地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／０９／２４

69

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

FAX：0744-29-8433

満員の会場で脳トレ運動

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

大淀町 約 700 名の大会場で 「健康体操」
大淀町老人クラブ連合会総会
大淀町高齢者福祉大会
運動指導

昨年に引き続いて、大淀町ほけん課のご協力を得て、町老人クラ
ブ連合会総会＆高齢者福祉大会の会場において、脳トレエクササイ
ズやストレッチを中心とする「健康体操」を実施しました。

■平成 25 年 9 月 20 日（木）
■大淀町文化会館 あらかしホール

会場は、約７００名もの高齢者が集まられた大ホール。このため
■大淀町ほけん課

指導スタッフも総勢８名体制（ステージ３名・ホール５名）で対応
奈良県健康長寿共同事業実行委員会

いただき、約３０分という限られた時間の中ではありましたが、と
■運動指導 (株)ルネサンス

ても楽しく活気のある雰囲気の中で事業を実施することができま
■参加者 約700名

した。

運動指導の内容としては、まずは、ホール会場に着席されたまま
で実施いただけるように、腰痛や肩こりに効くストレッチ運動（首、
肩、背中、胸、脇腹など）などを中心に実践していただきました。
その後、大変盛り上がったのは、脳を活性化し、脳から筋肉への
神経連絡をスムーズにさせることでおなじみの脳トレエクササイ
ズ！
「左右での異なる動き」
、
「瞬時の判断運動」、「記憶力」など、脳
の混乱をうまく刺激に繋げるような「間違えることが楽しい」エク
ササイズに、会場が一体となって、元気な笑顔いっぱいでチャレン
ジされていました。

本日のプログラムの中からたとえひとつでも、今後の日常生活の
中で続けていくことにも、是非チャレンジしていただきたいと思い
ます。
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

肩こり＆腰痛予防のストレッチ運動

図表や写真を使った沖中先生の講話

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

菟田野いきいきサロン 歯科医師講演&歯科健診・指導
2013/09/26 宇太地区公民館
（講演会・歯科健診・口腔ケア指導）
●主催 菟田野いきいきサロン「ほのぼの」
●協力 宇陀市

菟田野いきいきサロン「ほのぼの」と宇陀市のご協力により、「歯
科医師による講演会・歯科健診・口腔指導」を実施しました。

まずは、奈良県歯科医師会の沖中先生に、「いつまでもおいしく食
べ、楽しく会話するコツ」というテーマでご講演いただきました。

（室生福祉保健交流センター）
奈良県歯科医師会
奈良県歯科衛生士会
奈良県健康長寿共同事業実行委員会

●歯科医師
沖中歯科医師（講演・歯科健診）
柏木歯科医師（歯科健診）
●歯科衛生士（口腔ケア指導等）

講演では、健康長寿の“源”となる「おいしい食事」や「楽しい会
話」は、「口腔ケア」が重要なポイントとなることなどについて、図
表や写真を使ってわかりやすくお話していただきました。
「口腔ケア」は、①“口腔内を清潔に保つこと”、②“お口の働き
を良くすること”の二つの要素から成り立つものとのこと。
特に、口腔内を清潔に保つには、自分自身で行える歯磨き（義歯の
手入れ）などのケアだけでなく、定期的な受診による歯石の除去や口

谷歯科衛生士・北本歯科衛生士
腔状態チェックが大切とのことです。また、お口の働きを良くするた
寺口歯科衛生士・上田歯科衛生士
めには、唇・頬・舌などを日常的に動かすことの習慣づけが効果的で
あるとのことでした。

講演後には、奈良県歯科衛生士会の谷歯科衛生士より「ブラッシン
グ指導」・「ブクブクうがい」・「健口体操」などの具体的な「口腔
ケア」の実践指導をしていただきました。

柏木先生による歯科健診
最後には、参加者の歯科健診・個別指導も実施。各自の口腔状態に
応じてキメの細かいチェックと指導もしていただき、全身の健康を守
るための「口腔ケア」の大切さを再認識いただく機会となりました。
（参加者１４名（うち７５歳以上１１名））

