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理学療法士
運動のコーディネーターとして
街づくりに参画します。
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〜 理学療法士は、運動のコーディネーターとして街づくりに参画します 〜

活力のある地域社会の構築に向けて

公益社団法人 日本理学療法士協会
会長 半田一登

 ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ་⒪ࡣࠊ⌮Ꮫ⒪ἲ࣭సᴗ⒪ἲ࣭ゝㄒ⫈ぬ⒪ἲࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⌮
Ꮫ⒪ἲࡣࠊ㌟యࢆືࡍࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕ㐠ືࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㌟యࡢືࡁࡢᅇࢆᅗࡾࠊ⏕ά⬟ຊࡢ
⥔ᣢ࣭ᨵၿࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌮Ꮫ⒪ἲࢆᑓ㛛ⓗᏛࡧࠊᅜᐙヨ㦂ྜ᱁ࡋࠊ⌮Ꮫ⒪ἲࢆᐇ㊶
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌮Ꮫ⒪ἲኈ࡛ࡍࠋ㝔࡛ࡣࠊ⬻༞୰ࡸ㦵ᢡᝈ⪅➼ᑐࡋ࡚ᡭ㊊ࡢ⒪ࡸṌ⾜⦎⩦➼ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡣྍ⬟࡞㝈ࡾඖࡢ⏕άᖐࡉࡏࡿࡓࡵ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢ㐠ືࢆࡗࡓ⌮Ꮫ⒪ἲࡣ㝔࡛ࡢ⒪ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊປാ⪅ࡢ⭜③ண㜵ࡸ⏕ά⩦័ண㜵ࠊ㧗
㱋⪅ࡢ㌿ಽண㜵ࡸㆤண㜵ࡁࡃᗈࡀࡾࢆࡳࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ㆤண㜵ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㌟
య⬟ຊࡢᢕᥱࠊ⏕ά⎔ቃࡢᢕᥱࠊ♫⎔ቃࡢᢕᥱ➼ࡀࡲࡎᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ୍ே୍ே
ࡢ⏕ά⩦័ࡢᨵၿࡸ㐠ື⩦័ࡢ⋓ᚓ➼ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡋࡋࠊࠕゝ࠺ࡣ᫆ࡋࠊ⾜࠺ࡣ㞴ࡋ࡛ࠖࠊከ
ࡃࡢ࿘㎶㛵ಀ⪅ࡢ㐃ᦠࡸດຊࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
 ⪁ࡣே➼ࡋࡃ㉳ࡇࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㑊ࡅࡀࡓ࠸ᐇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⪁ࢆ㜵ࡄࡇࡣ⌧ᅾ
ࡢ་⒪࡛ࡣྍ⬟࡛ࡍࡀࠊ⪁ࢆ㐜ࡽࡏࡿࡇࡣ༑ศྍ⬟࡛ࡍࠋ࠼ࡤࠊ㌿ಽࡣᵝࠎ࡞せᅉࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࡀࠊࡑࡢせᅉࡢ୍ࡘ୍ࡘࢆᑀᨵၿࡍࢀࡤࠊ㌿ࡪྍ⬟ᛶࢆ᱁ẁపࡃࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋࡃ࠶ࡾࡲࡏ
ࢇࠋࡲࡓࠊㆤண㜵ࡶ㌟య≧ἣࡢᨵၿࠊ⏕ά⩦័ࡢᨵၿࠊࡑࡋ࡚㐠ື⩦័ࡢ⋓ᚓࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡛⮬❧ࡋ
ࡓ⏕άࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
 ᪥ᮏ⌮Ꮫ⒪ἲኈ༠ࡣࠊ 41 ᖺࡓࡗࡓ 110 ྡࡢ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡲࡋࡓࡀࠊ᪥࡛ࡣ
ဨᩘࡶ 9 ேࢆࡣࡿ㉸࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᅜࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡣ㒔㐨ᗓ┴⌮Ꮫ⒪ἲኈࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡍ࡚ࡀබ┈♫ᅋἲே୍⯡♫ᅋἲேࡢㄆྍࢆᚓ࡚࠸ࡲࡍࠋᡃࠎ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࠊ㐠ື⒪ἲࡢᑓ㛛⫋
ࡋ࡚ࠊබ┈♫ᅋἲேࡢဨࡋ࡚ࠊ㉸㧗㱋♫࠾ࡅࡿ㔜せ㡯࡛࠶ࡿㆤண㜵➼᭱㛵ᚰࢆࡶࡘ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᭱ດຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ⚾㐩ࡣࠊάຊࡢ࠶ࡿᆅᇦ♫ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢ୍ဨ࡞ࡿ
ࡇࢆỴពࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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〜 理学療法士は、運動のコーディネーターとして街づくりに参画します 〜

１章

介護予防の必要性（地域経済を支える高齢者）

１. 活力ある地域社会のための介護予防
 ㉸㧗㱋♫ࡀ฿᮶ࡋࡲࡍࠋ2025 ᖺࡣ 65 ṓ௨ୖࡢேཱྀࡀ⥲ேཱྀࡢ 30.3㸣㐩ࡋᅜẸࡢ 3 ே㸯ேࡀ
65 ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅࡞ࡿ᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾ࡑࡽࡃࣞࢫࢺࣛࣥࠊႚⲔᗑࠊᫎ⏬㤋ࠊࢩࣙࢵࣆࣥࢢ
ࢭࣥࢱ࣮࡞ࠊࡇ࠸ࡗ࡚ࡶ
㧗㱋⪅࡛࠶ࡩࢀ࠼ࡿീࡉ
ࢀࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡣඖẼ࡛ࠊ
♫ཧຍࡋ࡚࠸ࡿᐃࡋࡓ
ࡁ࡛ࡍࠋ㧗㱋⪅ࡢせㆤㄆᐃ
⋡ࢆぢࡿᖺ㱋ࡀୖࡀࡿࠊ
せㆤ⪅ࡣቑ࠼ࡿഴྥ࠶ࡾࡲ
ࡍ㸦ᅗ㸯㸧ࠋ㧗㱋⪅ࡀせㆤ
࡞ࡿ㛢ࡌࡇࡶࡾࠊᐷࡓࡁࡾ
࡞ࡾࠊ⾤ฟࡅࡿேࡣῶᑡࡋ
ࡲࡍࠋ⾤ࡣ㉎㈙ᐈᩘࡀῶᑡࡋࠊ
ࢩࣕࢵࢱ࣮ࢆ㛢ࡵࡿၟᗑࡀቑ
࠼ࠊ⾤ࡶᐷࡓࡁࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋ
図１

高齢者人口と要介護認定率

２. 誰もが望む健康寿命
㧗㱋⪅ࡶせㆤ≧ែ࡞ࡿࡇࡣᮃࢇ࡛࠸ࡲࡏࢇࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅඖẼ࡛άືࡋᐙ᪘ࡢୡヰࢆཷࡅࡎ
ᗣ࡛⏕ᾭࢆ࠺࡛ࡁࡿࠕᗣᑑࠖࢆᮃࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࠕᗣᑑࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡣࠊẼࢆࡶࡗ࡚
ࡶࠊ㞀ࡀ࠸ࢆࡶࡗ࡚ࡶࠊ㛢ࡌࡇࡶࡾ࡞ࡽࡎ⮬❧ࡋ࡚ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ
ṇࡋ࠸ᣦᑟᇶ࡙࠸ࡓㆤண㜵ࠊᖖ♫ཧຍࡍࡿࠊཧຍ࡛ࡁࡿᆅᇦ♫ࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

３. プロによる心身評価とプログラム作成
♫ཧຍࡍࡿࠊཧຍ࡛ࡁࡿ♫ࡢ
ᵓ⠏ㆤண㜵ᴗࡀ୍⩼ࢆᢸ࠸ࡲ
ࡍࠋㆤண㜵ࡣඖẼ࡞㧗㱋⪅ࡀせᨭ
࣭せㆤ≧ែ࡞ࡿࡇࢆ㜵Ṇࡍࡿ
୍ḟண㜵ࠋㆤㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸
ᙅ㧗㱋⪅࣭せᨭ⪅ࡀせㆤ⪅࡞ࡽ
࡞࠸ࡼ࠺㜵Ṇࡍࡿḟண㜵ࠋせㆤ
⪅ࡀ㛢ࡌࡇࡶࡾ࡞ࡿࡇࢆ㜵Ṇࡍ
ࡿ୕ḟண㜵ࡢẁ㝵ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ
ㆤண㜵ᴗࢆᡂຌࡉࡏࡿࡣ⌮Ꮫ
⒪ἲኈࡼࡿᑐ㇟⪅㐺ࡋࡓᚰ㌟⬟
ຊࡢホ౯ࠊ⏕άάືྥୖྥࡅࡓࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢᥦࠊࡉࡽ⾤࡙ࡃࡾࡢᥦ
࡞ࡀຠᯝⓗ࡛ࡍࠋ
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図２

予防事業の目的と理学療法士の関わり

〜 理学療法士は、運動のコーディネーターとして街づくりに参画します 〜

ཌ⏕ປാ┬ࡢࠕᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ㆤண㜵ࡢྲྀ⤌ࠖࡣࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢ㛵
ࡼࡾከࡃࡢᕷ⏫ᮧ࡛せㆤㄆᐃ⋡ࡢᅽ⦰ࡸㆤ㈝⏝ࡢ๐ῶࡀᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ

