジテスト（実行度） 7.0 (2.5) 8.2 (2.1) ＜0.001

セルフチャレンジテスト（満足度） 7.2 (2.7) 8.3 (2.4) 0.001



結果6： プログラム前後の基本チェックリストによる
事業対象者の判定

開始時 （基本チェックリスト 3週）
終了時

（基本チェックリスト 23週）

人数 該当なし
事業対象者の
基準に該当

該当なし 6 2 (33.3) 4 (66.7)

事業対象者の基準に該当 93 16 (17.2) 77 (82.8)

合計 99 18 (18.2) 81 (81.8)

基本チェックリ
スト項目

項目
数

該当基準 内容 開始時
該当人数

終了時
該当人数

① № 1～20 20 10項目以上 複数の項目に支障 24 17

② № 6～10 5 3項目以上 運動機能の低下 58 49

③ №11～12 2 2項目すべて 低栄養状態 4 1

④ №13～15 3 2項目以上 口腔機能の低下 39 44

⑤ №16～17 2 №16に該当 閉じこもり 13 10

⑥ №18～20 3 いずれか1項目以上 認知機能の低下 56 53

⑦ №21～25 5 2項目以上 うつ病の可能性 50 45

【基本チェックリスト項目と事業対象者に該当する基準】 （n=99)



・本プログラムは、下肢筋力の増強、日常の活動範囲の
広がり、自己目標の遂行に有用であり、フレイルの進行を
防ぎ、身体機能を改善する効果が認められた。

・一方、認知機能や精神状態の有意な改善は認められな
かったため、基本チェックリストによる評価は、フレイル評価
より低い結果になったと考えられた。

・6ヶ月終了時に身体機能の改善が認められても、社会的、
精神的な改善が認められなければ、経過観察の期間に
身体機能が悪化する可能性もある。そのため、利用者の
状況に応じて、継続的な介入の検討が必要である。

結 語



ミニデイ事業所を個別訪問
対象：2019年度にミニデイ利用者のアセスメントデータを健康福祉局に

提供協力いただいた15事業所

訪問：12事業所（3事業所はミニデイを休止中）

内容：（1）アセスメント結果のフィードバック

（2）現状把握・意見交換（ミニデイ・運動型）

（3）好事例、良い取り組みの把握

・自宅で行う運動メニューを指導し、次回必ず確認。

・運動アセスメント時には他の職員が協力する。

・DVD動画の活用 プログラムの「ホームエクササイズ」

・調理実習 電子レンジで調理できるメニューを盛り込む。

・ラップを使って、サバ缶の炊き込みおにぎりを握る。



ミニデイ アセスメント効果検証 事業所 個別報告

2018年度 検証結果
（全事業所）

事業所別の結果

事業所の特徴や
他の事業所との比較

事業所別
の結果

2018年度
検証結果
全事業所

事業所別
の結果

2018年度
検証結果
全事業所



1週 開始時
・30秒椅子立ち上がりテスト

（腕組み有り or 無しを明記）
・2.4m歩行時間（小数点第2位まで）

24週 終了時
・30秒椅子立ち上がりテスト

（腕組み有り or 無しを明記）
2.4m歩行時間（小数点第2位まで）

LSA（1週、24週）

アセスメント提出時の注意点（開始時と終了時のアセスメント結果で評価）

基本チェックリスト（3週、23週）

基本チェックリストの記入方法
・「はい」には “1”、「いいえ」には “2”

※ 回答欄の「はい」「いいえ」の前にあ
る数字（0または1）を記載された場合、

データ毎にその旨を記載して提出してく
ださい。（旧版）

氏名の箇所は隠す

NAGOYAかいごネット（事業者向け）

「なごや介護予防・認知症予防プログラム」
【アセスメント記録の提出方法】を参照



運動型通所サービスの現状調査

•運動型通所サービスを運営されている事業所を対象に、

現状の把握と運営に関わる問題点や課題を明らかにする。

方法
• 2019年9月の時点で運動型通所サービスに指定された
138事業所に郵送した。

•返信はFAXで依頼した。

•調査期間 2019年9月～ 2019年11月

目的



結果（一部）
• 回収数：80事業所 回収率：58％

• 従事者の資格（回答数の多い順）：柔道整復師・あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 40、
経験のある介護職員 27、介護予防運動指導員 17、看護職員 10、健康運動指
導士 8、はり師・きゅう師 6、理学療法士 5（数字は事業所数）

• 運動型・単独開催：59％、他サービスと同一時間帯：41％

• 利用者の確保：いきいき支援との連携 61％、 お試し体験の実施 61％

ケアマネと情報交換 39％、 地域イベントの参加 18％、 特になし 17％

• マシーン使用：電動エアロバイク 30事業所、ストレングスマシーン25事業所

• 自宅での運動指導：88％実施、次回に毎回確認：22％実施

• 推奨アセスメントの使用率：97％

• アセスメント定期測定（開始時、3ヶ月、6ヶ月）：85％実施

• 利用者へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ：口頭説明のみ 76％、書面 8％、口頭と書面 9％

• プログラム内容で困っている：14事業所、未回答 23事業所