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。

お口の働きを高める健口体操

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

「むすんでひらいて」のメロディーで健口体操

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／０９／３０

71

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

三宅町 元気いきいき講演会 口腔＆運動指導
2013/09/27 三宅町中央公民館
口腔指導 運動指導

三宅町長寿介護課（三宅町地域包括支援センター）の主催する「元
気いきいき講演会」において、誤嚥性肺炎予防や転倒予防を目的とす
る口腔＆運動指導事業を実施しました。

元気いきいき講演会
「元気力アップでいつまでも健康に」
まずは、奈良県歯科衛生士会の今田歯科衛生士より、高齢期におい
～誤嚥性肺炎予防の体操及び転倒予防体操～

て注意しなければならない誤嚥性肺炎や窒息などについてお話いた
だきました。特に、食べ物が歯だけでなく、舌、頬などの筋肉組織の

●主催 三宅町長寿介護課
（三宅町地域包括支援センター）

●協力 奈良県健康長寿共同事業実行委員会
●口腔指導
今田昭子 歯科衛生士
●運動指導
(株)ルネサンス
●参加者 30 名（75 歳以上１５名）

働きによって口腔内から正しく体内に運ばれる「飲み込みのメカニズ
ム」について分かりやすく説明いただきました。
また、「もち」とともに、主食である「ごはん」や「パン」の窒息
事故が多く、窒息は日常生活で起こりうる事故であることに注意し、
「ひとくちの量を加減すること」「意識して５回多く噛むこと」など、
予防のポイントについてもわかりやすく説明いただきました。
お話に続いて、口腔機能の働きを維持し高める「パタカ発声」、「唾
液腺マッサージ」、「健口体操」、「ぶくぶくうがい」なども実践指
導いただきました。
口腔指導の後は、(株)ルネサンスによる運動指導。転倒リスクに関
連する足首関節角度の測定の他、全身を使って「誤嚥しにくい体」、
「転びにくい体」をつくることを目的とした「実行委員会オリジナル
体操」や、転倒予防に必要な、柔軟性・筋力・反応力を高める運動を

実行委員会オリジナル体操
指導していただきました。

このように、誤嚥性肺炎予防と転倒予防という、高齢期において注
意が必要なテーマをひとつの機会に組みあわせるなど、今後も、効果
的な指導啓発となるよう工夫しながら事業を進めてまいります。
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

足首角度測定

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／１０／０２
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

東吉野村 高齢者福祉交流会 運動指導
2013/10/01
東吉野村住民ホール
運動指導
高齢者福祉交流会
介護予防体操「いきいき運動教室」

東吉野村が主催する高齢者福祉交流会において、介護予防体操「い
きいき運動教室」として運動指導事業を実施しました。

会場となった住民ホールには、約 180 名という多数の高齢者が参加
されましたので、指導スタッフは、ステージ２名、客席２名の４名体
制で対応いただきました。

●主催 東吉野村
●協力 奈良県健康長寿共同事業実行委員会
●運動指導 (株)ルネサンス
●参加者 約 180 名

少し緊張気味の雰囲気の中、まずは、会場の雰囲気を和ませるよう
な楽しい「脳トレ」からスタート。
その後、肩こりや腰痛の予防となる椅子に座ったまま出来る柔軟体
操により、首、肩、胸、背中、腰そして下半身のストレッチを実践し

「肩こり予防」首のストレッチ
ていただきました。
ストレッチは、呼吸を続けながら行うことが肝心で、特に「息を
吐いているとき」に筋肉がよく伸びるとのこと。
また、無理をせず、痛みを感じる少し手前の「気持ちいいところ」
で止めておくのが長く継続して実践できるポイントであるとのこと
でした。