４. とじこもらず、いつまでも社会人として
ඖẼ࡞ࡇࢁࡣᐙ᪘ࡸ௰㛫እฟࡿᶵࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡀୡᖏᵓᡂࡀኚࡍࡿࠊẼࡿࠊ
せㆤ࡞ࡿࡇ࡛ฟࡅࡿពḧࡀపୗࡋࠊ㛢ࡌࡇࡶࡾࡀࡕ࡞ࡾࡲࡍࠋㆤண㜵ᴗࢆ⏝ࡋ௰㛫
సࡾཧຍࡋࠊ௰㛫ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࡸ㣗ฟࡅ㛢ࡌࡇࡶࡾࢆ㜵Ṇࡍࡿࠋࡲࡓ㞀ࡀ࠸ࢆࡶࡗ࡚せ
ㆤ⪅࡞ࡗ࡚ࡶㆤࢧ࣮ࣅࢫࡼࡿᨭࠊᆅᇦࡢ࣎ࣛࣥࢸࡢᨭࢆཷࡅ࡚ࢩࣙࢵࣆࣥࢢฟࡅ
ࡿࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ᆅᇦࡢண㜵ࡢ㍯ࢆᗈࡆࠊࢇ࡞ሙྜ࡛ࡶ㧗㱋⪅ࡀ㛢ࡌࡇࡶࡽࡎ⮬❧ࡋࡓάືࡀ⥅⥆
࡛ࡁࡿ⾤࡙ࡃࡾࡀᚲせ࡛ࡍࠋඖẼ࡞㧗㱋⪅ࡀከࡅࢀࡤ⾤ࡣඖẼ࡞ࡾࡲࡍࠋᆅᇦࡢ⤒῭άືࡣపୗࡏ
ࡎࠊᆅᇦࡶ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓၟရ㛤Ⓨࠊ㈍ಁ㐍࡛┦άᛶࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡍࠋඖẼࢆ⥔ᣢࡍ
ࡿࡣຠᯝⓗ࡞ㆤண㜵ᴗࡀᚲせ࡛ࡍࠋ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣㆤண㜵ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦ⤒῭ࢆᨭ࠼ࡿඖ
Ẽ࡞㧗㱋⪅ࢆసࡾࡲࡍࠋ

図３

閉じこもり予防で地域を活性化

参考資料
 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/yobou/torikumi_02.html
ᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ㆤண㜵ࡢྲྀ⤌㸦ᖹᡂ 26 ᖺ 6 ᭶ 4 ᪥ཧ↷㸧
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２章

介護予防に積極的に取り組むことで得られる街の未来

１. 高齢化が進んでも活気ある街づくりは可能
2025 ᖺࠊᅋሢࡢୡ௦ဨࡀ 75 ṓ฿㐩ࡋࠊࡇࡢࡇࡀ㧗㱋⪅ࡢ་⒪ࡸㆤ㈝⏝ࡢቑࡢၥ㢟ࡔࡅ࡛
࡞ࡃ♫ࡢ࠶ࡾᵝࡶࡁࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ2025 ᖺᆅᇦఫẸࡀ➗㢦࡛⾜ࡁ࠺ࠊ
άẼࡢ࠶ࡿ⾤ࢆീ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺? ࡶࡋࠊ᫂ࡿ࠸⾤ࡢጼࢆീ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㧗㱋ࡢᙳ
㡪ࢆᚲせ௨ୖ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡓ࠼㧗㱋ࡀ㐍ࢇ࡛ࡶάẼࡢ࠶ࡿ⾤࡙ࡃࡾࡀྍ⬟
࡞ࡇࢆࡲࡎ▱ࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ୍ࡘࡢᡭẁࡀㆤண㜵࡞ࡢ࡛ࡍࠋ

２. あなたが主役の街づくり
άຊࡢ࠶ࡿ⾤࡙ࡃࡾࡢ➨୍Ṍࡣࠊ୍ே୍ேࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ㛗ࡃඖẼ࡛⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆႠࡴࡇ࡛ࡍࠋ
⪁ࡣᬑ㐢ⓗ㉳ࡇࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢ⪁ࡢ㐍ࡳලྜࡣಶேᕪࡀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡼࡗ࡚♫άືࡀ┒ࢇ࡞㧗㱋⪅ࡣ⪁ࡀ㐍⾜ࡋࡃ࠸ࡇࡸࠊఱṓ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㐠ື
ᶵ⬟ྥୖࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡼࡾຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇࡀࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗㱋⪅⮬㌟ࡀࠊࡲࡎࡇࢀࡽࡢ
ࡇ┠ࢆྥࡅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┠ࢆࡴࡅࡿࡼ࠺࡞ᶵࢆタࡅࠊ㧗㱋⪅⮬㌟ࡢᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍ࡢព㆑ࢆ㧗ࡵ
ࡿࡇࡀ㔜せ࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㌟యᶵ⬟ࡸㄆ▱ᶵ⬟ࡀேࡼࡾᑡࡋⴠࡕࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅ࢆ᪩ᮇⓎぢࡋࠊࡇࢀᑐฎࡍࡿ
⤌ࡳࢆࡘࡃࡿࡇࡶษ࡛ࡍ㸦ຍ࠼࡚ࠊ㞀ࡀ࠸ࢆ᭷ࡍࡿேࠎࡗ࡚ࡶࡑࢀ௨ୖࡢ㔜ᗘࢆ㜵࠸ࡔ
ࡾࠊ⏕άࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿព࡛ࡢண㜵ࢆࡍࡿࡇࡶᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽษ࡛࠶ࡿࡇࢆゝࡋ࡚࠾
ࡁࡲࡍ㸧ࠋ
㧗㱋ࡀ㐍ࡳ㧗㱋⪅ࡀቑ࠼࡚ࡶࠊඖẼ࡛⮬❧ࡋࡓ㧗㱋⪅ࡀቑࡍࡇࡼࡾࠊ┤᥋ⓗࡣ་⒪㈝ࡸ
ㆤ㈝⏝ࡢ㍍ῶࡀᮇᚅ࡛ࡁ㸦㈈ᨻⓗഃ㠃㸧ࠊࡉࡽ㛫᥋ⓗࡣ㧗㱋⪅⮬㌟ࡀࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࡞ࡿ࡞
㸦♫ⓗഃ㠃㸧ࠊάຊ࠶ࡿ⾤࡙ࡃࡾ㈉⊩ࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊ㧗㱋ࢆ㏄࠼ࡓᆅᇦࡗ࡚ㆤண㜵ࡣ
Ḟࡃࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸άືゝ࠼ࡲࡍࠋ

３. まず「自助」から
ㆤண㜵ࡢᐇ㝿ࡢάືࡘ࠸࡚ࡣࠕ㌿ಽண㜵ࠖࡸࠕ➽ຊྥୖࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ࡞ㆤಖ㝤࡛⾜
ࢃࢀࡿලయⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ┿ࡗඛ㉳ࡉࢀࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡣࡶࡕࢁࢇᚲせ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡍ
ࡀࠊㆤண㜵ࡣࡑࡢ⮬ຓࠊຓࠊඹຓࠊබຓࡢ⌮ᛕ๎ࡾಶேࡢࣞ࣋ࣝࡽ♫ࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛ከ
ᵝ࣭ከᒙ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡾࢃࡅࠊ๓⪅ࡢ⮬ຓຓࡀษ࡛ࡍࠋᆅᇦఫẸ⮬ࡽࡀࠊᗣ
㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᐇ㝿ㆤண㜵άືࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࢀࢆᣢ⥆ࡋ࡚ࠊࡉࡽᆅᇦᣑࡆࡿࠋ̿࠼
ࡤࠊ࠶ࡿᆅᇦఫẸࡀᗣࡸㆤண㜵ࢆᏛ⩦ࡍࡿࢧ࣮ࢡࣝࢆసࡗࡓࡇࡀࡁࡗࡅ࡛ࠊࡑࢀࡀࡑࡢᆅᇦ
ࡢࢦ࣑ฟࡋ࣎ࣛࣥࢸ࡞Ⓨᒎࡍࡿ̿࡞ࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⪁ᖺᏛ࡛ⴭྡ࡞࣮࢝ࣥ༤ኈ(1987)ࡣࠊ
⌮ⓗ࡞⪁࠸㸦ࢧࢡࢭࢫࣇ࢚ࣝࢪࣥࢢ㸧࡛ษ࡞㡯┠ࡋ࡚ࠊ㸯㸬᭷ൾປാࠊ㸰㸬↓ൾປാࠊ㸱㸬
࣎ࣛࣥࢸάືࠊ㸲㸬┦ᢇຓࠊ㸳㸬ಖ⾜ື ࡢ㸳ࡘࡢ㡯┠ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢࡍ࡚ࡀ⾤ࡢ
ㆤண㜵ࡢᒎ㛤ࡣᚲせ࡛ࡍࠋ
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４. 地域住民と専門家集団
ㆤண㜵ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ㄢ㢟ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⮬ຓࠊຓࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ
⏫ෆࡸ⪁ேࢡࣛࣈ࡞᪤Ꮡࡢ㠀⾜ᨻ࣭ᆅᇦఫẸ⤌⧊ࡀάືࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡲࡍࡀࠊᖺ
ࠎࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ࡢཧຍ⋡ࡣపୗࡋ⤌⧊ෆࡢ㧗㱋ࡶ㐍ࢇ࡛ࠊከࡃࡢᶵ⬟ࢆᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸⤌⧊ࡶᩘከ
ࡃᏑᅾࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢᪧ᮶ࡢ⤌⧊ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪂ࡋ࠸Ẹ㛫⤌⧊ࡑࡢ௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࡋ࡚ࡶࠊ
ㆤண㜵ಀࡿၨⓎࠊ⤌⧊㐠Ⴀࠊᒎ㛤࡞ࡘ࠸࡚ࠊຓゝ࡞άື⮬❧ࡢࡓࡵࡢᨭࡀᚲせ࡛ࡍࠋᙜ
↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽබຓ࣭ඹຓ㸦⾜ᨻ㸧ࡢᙺࡣ㔜せ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ࠶ࡲࡾ⾜ᨻഃࡽ⮬ຓ࣭ຓࢆᙉㄪ
ࡋࡍࡂࡿ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿᆅᇦఫẸࡽࠕ⾜ᨻ㈐௵ࡢᨺᲠ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺㈇ࡢឤࢆច㉳ࡍࡿࡇ
ࡶࡘ࡞ࡀࡾࡡࡎࠊࡇࡢᙺࡣ་⒪࣭ಖ࣭⚟♴ࡢᑓ㛛ᐙࢆྵࡵࡓ➨୕⪅ᶵ㛵࡞ጤࡡࡿࡢࡀᚓ
⟇⪃࠼ࡲࡍࠋ
࠸ࡲᅜࡣࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᵓ⠏ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᶵࢆᤊ࠼ᆅᇦఫẸࡢㆤண
㜵ࡣࠊ་⒪࣭ಖ࣭⚟♴ࡢ⠊ᅖࡲࡽ࡞࠸⾤࡙ࡃࡾࡸ⤒῭άື࡞㡿ᇦࢆྵࡵࡓࡶࡢࡋ࡚࠸
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋㆤண㜵࡞ண㜵ࢆⰋࡃ▱ࡿᑓ㛛ᐙࢆά⏝ࡋࠊ⾜ᨻࡢྛࢭࢡࢩࣙࣥࢆᶓ᩿ⓗ࣭
ᶫΏࡋⓗࡘ࡞ࡄᙺࢆ₇ࡌ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

