2015/8/18

地域包括支援センターは65歳以上の方の相談窓口です

『 地域包括支援センターとの連携で健康高齢者の輪を広めよう！ 』
～おおた高齢者見守りネットワーク（愛称:みま～も）の取り組み ～

自立して生活できるよう支援します
介護予防ケアマネジメント

みなさんの権利を守ります
権利擁護

●要支援１・２と認定された人は介護保険の

●皆さんが安心していきいきと暮らせるよう、

介護予防サービスを利用できます。

みなさんの持つさまざまな権利を守ります。虐
待への対応や、成年後見制度の紹介や、消費被
害などに対応します。

● 支援や介護が必要となる恐れの高い人は、
市区町村が行う介護予防事業を利用できます。

保健師（看護師）・社会福祉士・主任ケアマネジャーの専門職が
高齢者が「地域でその人らしい生活を送るために」
このような支援を行っています。

さまざまな方面からみなさんを支えます

何でもご相談ください
総合相談

みま～もくん

地域包括支援センターは、
全国４５００ヶ所ある
公的な「介護予防」の
拠点！！

包括的・継続的ケアマネジメント

●介護に関する相談や悩み以外にも、福祉や
医療など何でもご相談ください。

これまでの介護予防の問題点

●暮らしやすい地域にするため、さまざまな
機関とのネットワークをつくり調整します。

資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（平成26年2月）（厚生労働省）

・介護予防の手法が、心身機能を改善することを目的とした
機能訓練に偏りがちであった。
・介護予防終了後の活動的な状態を維持するための多様な
通いの場を創出することが必ずしも十分ではなかった。
・介護予防の利用者の多くは、機能回復を中心とした訓練の
継続こそが有効だと理解し、また、介護予防の提供者の
多くも、「活動」や「参加」に焦点をあててこなかった。

これからの介護予防の考え方

資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（平成26年2月）（厚生労働省）

高齢者を生活支援サービスの担い手であると捉えることにより
、支援を必要とする高齢者の多様な生活支援ニーズに応えると
ともに、担い手にとっても地域の中で新たな社会的役割を有す
ることにより、
結果として介護予防にもつながるという相乗効果をもたらす。
機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく
生活環境の調整や、
地域の中に生きがい・役割をもって生活できるような居場所と
出番づくり等、要介護状態になっても、生きがい・役割を持って
生活できる地域の実現を目指す。
住民自身が運営する体操の集いなどの活動を地域に展開し、
人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大
していくような地域づくりを推進する。

介護予防のキーワード！それは、
「社会参加！」
いくつになっても、
行きたい場所がある！
そこには、友人・知人が
いて、自分を待っていて
くれる。
必要としてくれている。

いくつになっても、持病が
あっても、たとえ１人で
外出できなくても、
その人なりの社会参加の
『 場 』がある・・・。

ひとつの大きな施設より、
地域にそんな場がたくさんあることが重要なんです！！
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『 新たな都市型ネットワークモデル！ 』
おおた高齢者見守りネットワーク
（愛称：みま～も！）

大田区で生まれた
「みま～も」の取り組み

いくつになっても
安心して暮らし続ける
まちづくり！
を合い言葉に、地域の
医療・保健・福祉の専門職
（事業所）、民間企業が
「協賛金」を出し合い、活動をする
新しい地域づくりのカタチ！

協賛企業・事業所数８６！

専門家
↓
限られた分野の学問や職業に
もっぱら従事すること 。

後 援
大田区 ・大田区社会福祉協議会
公益社団法人 大田区シルバー人材センター
地域独立行政法人 東京都健康長寿医療センター

協賛病院 ６

協賛施設 ７

協賛薬局 ４

協賛企業 ３０

協賛医療・介護事業所 ３９

専門の垣根を越えて、
専門職が 「組織の理解を得て」、
生活の場 ＝ 地域に出て行く！

地域住民から見れば・・・

専門職から見れば・・・

元気なうちから日常的に
地域住民と医療・保健・福祉
専門職がつながる

地域の中で、様々な専門職、
専門機関とのネットワークを
構築することができる！！

安心！！

メリット！！

地域づくりを通して、住民と専門職がつながる仕組み！

木谷ウォーキング研究所
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みま～もの専門職たちが
ポールウォーキングに
魅力を感じた点・・・。