最後は、もう一度楽しい「脳トレ」。とっさの判断力で脳から身体

とっさの判断力を養う「脳トレ」
に指令を出すプログラムで、脳への刺激となるスパイスをふりかけて
いただきました。
約 20 分間という限られた時間の中での事業ではありましたが、体
操メニューを写真で紹介した資料の配付により、今後、日常生活でひ
とつでも続けていただけることを期待したいと思います。

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階

オリジナル体操にチャレンジ！

（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

～腹斜筋を鍛え、むせる力を高める運動～

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

王寺町 ちゃれんじ健康教室 運動指導
2013/10/07
王寺町やわらぎ会館
運動指導

「王寺町ちゃれんじ健康教室」は、王寺町が近隣大学（畿央大学・
白鳳女子短期大学）や地元歯科医療機関（岩間歯科）などと連携をし
て取り組む介護予防事業で、今回、当実行委員会も、オリジナル体操
の効果検証や運動指導などで、この取組に参加させていただきまし

王寺町 住民福祉部 福祉介護課
平成 25 年度
「王寺町ちゃれんじ健康教室」

た。

教室二日目となるこの日は、身体をほぐす準備体操からスタート。

●運動指導 (株)ルネサンス
●協力 奈良県健康長寿共同事業実行委員会
●参加者 ２５名（75 歳以上 17 名）

頭から首筋、胸、脇腹、そして太もも、すね、ふくらはぎへと、指先
で軽く叩きながら全身の血行を促進した後、「首筋伸ばし」や「肩回
し」などの肩こり予防にも効くストレッチ運動で、皆さんの身体も気
持ちも大分“ほぐれてきた”ご様子でした。

次に、全身を使って「誤嚥しにくい身体」と「転びにくい身体」を
つくることを目的に開発を進めているオリジナル体操にチャレンジ
していただきました。体操のポイントとなる呼吸（息止めや腹から息
を吐くなど）や、「脳トレ」効果も期待できるステップワークなど、
重要なポイントをきめ細かく練習いただきましたので、皆さんかなり

肩甲骨を動かすことが肩こり予防のポイント

の速度で上達されたのではないでしょうか。
最後は、「エピソード記憶」や「同時に行う複数動作」など、脳の
活性化に大切な要素を取り入れた「脳トレ遊び」にも楽しく取り組ん
でいただきました。

今後、教室期間中にオリジナル体操を継続的に実践いただくこと
で、その後の身体測定等において、一定の効果がでることを期待した
いと思います。
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。

お手玉を使った「脳トレ遊び」
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

５m 最大歩行速度の測定（歩行能力）

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

東吉野村地域サロンで「運動指導」&「体力測定」
2013/10/09
東吉野村 中黒
いきいきふれあいサロン
運動指導＆体力測定

東吉野村社会福祉協議会のご協力により、東吉野村中黒地区の「い
きいきふれあいサロン」において、体力測定と運動指導の事業を実施
しました。

スレッチなどの準備運動の後、体力測定として以下の６項目を実施

●主催 東吉野村社会福祉協議会
●会場 東吉野村 中黒公民館
●運動指導 (株)ルネサンス
●協力 奈良県健康長寿共同事業実行委員会
●参加者 ７名（75 歳以上 3 名）

しました。
①握力（筋力）
②開眼片足立ち（バランス＆筋力）
③30 秒間における椅子からの立ち上がり回数（筋力）
④5m 最大歩行速度（歩行能力）
⑤3m 障害物歩行（機動的移動能力）
⑥足首挙上角度（転びにくさ）
参加者の方々にとっては、初めて測定を体験していただく項目もあ
り、興味津々のご様子で積極的に取り組んでいただきました。
体力測定の結果については、その場で結果表を作成して、皆さんに
お返ししました。その際、(株)ルネサンスのトレーナーから、結果説
明と改善に向けた運動などのアドバイスを行っていただきました。

測定表（結果）で運動機能の状態を確認

特に、各測定結果（数値）を年齢別に５段階の評価値で示し、更に、
標準値との差をグラフ化することで、一見して各自の運動機能の状態
をチェックしていただくことがきました。