５. まとめ
ㆤண㜵ࢆᆅᇦࡢಙᛕᤣ࠼ࡿࡇ࡛ࠊᆅᇦఫẸࡢᗣࡸάືࡀάⓎ࡞ࡾࠊࢧࣟࣥࡸࢧ࣮ࢡࣝά
ື࡞ࡢᙧᡂࢆ㏻ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀసࡽࢀࡲࡍࠋ㧗㱋⪅ࡀⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࡞ࡿࡇࡶྍ
⬟࡛ࡍࠋࡇࢀࡼࡾᆅᇦ♫ࡢάᛶࡀಁࡉࢀࡲࡍࠋㆤண㜵ࡣࠊ㧗㱋⪅⮬㌟ࡢ㛢ࡌࡇࡶࡾࡸᙅ
ண㜵ࡣࡶࡕࢁࢇࠊேࡀ⾜ࡁ࠸ࠊ㞟࠺ࡇ࡛ࠊၟᗑ࡞ࡢάᛶࠊ⊂ᒃ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࡸ㜵≢࡞ᆅ
ᇦࡢᏳࡶ㈉⊩ࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊ⾤ࡶࡓࡽࡍᙳ㡪ࡣࡲࡿࡇࢆ▱ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢฟⓎⅬ
ࡣࠊືࡏࡿ㌟య࣭⪃࠼ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᚰࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖࡉࡏࠊࡑࢀࢆ♫ⓗᩥ⬦࡛࠺ࡇࠋࡑࢀࢆ
ᨭࡍࡿ୍ᑓ㛛ᐙࡣࠕ་⒪࣭ಖࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆᇶ┙ࡋ࡚ᆅᇦఫẸࡢ⏕άࡢࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ࡢ
ᙺࢆᢸ࠺⌮Ꮫ⒪ἲኈࠖࡀࡲࡉ㐺௵࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ
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３章

予防理学療法の役割

１. 医療と介護の両面からの関わり
ẼࢆⓎࡋࠊᚰ㌟㞀ࡀ࠸ࡀ⏕ࡌࡿ᭱ึࡣ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡲࡍࡀࠊ㞀ࡀ࠸ࡢᨵၿࡀ༑ศ
࡞ሙྜࡣ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ⤊ᚋㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡲࡍࠋࡲࡓ㏆ᖺࡳࡿᑑࡢᘏఙక࠸ࠊከࡃ
ࡢ㧗㱋⪅ࡀ㛗ᑑࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ≉Ẽࡽ࡞ࡃ࡚ࡶຍ㱋ⓗኚࡼࡿᚰ㌟ᶵ⬟ࡢప
ୗࡀ⏕ࡌࡿࡇࡶ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ẽࡼࡽ࡞࠸㌟యᶵ⬟ࡢపୗࡣࠊᚰ㌟ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚
ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐃᮇⓗ⮬ศࡢᚰ㌟ࡢ≧ែࢆホ౯ࡋࠊၥ㢟ࡢ➃⥴ࢆ᪩ᮇⓎぢࡋࠊண㜵ࡍࡿࡇࡀษ
࡛ࡍࠋ
⌮Ꮫ⒪ἲࡣ㞀ࡀ࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡢ⒪ࡽࠊ㞀ࡀ࠸ࡢⓎ⏕ࡀண ࡉࢀࡿ᪉ࡢண㜵ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡕࡽࡢᑐ㇟⪅ࡶࠊ་Ꮫ㞀ᐖᏛࡢᢏ⾡ᇶ࡙࠸ࡓホ౯ࢆ⾜࠸ࠊಶேࡢ㌟య≉ᛶᛂࡌ
ࡓᣦᑟࡼࡗ࡚ࠊ⒪Ꮫⓗ࣭ண㜵Ꮫⓗ࡞どⅬ࡛ᨭࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ᚰ㌟ၥ㢟ࡀ࡞ࡃ⏕άࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ㧗㱋⪅ࡀ⌧ᅾࡢᗣࢆ⥔ᣢቑ㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⮬య㐃ᦠࡋࠊ
㐠ືࢆࡋࡓㆤண㜵ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᖹᡂ 24㹼25 ᖺᅜ 11 ᕷ༊⏫ᮧ࡛ᐇࡉࢀࡓண㜵ࣔ
ࢹࣝᴗࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸦ᅗ 1㸧ࠊࣔࢹࣝᴗཧຍ⪅ࡣᐙࡸᩓṌࡢࠊᆅᇦࡢ㞟࠸࡞ཧຍࡍࡿྜ
ࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊ⏕άࡸ⾜ືᗈࡀࡾࡀࡳࡽࢀࡓሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

図 1．予防モデル事業の結果 1）

ㆤ࣭ಖศ㔝ࡣከࡃࡢᑓ㛛⫋ࡀ㛵ࡋࡲࡍࡀࠊ࣭⏕άᶵ⬟࣭㐠ືᶵ⬟ࡽᑐ㇟⪅ࡢணᚋࢆ
ぢ㏻ࡋ࡚㛵ࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢᑓ㛛ᛶࡣࠊᆅᇦఫẸࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪࡢᗣ
ᐤࡋࡲࡍ㸦ᅗ 2㸧ࠋ

２. 多職種チームにおける理学療法士の役割
㧗㱋⪅ࡀ⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿᆅᇦ࡙ࡃ
ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊከ⫋✀ࡑࢀࡒࢀࡀ㐃ᦠࡋ
࡚ᨭࡍࡿయไࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋྛᑓ
㛛⫋✀ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᆅᇦఫẸࡢどⅬࢆ⪃៖ࡍࡿ
ࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

図 2．理学療法士の専門性
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ࡑࢀࡒࢀᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ⮬❧ᨭࢆ┠ⓗㆤண㜵ᴗ㛵ࢃࡿᑓ㛛⫋ࡀ㞟࠸ࠊಶࠎࡢ⏝⪅㛵ࡍ
ࡿᑓ㛛ⓗ࡞どⅬࡽᢳฟࡉࢀࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺ⤖ᯝࢆඹ᭷ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࢣ᪉㔪ࡢ᳨ウࠊỴᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡁࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡽࡢከ⫋✀ࢳ࣮࣒࡛⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣᑐ㇟⪅ࡢ⮬❧ᨭࡢࡓࡵࡢどⅬࢆඹ᭷ࡍࡿᙺࢆᯝࡓࡋࡲ
ࡍࠋ

⮬❧ᨭ䛾䛯䜑䛾どⅬ䜢ඹ᭷
䜿䜰䝬䝛
䝆䝱䞊

་ᖌ

ゝㄒ⫈ぬኈ
ㆤ⚟♴ኈ

సᴗ⒪ἲኈ

⚟♴⏝ල
ᑓ㛛ဨ

⌮Ꮫ⒪ἲኈ

┳ㆤᖌ

ᮏே䞉ᐙ᪘

ᰤ㣴ኈ

Ẹ⏕ጤဨ

図 3．多職種チームにおける理学療法士の役割

ලయⓗࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
ձ ᑐ㇟⪅㛵ࢃࡿ་⒪࣭ㆤ࣭⏕άࡢሗࢆࡶࠊ㐠ືࡢᑓ㛛ᐙࡋ࡚་Ꮫⓗ▱㆑ࢆ⏕ࡋࡓホ
౯ࠊᨭ㞀ࢆࡁࡓࡋ࡚࠸ࡿ⏕ά⾜Ⅽࡢཎᅉࢆᢳฟࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆᇶࡋࡓணᚋண ࢆ⾜࠸ࡲ
ࡍࠋࡲࡓࡑࡢண ࢆከ⫋✀ࢳ࣮࣒ࢃࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡲࡍࠋ
ղ 㐠ື࠾ࡼࡧ⏕άᶵ⬟ホ౯ᇶ࡙࠸ࡓ㐠ືᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ճ ᑐ㇟⪅ࡀ⏕άࡋࡸࡍ࠸ఫᏯ⎔ቃ㛵ࡍࡿຓゝࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
մ ㆤண㜵㛵ࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ➼ࡢேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ◊ಟࠊㆤண㜵㈨ࡍࡿᆅᇦάື⤌⧊
ࡢ⫱ᡂ࠾ࡼࡧᨭࢆࡋࡲࡍࠋ
յ ᑐ㇟⪅㛵ࢃࡿࡢᑓ㛛⫋ࡶࠊ⮬❧ᨭࡢࡓࡵࡢどⅬࢆඹ᭷ࡋࡲࡍࠋ
⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࠊከ⫋✀࡛⦅ᡂࡉࢀࡓࢳ࣮࣒ࡸྛ㆟ࡢ୰࡛ࡢᚲせ࡞ሗࡢᥦ౪ࡸࢳ࣮࣒ࡢ⫱ᡂࠊᣦᑟ
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑐ㇟⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭࡍࡿᙺࢆᯝࡓࡋࡲࡍࠋຍ࠼࡚ࠊண㜵⌮Ꮫ⒪ἲࡼࡾࠊ་⒪ࠊㆤ㈝⏝
ࡢ๐ῶࡶᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ
⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࠊᑐ㇟⪅ಶேᑐࡍࡿ㛵ࢃࡾࠊᑓ㛛⫋ࡀ㞟ࡲࡿሙ㠃࠾࠸࡚ࠊࢳ࣮࣒యዊࡍࡿ
ࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾ᪉ࡀฟ᮶ࡲࡍࠋࡑࡢ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㌟యᶵ⬟ࡸ⤒῭ⓗ࡞ຠᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ
ᇦఫẸࡢ⮬ຓ࣭ຓࢆᨭࡋࠊᗣࢆ㏻ࡌࡓ᫂ࡿ࠸⾤࡙ࡃࡾᐤࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
引用・参考資料
1) ཌ⏕ປാ┬㸪ᖹᡂ 25 ᖺ➨ 47 ᅇ♫ಖ㞀ᑂ㆟ㆤಖ㝤㒊