➁ 大学の研究室と連携して
効果測定を実施！
東京医療保健大学 山下和彦教授らの全面協
力により、下肢筋力・バランス機能・歩行
機能を計測。
数値データに基づく効果検証をしている。
（成果を数値として見える化できる！）

① 自治体の介護予防プログラム
としての期待！
高齢者の健康づくりのツール！
足指力計測器

主催
・一般社団法人 木谷ウォーキング研究所

足圧分布計測

靴型姿勢制御能計測装置

プログラムの概要

・大田区地域包括支援センター入新井
・おおた高齢者見守りネットワーク
（みま～も）

みま～もくんも
ポールを使った
ウォーキングを
応援しています！

開催回数

講義内容 （15分）

１

足指力測定・開校式

２

ポールdeウォークとは？

３

フットケア１ 靴の履き方

４

ポールdeウォークのポイント

５

ロコモティブシンドロームと認知症

６

フットケア２ 疲れを残さない

７

転倒予防とバランス能力

８

水分補給と熱中症

９

規則正しい生活・運動・栄養・休養

１０

足指力測定・修了式

+ 実技！

ポールを使ったウォーキングの効果
ポール ｄｅ ウォーク学校
※靴の履き方・ウォーキングの基本・フットケア

学校を２クール終了後、
大学へ入学！

【医療･保健･福祉専門職にとって････】

ポールの使用によって基底面が広がり、
転倒不安が解消され、その結果、関節等の可動域が
拡大するため、筋力･バランス機能･歩行機能の
向上が図られる。
【参加した高齢者にとって････】

ポール ｄｅ ウォーク大学
※ 課外授業が主

・集まって歩く・・・。「どこへ？」
ポールを持って歩くこと自体が「楽しい！」
・同じものを使用して運動するという連帯感！
・スポーツ感覚！
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ポールｄｅウォーク学校の様子 （後半）

ポールｄｅウォーク学校の様子 （前半）

ポールdeウォーク講座の測定結果を
持ち、木谷さん、山下先生とともに
区役所へ！！

２６年度より大田区
２次予防事業スタート！27年度より
一次予防事業スタート！
平成2６年度二次予防事業

こんなにも
歩行機能が
向上するんですか！

1クール ＝ ２.５ヶ月間
週1回、全1０回コース
・定員1５名
・のべ100名参加！

大田区介護保険課介護予防係 Ｔ 係長

介護予防の段階

区報で広報！
申し込み開始30分で
申し込み終了！！

１次予防

２次予防

３次予防

活動的な状態
にある高齢者

生活機能の低下が
始まった
虚弱高齢者

介護保険サービス
介護予防サービス
対象者

ポールを使ったウォーキングはすべての段階に有効！
活動的な状態

虚弱な状態

時

要支援・
要介護状態

間
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今後の課題
・時代はポールを求めている！
いかに裾野を広げていくか？！

ターゲットは・・・？
自らの心身機能の衰えを感じ、
「いつまでも自分の足で歩きたい！」
という思いを強く感じている高齢者！
参加者として、指導者として、
双方への関わりに期待が持てます！

世界的にも稀な超高齢社会で、
ポール･
ウォークを広げていくために！
ぜひ行ってほしいこと。
もっともっと！
全国に約１７００あるすべての自治体
にある、４５００を超える公的な機関
「地域包括支援センター」と
つながってください！

つながるべき３つの理由
① 高齢者がいつまでも健康で暮らせる地域づくりの
機能を有しているので、介護予防に資する
ポールウォーキングに関心を持つはず！

色とりどりのウェアやシューズを購入し、
それらを身にまとった姿をみんなに見せびらかそうと、
講座当日を指折り数えて楽しみに待つ。
そんなアクティブシニアを、一緒に地域におおぜい
生み出しましょう！！

➁ 日常業務の関わりの中で、地域の高齢者を把握して
いる、対象者をすでに持っている。
ノルディック･ポールウォーキング指導者が対象者
を探し、集めるよりも効率的！
③ 元気高齢者、ハイリスク高齢者の新たな「居場所
づくり」として、行政とのつなぎ役の役割を果たして
くれる・・・はず！
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ご静聴
ありがとう
ございます
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