⏕άᨭࠊㆤண㜵➼ࡘ࠸࡚

2) ᑠ᳃ᫀᙪ㸸⌮Ꮫ⒪ἲி㒔㸬2013; 42: 6-11㸬
3) ᕝ㉺㞞ᘯ㸸⌮Ꮫ⒪ἲᏛ㸬2013; 40: 230-234㸬
4) ᮧ᫂ᚨ㸸ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ་Ꮫ㸬2013; 50: 171-177㸬
5) 㧗ᶫ⣫ኈ㸸⌮Ꮫ⒪ἲᏛ㸬2012; 39: 459-461㸬

7

〜 理学療法士は、運動のコーディネーターとして街づくりに参画します 〜

４章
４-１
1.

予防理学療法の具体的介入方法
認知機能低下に対する予防理学療法

認知機能低下を予防すると 5,600 億円の経済効果
ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅ࡢㄆ▱᭷⋡ࡢ᥎ᐃ್ࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ㍍ᗘㄆ▱㞀ᐖ㸦PLOGFRJQLWLYH
LPSDLUPHQW0&, 㸧ࡣ 㸣᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ 㸧ࠋ ᖺࡢㄆ▱ࡢ᥎ィᝈ⪅ᩘேᑐࡋ࡚ࠊ
ㄆ▱ࡢⓎࢆ  ᖺ㛫㐜ࡽࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓሙྜࠊᮇᚅᝈ⪅ῶᑡᩘࡣ⣙  ே᥎ィࡉࢀࠊ ൨
㸦་⒪㈝  ൨ࠊㆤ㈝  ൨㸧ࡶࡢ㈇ᢸࢆ๐ῶ࡛ࡁࡿヨ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ 㸧ࠋࡇࡢࡇ
ࡽㄆ▱ᶵ⬟పୗࢆண㜵ࡍࡿࡇࡣᅜࡋ࡚ࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࠶ࡾࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ㄆ▱ᶵ⬟పୗண㜵ࡢ
ලయⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸨0&,㸸ᐈほⓗ࡞ㄆ▱ᶵ⬟పୗࢆㄆࡵࡿࡀㄆ▱࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ

2.

認知機能低下は運動不足など生活習慣が関係
ㄆ▱ᶵ⬟పୗࡣ༴㝤ᅉᏊಖㆤᅉᏊࡀ࠶
ࡾࠊᝏ࠸⏕ά⩦័ࡀㄆ▱ᶵ⬟ࢆపୗࡉࡏࠊ
ᑐ㇏࡞ே㛫㛵ಀࡸ⢭⚄άືࠊ㌟యάືࡀ
ࡑࡢపୗࢆ㜵Ṇࡋࡲࡍ 㸧ࠋ༴㝤ᅉᏊࡢ㧗⾑ᅽ
ࡸ⏕ά⩦័ࡢၥ㢟ࡼࡿ⫧‶࡞ࡣ㐠ືࢆ⾜
࠸ࠊ⏕ά⩦័ࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡛ᨵၿࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ


図1

3.

認知機能低下における危険因子と保護因子

早期発見と積極的な運動が認知機能低下を予防
ㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࢆண㜵ࡍࡿࡇࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛ࡍࡀࠊ࠶ࡿ⛬ᗘㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗࡋ࡚࠸࡚ࡶṇᖖ࡞ᶵ⬟
ྥୖࡍࡿ⪅ࡶ୍ᐃࡢྜ㸦⣙ 㸣㸧࡛Ꮡᅾࡋࡲࡍࠋㄆ▱ࡸ 0&, ࡢⓎ⏕ࡣ㐠ືᶵ⬟ࡶᐦ᥋࡞㛵ಀ
ࡀ࠶ࡾ 㸧ࠊ㐠ື⩦័ࡣㄆ▱㸦ࣝࢶࣁ࣐࣮㸧ࢆⓎ⏕ࡋࡃࡃࡋࡲࡍ 㸧ࠋࡲࡓࠊ᭷㓟⣲㐠ື࡛ᾏ
㤿ࡢᐜ㔞ࡀቑ࠼ 㸧ࠊ▷ᮇグ᠈㞀ᐖࢆࡍࡿ 0&, ࡛࠶ࢀࡤ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢᣦᑟࡢୗ࡛㢌ࢆ࠸࡞ࡀࡽ⾜
࠺㐠ືࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆྲྀࡾධࢀࡿᾏ㤿ࡢⴎ⦰ࢆῶᑡࡉࡏࠊㄆ▱ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖ࡛ࡁࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ
ࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍ㸦ᅗ 㸧㸧ࠋ
（点）
30

MMSE

（点）

29

19

28

17

27

15

WMS I total score

運動教室群

26

健康講座群

13

25
11

24

㹼
㹼

0

㹼
㹼

介入前

介入後

ａ

図2

0

介入前

介入後

b

記憶障害を伴う MCI 対象者への運動の効果

運動教室群は運動を中心とした介入、健康講座群は座学を中心とした介入を示す。
MMSE：認知機能検査、WMSI total：ウェクスラー記憶検査Ⅰ総得点
㕥ᮌ࣭ᓥ⏣㸸ᅜ❧㛗ᑑ་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠕㄆ▱ᶵ⬟పୗண㜵࣐ࢽࣗࣝࠖࡼࡾ
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4.

頭と体を同時に使う運動が高い予防効果
ㄆ▱ᶵ⬟పୗண㜵ࡣ㇏ᐩ࡞✀㢮ࡢ㐠ື࣓ࢽ࣮ࣗࡼࡿ㐠ືᶵ⬟ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢㄆ▱ᶵ⬟ࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࡢ୧᪉ࡶࡋࡃࡣྠ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ㐠ືࡣ᭷㓟⣲㐠ືࡀయ࡛ࡍࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣ㢌ࢆ࠸
࡞ࡀࡽ⾜࠺㐠ືࡀ᥎ዡࡉࢀࡲࡍࠋ㧗㱋⪅ࡢᚰ㌟ࡢ≧ែࡣಶேᕪࡀࡁࡃࠊẚ㍑ⓗᗣ࡞᪉ᚠ⎔ჾࡸ
㐠ືჾ࡞㌟యⓗ࡞ࣜࢫࢡࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ᪉࡞ࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊ㞟ᅋⓗᣦᑟಶูᣦᑟࡢ୧᪉ࢆ⪃
៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ᇶ♏యຊసࡾ࡛ࡣࠊ㐠ືჾࡿ㈇Ⲵࡸ③ࡳࡢࣜࢫࢡࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽᰂ㌾ᛶࠊ➽ຊࠊࣂࣛࣥࢫࢆ
ྵࡴ㐠ືࢆᣦᑟࠊࡉࡽࠊ㢌యࢆྠ࠺᭷㓟⣲㐠ືࢆᣦᑟࡋࡲࡍ㸦ᅗ 㸧ࠋ㢌యࢆྠ࠺
㐠ື࡛ࡣ᭷㓟⣲㐠ືࢆࡋ࡞ࡀࡽᩘᏐࡢ㏫ၐࡸࡋࡾࡾࠊᅗ  ࡢࡼ࠺  ே୍⤌࡛ᩘࢆᩘ࠼࡞ࡀࡽ  ࡢ
ಸᩘࡢࡔࡅᡭࢆ྇ࡃ࡞ࡢ㐠ືࢆᣦᑟࡋࡲࡍࠋ

図3

基礎体力作りの例

図4

基礎体力作りではストレッチ、筋力トレーニング、バランス練習など
一人でも行いやすい運動を取り入れ、一人でも実践できるように
指導します。

多面的運動メニューの例

ステップ台で昇降運動をしながら A さん
から順に数字を言う。3 の倍数の時は数字
の代わりに手を叩く。

㕥ᮌ࣭ᓥ⏣㸸ᅜ❧㛗ᑑ་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠕㄆ▱ண㜵࣐ࢽࣗࣝࠖࡼࡾ

5. 住民主体の認知機能低下予防活動
ㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᑐ㇟⪅ࡀ⮬㌟ࡢㄆ▱ᶵ⬟ࡢ≧ែࢆ▱ࡾࠊࡍࡄ㐠ືࢆጞࡵࡿ
ࡇࡀษ࡛ࡍࠋㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗࡋࡓ᪉ࡀண㜵⾜ືࢆ࠸ࡘ࡛ࡶࡇ࡛ࡶጞࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢᆅᇦ
ࡢఫẸࡀ⮬ࡽ㐠Ⴀࡍࡿㄆ▱ண㜵ࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡿࡇࠊㄆ▱ᶵ⬟పୗண㜵㛵ࡋ࡚▱㆑ࢆࡶࡗࡓᣦᑟ
⪅ࡀ࠸ࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࡇ࠺ࡋࡓ᪉ࠎㄆ▱ᶵ⬟㛵ࡍࡿ⣔⤫ⓗ࡞ㅮ⩏ࢆᥦ౪ࡋࠊࢢ
࣮ࣝࣉࡸࢢ࣮ࣝࣉ㐠Ⴀࠊ࠾ࡼࡧᣦᑟ⪅ࡢ⫱ᡂ࣭ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
引用文献
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ཌ⏕ປാ┬㸪ᖹᡂ 25 ᖺ
ᅜ❧㛗ᑑ་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪2002
Yoshitake, T, et al.: Neurology. 1995; 45: 1161-1168.
Lindsay J, et al.: Am J Epidemiol. 2002; 156: 445-453.
Fratigioni L, et al.: Lancet. 2004; 3: 343-353.
Boyle PA, et al.: J Am Geriatr Soc. 2010; 58: 248-255.
Ericson KI, et al.: PNAS. 2011; 108: 3017-3022.
Suzuki T, et al.: Plos One. 2013; 8: e61483.
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４-２

転倒に対する予防理学療法

１. 転倒予防の必要性
ᡃࡀᅜࡢ㧗㱋⪅ࡼࡿ㌿ಽࡢᖺ㛫Ⓨ⏕⋡ࡣࠊᆅᇦᅾఫ⪅࡛ࡣ⣙ 㹼㸣ࠊタධᡤ⪅ࡸධ㝔ᝈ⪅࡛
ࡣ 㹼㸣ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㧗㱋⪅ࡢ㌿ಽࡣࠊᡴ᧞യࠊ㦵ᢡ࡞ᵝࠎ࡞እയࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡲࡍࠋ≉ࠊ㌿ಽࡋࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊ
⭣㦵㏆㒊㦵ᢡࡼࡗ࡚ᐷࡓࡁࡾ㝗ࡿ㧗㱋⪅ࡣ 㹼㸣ࡶ㐩ࡍࡿࡉࢀࠊせㆤ≧ែࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍࡇࡀ῝้࡞♫ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㧗㱋ᮇ࠾ࡅࡿ㌿ಽࡣ༢㦵ᢡࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㌿ಽᑐࡍࡿᜍᛧᚰࡽࠊࡑࡢᚋࡢάືไ㝈ࡸ⾜ື⠊
ᅖࡢ⦰ᑠࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㛢ࡌࡇࡶࡾ࠸ࡗࡓࠕ㌿ಽᚋೃ⩌ࠖࡤࢀࡿ≧ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇࡀ࠶ࡾࠊ
⏕άࡢ㉁㸦42/㸧ࡢపୗࢆᣍࡁࡲࡍࠋࡉࡽࠊάືไ㝈ࡸ㛢ࡌࡇࡶࡾࡼࡗ࡚యຊࡀపୗࡍࡿࡓࡵࠊ୍
ᒙ㌿ಽࡢ༴㝤ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࠸࠺ᝏᚠ⎔ࢆᣍࡃࡇࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸦ᅗ㸯㸧ࠋ

転

倒
転 倒 恐 怖

外傷・骨折

活動性低下・
閉じこもり

転倒後症候群㻌

身体機能低下
廃用症候群
寝たきり・
要介護状態



図 1．転倒後症候群

２. 転倒リスクの要因
୍⯡ⓗ㌿ಽࡢ༴㝤ᅉᏊࡣࠊಶேࡢ㌟యᶵ⬟క࠺ෆⓗせᅉ㸦㌟యⓗせᅉ㸧࿘ᅖࡢ⎔ቃక࠺
እⓗせᅉ㸦⎔ቃせᅉ㸧ศࡅࡽࢀࠊᆅᇦᅾఫ㧗㱋
⪅࡛ࡣእⓗせᅉࠊධ㝔ᝈ⪅ࡸタධᡤ㧗㱋⪅࡛ࡣෆ
ⓗせᅉࡢ㛵ࡀᙉ࠸ഴྥࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⡿ᅜࡢ࢞ࢻࣛࣥ㸯)ࡼࢀࡤࠊ㌿ಽࡢෆⓗ༴
㝤ᅉᏊ࠾࠸࡚㌿ಽⓎ⏕ᑐࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ᭱ࡶ
㧗࠸ᅉᏊࡣ➽ຊపୗࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ➽ຊపୗࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡿ㧗㱋⪅ࡣࡑ࠺࡛࡞࠸㧗㱋⪅ẚࠊ㌿ಽ
ࡢ༴㝤ᛶࡀ 4.4 ಸ㧗࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸦⾲㸯㸧ࠋ
ࡲࡓࠊ㐣ཤ㌿ಽ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣ༴㝤ᗘࡀ 3.0 ಸࠊ
ࣂࣛࣥࢫ࣭Ṍ⾜⬟ຊపୗࡀ࠶ࡿ⪅ࡣ༴㝤ᗘࡀ 2.9
ಸ㧗ࡲࡿሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㌿ಽ
ண㜵ᑐ⟇࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ࢞ࢻࣛࣥࡀ♧ࡍࡼ
࠺ࠊ㌿ಽࡢ㛵㐃ᛶࡀᙉ࠸➽ຊࠊ㌿ಽṔࠊࣂࣛ
ࣥࢫ࣭Ṍ⾜⬟ຊࡢホ౯ࡀ㠀ᖖ㔜せ࡛ࡍࠋ
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表 1．転倒の内的危険因子の危険性
危険因子
筋力低下
転倒歴
歩行能力低下
バランス機能低下
視力障害
関節障害
起居動作能力低下
抑 鬱
認知障害
年齢（８０歳以上）

相対危険比
(オッズ比)
４.４
３.０
２.９
２.９
２.５
２.４
２.３
２.２
１.８
１.７

範

囲

１.５̽
̽１０.３
１.７̽
̽７.０
１.３̽５.６
１.６̽５.４
１.６̽３.５
１.９̽
̽２.９
１.５̽
̽３.１
１.７̽
̽２.５
１.０̽
̽２.３
１.１̽
̽２.５
引用文献 1）㻌
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３. 転倒予防の介入効果に関するエビデンス（科学的根拠）
㌿ಽண㜵ຠᯝࡢ࢚ࣅࢹࣥࢫ㸦⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ㸧ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㌿ಽ༴㝤ᅉᏊࢆホ౯ࡋࠊಶࠎࡢ≧
ἣྜࢃࡏ࡚ࠊ㌟యᶵ⬟ࠊ⎔ቃᩚഛࠊ᭹⸆ㄪᩚࠊ⾜ືᵝᘧࡲ࡛ྵࡵࡓከゅⓗࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ㊶ࡋࡓሙ
ྜ࡛ࡍ㸦⾲㸰㸧㸰 ࠋ
表２. 転倒予防介入のエビデンス

㐠ືࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ༢⊂࡛ࡢ㌿ಽண㜵
ຠᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ➽ຊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ
ࡳ࡛ࡣ༑ศ࡛ࠊᑓ㛛ᐙࡀಶேࡢ㌟య

相対危険比
■ 多角的な介入

≉ᛶᛂࡌࡓಶูࡢ㐠ືࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
➽ຊࠊࣂࣛࣥࢫ➼ࡢ㐠ືࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ

（95％
％信頼区間）

○ 在宅高齢者の多角的評価・介入

0.73（0.63-0.85）

○ 転倒リスクの高い在宅高齢者

0.86（0.76-0.98）

■ 運動トレーニング

࡚ฎ᪉࣭ᣦᑟࡋࡓሙྜࡣ㌿ಽண㜵ຠ

○ 個別に処方した複合トレーニング（在宅高齢者） 0.86（0.66-0.98）

ᯝࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍᪉ࠊ⏬୍ⓗ

× 集団トレーニング（在宅高齢者）

࡞㞟ᅋ㐠ືࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡶࠊ㌿ಽண㜵

× 個別に処方した筋力トレーニング（在宅高齢者） 0.92（0.73-1.16）

ຠᯝࡣ༑ศ࡛ࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈ࡞ࡢ㐠

■ 環境評価および調整

ືฎ᪉ࡢᑓ㛛ᐙࡼࡿ㐠ືࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢࡢಶูฎ᪉ࡀᴟࡵ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ⪃

0.89（0.79-1.01）

○ 転倒者に対する環境調整

0.66（0.54-0.81）

× 転倒経験のない者に対する環境調整

1.03（0.75-1.41）

○はエビデンスがある。×は無し。

࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

引用文献 2）㻌



４. 転倒に対する予防理学療法の具体的方法
➽ຊపୗࡸࣂࣛࣥࢫᶵ⬟పୗࡣ㌿ಽ༴㝤ᅉᏊࡢ୰࡛ࡣ᭱㔜せᅉᏊ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ㌿ಽண㜵ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢෆᐜࡣ➽ຊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸࣂࣛࣥࢫࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ✚ᴟⓗྲྀࡾධࢀࡿࡁ࡛ࡍࠋ㌿ಽண㜵
ࡢࡓࡵࡢ➽ຊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊ㌿ಽⓎ⏕ࡸ㉳ᒃ⛣ືືస⬟ຊࡢ㛵㐃ࡀᙉ࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿୗ⫥➽⩌ࢆ
୰ᚰᐇࡍࡿࡇࡀ᥎ዡࡉࢀࡲࡍࠋ㌿ಽண㜵ࡢࡓࡵࡢࣂࣛࣥࢫࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊࣂࣛࣥࢫࢆᔂࡋࡓ
ࡁ⣲᪩ࡃ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡋ࡚య㔜ᨭᣢ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ㌟ࡘࡅࡿࡓࡵࡢࢫࢸࢵࣉ⦎⩦ࡀ᭷⏝࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊᡭࡍࡾࡢタ⨨ࡸẁᕪゎᾘ࡞ࡢ⎔ቃㄪᩚࡶ㌿ಽண㜵ࡣ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ㌿ಽ⤒㦂⪅ᑐࡍࡿ⎔
ቃㄪᩚࡣ㌿ಽண㜵ຠᯝࡢ࢚ࣅࢹࣥࢫࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸦⾲㸰㸧ࠋ

５. 転倒予防において理学療法士の果たす役割
๓㏙ࡢࡼ࠺㌿ಽண㜵ᑐ⟇ࡋ࡚ࡣᵝࠎ࡞㌿ಽ༴㝤ᅉᏊᑐࡍࡿከゅⓗ࡞ホ౯࣭ධࡸᑓ㛛ᐙࡀಶ
ูฎ᪉ࡋࡓ」ྜ㐠ືࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀຠᯝⓗ࡛ࡍࠋ
ලయⓗ⾜ືࡋ࡚ࡣࠊከゅⓗ࡞せᅉࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝࢆ⤫ྜࡋ࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡢ㌟య
ᶵ⬟ࡸ⢭⚄࣭ㄆ▱ᶵ⬟ࠊఫ⎔ቃࡶྵࡵࡓ⏕ά⎔ቃ➼ᛂࡌࡓಶูࡢᑐᛂࢆࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛ࡍࠋࡍ࡞
ࢃࡕಶูࡢᑐᛂࢆࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᗣ≧ែࡸ㐠ືᶵ⬟ࠊ⢭⚄ᚰ⌮ᶵ⬟ࠊㄆ▱ᶵ⬟ࠊ⏕ά
⎔ቃ࡞ከゅⓗ࡞せᅉᑐࡋ࡚ホ౯࣭ධࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀᚲ㡲࡛ࡍࠋࡇࢀࡽໟᣓⓗ
࡞ᑓ㛛▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࠊࡑࡢᑓ㛛ᛶࢆ࣮࣋ࢫ㧗㱋⪅ࡢໟᣓⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊಶே
ྜࢃࡏࡓ㌿ಽண㜵ࡢࡓࡵࡢ㐠ືࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣭ண㜵᪉ἲࢆࡈᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ㌿ಽண㜵ࡢ
ࡓࡵ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢᯝࡓࡍᙺࡣࠊᚋࡢᆅᇦ♫ࡢ୰࡛ࠊࡼࡾࡁ࡞⨨࡙ࡅ࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ


引用文献
1) American Geriatrics Society.: J Am Geriatr Soc. 2001; 49: 664-672.
2) Gillespie LD, et al.: Cochrane Systematic Reviews.2003: CD000340.
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４-３

関節痛に対する予防理学療法

１. 地域住民の生活を苦しめる身体的な症状の第 1 位は関節痛
⭜③ᝎࢇ࡛࠸ࡿேࡣᅜ࡛ 495 ேࠊᡭ㊊ࡢ㛵⠇③ᝎࢇ࡛࠸ࡿࡢࡣ 264 ேࠋ➽㦵᱁⣔ࡢ་⒪
㈝ࡣయࡢ 7.4㸣ࠊ2.5 ࡀᨭฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢࢇࡣ 65 ṓ௨ୖ࡛ࡍࠋࡲࡓせㆤࡢ
ཎᅉࡋ࡚ࡶࡁ࡞ࣥࣃࢡࢺࡀ᭷ࡾࠊ㦵㛵⠇ᝈࡣせㆤࡢཎᅉࡢ 12.2㸣ࢆ༨ࡵࡲࡍࠋ≉ዪᛶ࡛
῝้࡛ࡑࡢྜࡣ⏨ᛶࡢ㸱ಸ௨ୖࡶ࡞ࡾࡲࡍ ᅗ㸯 ࠋዪᛶࢆ୰ᚰ③ࡳࡢᑐ⟇ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ
࡛ࠊ᪥ᖖࡢ⏕άࡢᝎࡳࡀゎᾘࡉࢀࡿࡶࠊ་⒪࣭ㆤ㈝ࡢᢚไࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

男性

図１

女性

関節疾患を原因とする要介護の割合

図２

関節の構造図

平成 22 年度国民生活基礎調査より

２. 慢性の関節痛には運動が第一選択
㐠ືࡣ」ᩘࡢࢣ࣮ࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢫࢱࢹࠊ↓సⅭẚ㍑ᑐ↷ヨ㦂࡛᭷ຠᛶࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠾ࡾ
ࠊ」ᩘࡢ࢞ࢻ࡛ࣛࣥ➨୍㑅ᢥ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ 4)5)ࠋ㐠ືࡣ៏ᛶࡢ㛵⠇③ࢆ㍍ῶࡍࡿࡢ᭱ࡶ᭷ຠ
࡞᪉ἲ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ㛵⠇≉᭷ࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡾࡲࡍ ᅗ㸰 ࠋ㛵⠇ࡣࡢ⤌⧊ࡕࡀࡗ࡚⾑⟶ࡀஈࡋࡃࠊ
௦ࢃࡾ㛵⠇ᾮࡀ᪂㝞௦ㅰࢆᨭ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ⾑ᾮࡣᚰ⮚ࡢ࣏ࣥࣉస⏝ࡼࡗ࡚యෆࢆᚠ⎔ࡋࡲࡍࡀࠊ
ࡇࡢ㛵⠇ᾮࡢᚠ⎔ࡣ㐠ືࡀᚲせ࡛ࡍࠋ③࠸ࡽゝࡗ࡚㛵⠇ࢆືࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿᚠ⎔ࡀ
ᦆ࡞ࢃࢀ㛵⠇⅖ࡀ࠼ࡗ࡚ࡾࡃࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࠋ㐠ືࡋ࡚ࡶⰋ࠸③ࡳࠊᝏ࠸③ࡳ࡞ࡢࢆ᪩࠸
ᮇぢᴟࡵ㐠ືᑟ࠸࡚࠸ࡃࡇࡀ㛵⠇③ࢆᝏࡉࡏ࡞࠸࣏ࣥࢺ࡞ࡾࡲࡍࠋ
1-3)

３. 痛みを解消する運動の例
㛵⠇ᾮࡢᚠ⎔ࢆಁࡍ㍍࠸㐠ືẁ㝵ࢆ㏣ࡗࡓ➽ࢺࣞࡀ③ࡳࢆ㜵ࡂࠊࡍ࡛③ࡳࡀ࠶ࡿሙྜ࡛ࡶ③ࡳ
ࢆࡽࡆࡲࡍࠋ

図３
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関節液の循環を促す運動（例）

図４

段階を追った筋トレ（例）

〜 理学療法士は、運動のコーディネーターとして街づくりに参画します 〜

４. もう一つの痛みの原因（中枢性の関節痛）
③ࡳࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࡣ⬻࡛ࡍࠋ㛗࠸㛫③ࡳࡉࡽࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ③ࡳࡢグ᠈ࡀ⬻ṧࡿࠊ
⭸ࡸ⭜࡞ࡢ≧ែࡀᨵၿࡋ࡚ࡶ③ࡳࡣᾘ࠼࡞࠸࠸࠺ࡀ㉳ࡇࡾࡲࡍࠋࡇࢀࢆ୰ᯡᛶࡢ㛵⠇③ࡧ
ࡲࡍࠋ୰ᯡᛶࡢ㛵⠇③ࡣ㛵⠇ࢆືࡍࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛ࠊ③ࡳࡢグ᠈ࡑࡢࡶࡢࡢࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲ
せ࡛ࡍࠋయ

ィྠࡌࡼ࠺ࠊ㐠ື๓㐠ືᚋࡢ③ࡳࢆグ㘓ࡋࠊ③ࡳ㐠ືࡢ㛵ಀࢆᐈほⓗㄆ㆑ࡍ

ࡿࡇ࡛ࠊ③ࡳࡢグ᠈ࢆᑡࡋࡎࡘゎࡁࡄࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
（考え得る最高の痛み） 100
90
80

←痛みの度合い

70
60
50
40

→

30
20
10

（まったく痛くない）

0
0/0

運動は休み

0/0

ショッピング

0/0

ウォーキング

0/0

ウォーキング

0/0

ウォーキング

0/0

ウォーキング

ストレッチ

メモ

0/0

0/0 （日にち）

①白い紙に、10cm の縦線を引く。下端を 0、上端を 100 とする。
横軸は計測した日にちを記入。
②今日の痛みはどのくらいか、判断して印を打つ。印をつなげて
グラフにすると痛みの変化がわかる。
③何をしたかなど、生活行動や運動などをメモしておく。

図５

5.

運動実施記録票（例）

これを地域に定着させるには
㛵⠇③ࢆ⒪ⓗ⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣࠊ⑊③࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿἑᒣࡢேࢆຓࡅࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡲࡎࡣᩍ
ᐊᆺࡽࡣࡌࡵࠊᐃᮇⓗ࡞ᨭࢆ㏻ࡌ࡚③ࡳࡀⓎ⏕ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆఏ࠼ࠊ⮬ࡽࡢຊ࡛ゎỴ⟇ࢆᑟࡁ
ฟࡍࡇࢆᨭࡋࠊࡇࢀࡼࡗ࡚ᆅᇦάືࡢ᰾࡞ࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡋࡲࡍࠋ③ࡳࡢඞ᭹ࢆ፹ࡋ࡚᪂
ࡓ࡞ఫẸྠኈࡢὶࢆࡘࡃࡾࡔࡋࡲࡍࠋ
引用文献
1)
2)
3)
4)
5)

Manninen P, et al.: Rheumatology (Oxford). 2001; 40: 432-437.
Deyle GD, et al.: Ann Intern Med. 2000; 132: 173-181.
Ettinger WH Jr.: JAMA. 1997; 277: 25-31.
Roddy E, et al.: Rheumatology (Oxford). 2005; 44: 67-73.
Nelson AE, et al.: Semin Arthritis Rheum.2013; Dec 4.pii: S0049-0172(13)00258-8.
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４-４
1.

呼吸器疾患に対する予防理学療法

日本人の死因・要介護原因となる呼吸器疾患
྾ჾᝈࡢ࡞࡛ࡶ៏ᛶ㛢ሰᛶ⫵ᝈ㸦COPD㸧ࡣࠊ᪥ᮏேࡢṚᅉࡢ➨ 9 ࢆ༨ࡵࡿ྾ჾᝈ࡛
ࡍ 1㸧ࠋࡲࡓせㆤཎᅉࡋ࡚ࡶ COPD ࢆྵࡴ྾ჾᝈࡣ➨ 9 ࢆ♧ࡋࡲࡍ 2)ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊCOPD ࡞
ࡢ྾ჾᝈࡣ㧗㱋⪅ࡢ⏕⏕άᶵ⬟ࡢ୧⪅ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿᝈ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡲࡍࠋ

2.

高齢者に多い隠れＣＯＰＤ
40 ṓ௨ୖࡢ᪥ᮏேࢆᑐ㇟ࠊ
COPD ࡢ᭷⋡ࢆ᳨ドࡋࡓつᶍ
Ꮫㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ⫵ᶵ⬟᳨ᰝ
ࡢ⤖ᯝࠊCOPD ࡢ᭷⋡ࡣ 8.6㹼
10.9㸣᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ 3)ࠋࡇࡢ
᭷⋡ࢆࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ 40 ṓ௨ୖ
ேཱྀᙜ࡚ࡣࡵ࡚ィ⟬ࡍࡿ⣙
600~800 ேࡀ COPD ࢆ⨯ᝈࡋ࡚
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡇ
ࡢᏛㄪᰝ࠾࠸࡚ὀ┠ࡍࡁⅬ
ࡣࠊ᳨ᰝࡢ⤖ᯝ࡛ COPD ࡢྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᐇ㝿་⒪ᶵ㛵ࢆཷ
デࡋࠊCOPD ࡢデ᩿ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᝈ
図 1 年代別・性別・喫煙暦別の COPD 罹病率の違い
⪅ࡣ 10㸣ࡶ‶ࡓ࡞࠸ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡘࡲࡾࠊ≧ࡀ㍍࠸ࡓࡵ་⒪ᶵ㛵ࢆཷデࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊࡲࡓࡣ⫵ᶵ⬟᳨ᰝࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵデ᩿
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㞃ࢀ COPD ࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊCOPD ࡣᖺ㱋ࡶ
᭷⋡ࡀୖ᪼ࡋࠊ70 ṓ௨ୖࡢᑐ㇟⪅ࡢ᭷⋡ࡣ 24.4㸣࡛࠶ࡾ 3)ࠊ50 ṓᮍ‶ࡢᑐ㇟⪅ࡢ᭷⋡ẚ㍑
ࡍࡿ 5.5 ಸࡶ㧗࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ 70 ṓ௨ୖேཱྀᙜ࡚ࡣࡵ࡚ィ⟬ࡍࡿࠊ70
ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡢ⣙ 550 ேࡣ COPD ࢆ⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ㞃ࢀ COPD ࡣ㧗㱋⪅
ከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

3.

悪循環を防ぎＣＯＰＤを予防
COPD ࡢࡶࡗࡶ㔜せ࡞Ⓨ༴㝤ᅉᏊࡣႚ↮࡛ࡍࠋ
ࡘࡲࡾࠊCOPD ࡢⓎண㜵ࡣ⚗↮ᑐ⟇ࡀ᭱ࡶ᭷ຠ
⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡋࡋࠊCOPD ࡼࡿせㆤ≧ែⓎ⏕
ᑐࡍࡿண㜵ࡣࠊ␗࡞ࡿᡓ␎ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋఱᨾ࡞ࡽࡤࠊCOPD ⮬యࡣ⫵ࡢẼ࡛ࡍ
ࡀࠊ㧗㱋⪅࡛ࡣ⫵ࡢᶵ⬟పୗࡼࡿᜥษࢀ࡞ࡢ྾
ᅔ㞴≧ࡀࠊ᪥ࠎࡢάືᛶࢆⴭࡋࡃపୗࡉࡏࡿࡽ࡛
ࡍࠋ᪥ࠎࡢάືᛶࡢపୗࡣࠊ➽ຊపୗ࡞ࡢᗫ⏝ೃ
⩌ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࡲࡓࡑࢀࡀᜥษࢀ࡞྾ᅔ㞴≧
ࢆቑᝏࡉࡏࠊࡉࡽ࡞ࡿάືไ㝈⧅ࡀࡿ྾ᅔ㞴ࡢ
ᝏᚠ⎔ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ 4)ࠋCOPD ࠾ࡅ
ࡿண㜵࡛ࡣࠊࡇࡢ྾ᅔ㞴ࡢᝏᚠ⎔ࢆᮍ↛㜵ࡄࠊࡲ
ࡓࡣ᩿ࡕษࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡣ⚗↮
Ṇࡲࡽࡎࠊ㐠ືࢆຍࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
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息切れ
息切れ
(呼吸困難)
(呼吸困

難)

息切れ
筋力低下

息切れ
活動性低下

(呼吸困
(廃用症候群)

(呼吸困
(労作制限)

難)
図2

難)
呼吸困難の悪循環
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4.

ＣＯＰＤへの運動の効果（エビデンス）
COPD ᑐࡍࡿ㐠ືࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣓ࣜ࢝ࡢᑓ㛛Ꮫࡀ࢞ࢻࣛࣥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ

5㸧

ࠋࡇࡢ࢞

ࢻ࡛ࣛࣥࡣࠊ ୗ⫥ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ✀┠ྲྀࡾධࢀࡓ㐠ືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ྾ᅔ㞴ឤࡸᗣ≧ែࡢ
ᨵၿ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊᐇࢆᙉࡃ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ➽ຊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸୖ⫥ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ㐠
ືࣉࣟࢢ࣒ࣛຍ࠼ࡿࡇࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡶᙉࡃ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㐠ືࡢᙉᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊᙉᗘ
ࡢ㧗࠸㐠ືࡣຠᯝࡶ㧗࠸ࡀࠊ㛗ᮇ㛫ࡢ㐠ືࡢ⥅⥆ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿࠊపᙉᗘࡢ㐠ື࡛ࡶ⮫ᗋⓗࡣ᭷ຠ
࡛࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

5.

ＣＯＰＤへの具体的な運動方法
COPD ࡢ㐠ື࠾ࡅࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࠊ㐠ືࡢ⥅⥆ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ྾ᅔ㞴ឤࢆ⦆ࡍࡿࡓࡵࡢࢫࢺ
ࣞࢵࢳୖ⫥ࡸୗ⫥ࡢẚ㍑ⓗప㈇Ⲵ࡛ࡢ➽ຊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ㐠ືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ
ࡀࠊCOPD ᑐࡍࡿண㜵ࡢࡓࡵࡢ㐠ືࡋ࡚᭷┈࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ௨ୗࠊ㐠ືࡢ୍ࢆୗ♧
ࡋࡲࡍࠋ

ࡽဇ૨ྂ
1)

ཌ⏕ປാ┬㸪ᖹᡂ 24 ᖺேཱྀືែㄪᰝ

2)

ཌ⏕ປാ┬㸪ᖹᡂ 22 ᖺᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝ

3)

Fukuchi Y, et al.: Respiology.

4)

㧗ᶫோ⨾㸸PT ࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸬2013; 47: 963-972.

5)

Ries AL, et al.: CHEST. 2007; 131: 4S-42S.

2004; 9: 458-465.
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４-５

がんに対する予防理学療法

１. がんの予防の必要性
᪥ᮏ࡛ࡣᖺ㛫⣙ 100 ேࡢ᪉ࡀஸࡃ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ2011 ᖺࡣࡀࢇ࡛ஸࡃ࡞ࡿ᪉ࡀ⣙ 35 ே⣙ 1/3
ࢆ༨ࡵࠊࡀࢇࡣ 1981 ᖺ௨᮶᪥ᮏேࡢṚஸཎᅉࡢ 1 ࡛ࡍࠋཌ⏕ປാ┬ࡣࠊࡀࢇᑐ⟇ࢆ᭱㔜せㄢ㢟ࡋ
ᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠸ࠊࡀࢇࡼࡿṚஸ⋡ࡣῶᑡഴྥ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㧗㱋⪅ከࡃⓎ⏕ࡍࡿࡀࢇᝈ⪅
ᩘࡣ᪥ᮏࡢᖹᆒᑑࠊ㧗㱋⋡ࡢቑࡶࡑࡢᚋࡶቑຍࡍࡿ୍᪉࡛ࡍࠋ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ2 ே 1 ேࡀࡀ
ࢇ࡞ࡾࠊ3 ே 1 ேࡀࡀࢇ࡛ஸࡃ࡞ࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᚑࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࡀࢇࡢண㜵ࡣ᪥ᮏࡢ᭱㔜
せㄢ㢟࠸࠼ࡲࡍࠋ

280

悪性新生物

260
240
220
死 亡 率︵ 人 口 一 〇 万 対 ︶

200
180
160
心疾患

140
120

脳血管疾患
肺炎

100
80
60
40

不慮の事故
自殺
肝疾患
結核

20
0
22 ・
昭和・年

30

・

40

・

50

・

60

2
平成・年

7

・

17

22

注： １) 平成 6・7 年の心疾患の低下は、死亡診断書（死体検案書）（平成 7 年 1 月施行）において
「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」
という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。
２) 平成 7 年の脳血管疾患の上昇の主な要因は、ICD-10（平成 7 年 1 月適用）による
原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

主な死因別死亡率の年次推移 1）

２. がんの予防に必要な要因
ࡀࢇᑐࡍࡿண㜵ࡢ◊✲ࡣୡ⏺୰࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊୡ⏺ಖᶵ㛵㸦WHO㸧ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㣗㐠
ື࡞ࡢ⏕ά⩦័ࡢᨵၿࢆࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍ 2㸧ࠋ
ලయⓗࡣࠊḟࡢ 8 㡯┠࡛ࡍࠋ
(1) ᡂேᮇࡢయ㔜ࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋ
(2) ᐃᮇⓗ࡞㐠ືࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ
(3) 㣧㓇ࡣࡋ࡞࠸ࠋ
(4) ୰ᅜᘧሷⶶ㨶ࡢᦤྲྀࡸሷⶶ㣗ရ࣭㣗ሷࡢᦤྲྀࡣ᥍࠼ࡵࡍࡿࠋ
(5) ࣇࣛࢺ࢟ࢩࣥ㸦࢝ࣅẘ㸧ࡢᦤྲྀࢆ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࠋ
(6) 㔝࣭⳯ᯝ≀ࢆᑡ࡞ࡃࡶ 1 ᪥ 400㹥ࡿࠋ
(7) ࢯ࣮ࢭ࣮ࢪࡸࢧ࣑ࣛ࡞ࡢຍᕤ⫗ࡢᦤྲྀࡣ᥍࠼ࡵࡍࡿࠋ
(8) 㣧㣗≀ࢆ⇕࠸≧ែ࡛ࡽ࡞࠸ࠋ
㐠ືࡣ 2 ␒┠࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ1 ␒ࡢయ㔜⥔ᣢࡢࡓࡵࡶᙜ↛ᙺ❧ࡕࡲࡍࠋ
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３. がんの予防理学療法（運動）の効果
ୡ⏺ⓗ࡞◊✲ࢆࡳࡿࠊ㐠ືࢆࡍࡿࡇ࡛⭠㸦⤖⭠㸧ࡀࢇࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡࢆୗࡆࡿࡇࡣ"☜ᐇ㸦┦
ᙜᩘࡢᏛ◊✲ࡀ୍⮴ࡋ࡚ຠᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸧"ࠊ㛢⤒ᚋஙࡀࢇࠊᏊᐑయࡀࢇࡢࣜࢫࢡࢆୗࡆࡿࡇࡣ"
ࡰ☜ᐇ㸦」ᩘࡢᏛ◊✲ࡀ࡞ࡾ୍⮴ࡋ࡚ຠᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ◊✲ᮇ㛫ࡀ▷࠸ࠊ◊✲ᩘࡀᑡ࡞࠸ࠊ
ᑐ㇟⪅ᩘࡀᑡ࡞࠸ࠊ㏣㊧ࡀ࡞ࡑࡢ᪉ἲḞⅬࡀࡳࡽࢀࡿ㸧"ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ 3)ࠋ㏆ᖺࡣࡀ
ࢇ⨯ᝈᚋࡢࡀࢇṚஸᑐࡋ࡚ண㜵ⓗ࡛࠶ࡿࡢሗ࿌ࡶ✚ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ
᪥ᮏேࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊✲࡛ࡶࠊࡸ㐠ື࡞࡛㌟యάື㔞ࢆ㧗ࡃࡍࡿࠊࡀࢇࡢⓎ⏕ࣜࢫࢡࡣ
ୗࡀࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ 4㸧㸪5㸧ࠋࡲࡓࠊࡀࢇ࡞ࡗࡓᚋ࡛ࡶࠊࡀࢇࡢ⒪ࡣయຊࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ
㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚యຊࢆ࠶ࡆࡿ⏕Ꮡ⋡ࡀ㧗ࡲࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

４. がんの予防理学療法の具体的介入方法
ࡀࢇࡢண㜵ࡢࡓࡵࡢ㐠ືࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ᗣసࡾࡢࡓࡵࡢ㐠ື࡛Ⰻ࠸⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊ
ࡀࢇᝈ⪅ࡢከࡃࢆ༨ࡵࡿ㧗㱋⪅࡛ࡣࠊ㊊⭜ࡢ③ࡳࡸᚰ⮚ᝈࠊ⢾ᒀ࡞ࡢᝈࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ
ከࡃࠊಶูࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋࡉࡽࠊⓎண㜵ࡲ࡛ྵࡵࢀࡤࠊࡀࢇࡸࡀࢇࡢ⒪ࡼࡗ࡚⏕
ࡌࡿపయຊ㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞᭷ᐖ㇟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ
【運動の例】
「筋力トレーニング」

「自

転

車」

「軽いジョギングや早歩き」

５. がんの予防への理学療法士の役割
⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࠊ㝔ࡸࢡࣜࢽࢵࢡ࡞ࡢ་⒪ᶵ㛵࡛ࡀࢇࢆጞࡵࡍࡿᵝࠎ࡞ෆ⛉ⓗᝈࡸᩚᙧእ⛉
ⓗᝈࢆྜేࡋࡓᑐࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊྛಶேྜࢃࡏࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ❧ࠊᣦᑟᐇ⦼ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡀࢇࡢண㜵⌮Ꮫ⒪ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡔࡲࡔࡇࢀࡽࡢศ㔝࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓᐇ⦼ࢆඖࡋ࡚ࠊᵝ
ࠎ࡞ᝈࡸ㞀ࡀ࠸㇟ࢆᣢࡘேࡢ≧ែྜࢃࡏࠊ㦵㌿⛣࡞ࡢࣜࢫࢡࢆ㑊ࡅ࡞ࡀࡽࠊࡀࢇࢆண㜵ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ㐠ື㸦⌮Ꮫ⒪ἲ㸧ࢆಶูᣦᑟ࡛ࡁࡿ၏୍ࡢ⫋✀࡛࠶ࡿゝ࠼ࡲࡍࠋ

引用文献
1) ཌ⏕ປാ┬㸪ᖹᡂ 23 ᖺேཱྀືែ⤫ィ᭶ሗᖺィ㸦ᴫᩘ㸧ࡢᴫἣ

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/images/kekka03-03.gif

2) WHO, WHO technical report series 916. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva, 2003
3) World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and
the Prevention of Cancer: a Global Perspective. AICR, Washington DC, 2007
4) Inoue M, et al.: Am J Epidemiol. 2008; 168: 391-403.
5) Inoue M, et al.: Ann Oncol. 2012; 23: 1362-1369.
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５章

介護予防のゲートキーパーとしての理学療法士

⏕άᶵ⬟పୗࢆ♧ࡍࢧࣥẼ࡙ࡁࠊணᚋண

ಶࠎࡢ┠ᶆ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆᅗࡿࡢࡀ

ண㜵⌮Ꮫ⒪ἲ࡛ࡍࠋࡇࡢࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡢࡀ⌮Ꮫ⒪ἲኈ࡛ࡍࠋ
運動をコーディネート࡛ࡁࡿ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢ⏕άᶵ⬟పୗࡢせᅉศᯒࠊᝈ≉᭷ࡢ≧
᪥ᖖ⏕άືసࡢ㛵㐃ࡢᩚ⌮ࡽࠊಶࠎࡢ≧ែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⏕ά⾜Ⅽࡢᨵၿࡢぢ㏻ࡋࢆ❧࡚ࡲࡍࠋ
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１. 介護予防・地域支援事業にゲートキーパーとして理学療法士は必須
⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᝈ≉ᛶࡸ≧ࡽ③ࡳࡢཎᅉࡸᑐฎ᪉ἲࢆᩚ⌮ࡋࠊ③ࡳࡢ⦆ࡸⓎண
㜵ᑐᛂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࡅࡽࢀࡓ㐠ືࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐺ษ࡞ࣜࢫࢡ⟶⌮
ୗ࡛ᐇ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࡢ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢᑓ㛛▱㆑ࡀ࠶ࢀࡤࠊ㧗㱋⪅ࡢ㌟యᶵ⬟ᛂࡌࡓࠊ↓⌮ࡢ࡞࠸ಶูࡲࡓࡣ㞟ᅋ࡛ࡢ
㐠ືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ❧ࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕᏳ࡛Ᏻᚰࡋ࡚⥅⥆࡛ࡁࡿࠖࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆẁ
㝵ⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ࠼ࡤࠕㆤண㜵࣭ᆅᇦᨭᴗࠖ࠾ࡅࡿ㐠ືჾࡢᶵ⬟ྥୖࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊ⮬యࡢ୰ࡣ⌮Ꮫ⒪ἲኈ➼ࡢᴗཧ⏬ࢆᚲ㡲ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾຠᯝࢆୖ
ࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ᮏ⌮Ꮫ⒪ἲኈ༠ࡣㆤண㜵ࢆྵࡴண㜵⌮Ꮫ⒪ἲࡢ༞ᚋᩍ⫱✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡲࡍࠋ

2.

介護予防にゲートキーパーとして理学療法士が関わる根拠
⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㌟య㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ་ᖌࡢᣦ♧ࡢࡶ⌮Ꮫ⒪ἲࢆᥦ౪ࡍࡿ
ᐃࡵࡽࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ㧗㱋♫ࡢ㐍ᒎేࡏ࡚㌟య㞀ࡀ࠸ࡢ࡞࠸⪅ᑐࡋ࡚ࡢᙺࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ⫼ᬒࠊᖹᡂ 25 ᖺ 11 ᭶ 27 ᪥ࠊཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁࡽ
௨ୗࡢ㏻▱ࡀ㒔㐨ᗓ┴ฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㏻▱ࡼࡗ࡚ࠊண㜵⌮Ꮫ⒪ἲኈࡀయⓗ㛵ࢃࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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厚生労働省医政局通知（医政医発 1127 第３号）
理学療法士が、介護予防事業等において、身体に障害のない者に対して、
転倒防止の指導等の診療の補助に該当しない範囲の業務を行うことがあるが、
このように理学療法以外の業務を行う時であっても、「理学療法士」という名
称を使用することは何ら問題がないこと。また、このような診療の補助に該当
しない範囲の業務を行う時は、医師の指示は不要であること。
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