今回のように、運動指導と合わせて体力測定も実施することで、現
在のご自身の体力(筋力・バランスなど)を知っていただくことによ
り、今後の運動習慣継続のモチベーションアップにつながることを期
待します。
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。

測定後には楽しい「脳トレ」も
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／１０／１６

75

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階

足上げ運動

（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

（太ももの筋力アップ）

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

宇陀市 地域サロンで運動（転倒予防）指導
2013/10/15
宇陀市 向渕地区
いきいきサロン「二輪草」
運動指導

宇陀市室生区向渕公民館「やまびこホール」で開催された、地域の
いきいきサロン「二輪草」において、転倒予防を中心とする運動指導
事業を実施しました。

今回は、(株)ルネサンスのトレーナーより、「転ばない身体をつく

●主催 宇陀市社会福祉協議会
●会場 やまびこホール
●運動指導 (株)ルネサンス
●協力 宇陀市室生福祉保健交流センター

り骨折予防！」をテーマに講話をいただいた後、実践指導を行うとい
う構成で指導していただきました。

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

講話では、転倒による骨折は、“寝たきり”になる原因の上位とな

●参加者 23 名（75 歳以上 12 名）

っていること、また、その転倒は、①歩幅が狭い、②足首が曲がりに
くい、③ふらつきやすく、とっさの対応が苦手 以上３点が主な要因

運動前の転倒予防に関する講話
となっているとのこと。そして、これらの転倒リスクを低減させるた
めには、低下しがちな身体機能をアップさせる日々の運動の実践が必
要であると説明いただきました。

講話を踏まえた実践では、転倒予防に関連する、判断力アップ（脳
トレ）、柔軟性アップ（ストレッチ）そして筋力アップ（特に下肢筋
力のトレーニング）のメニューに取り組んでいただきました。

ひとつひとつの運動について、「身体機能のどの部分を使っている

身体を使った“後出しジャンケン”
（とっさの判断力アップ）

のか」、「運動により得られる効果」などを意識していただくことで、
運動のモチベーションアップが期待できます。
参加者の方々より、「今後のサロン活動の時間の中で、少しずつで
も、本日の運動プログラムを取り入れていきたい。」とのお話もいた
だきましたので、今後の継続実践に期待したいと思います。
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／１０／２２
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

五條市 へき地巡回診療会場で歯科健診実施
五條市内（大塔町・西吉野町）で実施された「へき地巡回診療（眼

2013/10/20 午前・午後
科検診・耳鼻科検診）」の会場において、あわせて歯科健診・指導事
業を実施しました。

五條市
大塔町（午前）/西吉野町(午後)
歯科健診・指導

今回事業を実施した２地域はいずれも、歯科医療機関がない、いわ
ゆる“無歯科医地区”。

●主催 五條市保健福祉センター
参加者にお話をうかがってみると、五條市の市街地の歯科医療機関
を“かかりつけ”としている人が多数でしたが、中には、他市町村の

●会場 大塔町ふれあい交流館
西吉野町宗桧公民館

歯科医療機関を“かかりつけ”としている人もおれらました。
ただ、「かかりつけ歯科医療機関がある」という人の中には、これ
まで「歯の痛み」などにより受診する機会はあったが、特に義歯とな

●歯科健診・指導
西尾歯科医師
鳴上歯科衛生士
中西歯科衛生士

った後は、歯科医療機関を受診して定期的な口腔内のチェックやセル
フケア指導を受ける機会が少なくなった人も多いようです。

今回の事業でも、「義歯にしている」、「特に歯の痛みはない」な

●協力

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

どの理由で、当初は、歯科健診については辞退される方もおられまし
たが、歯だけではなく口腔内や義歯の状態についてチェックしてもら

●参加者 14 名
（75 歳以上 9 名）

ったり、日常における口腔ケアの実践方法などについて知ることがで
きたなどにより、受診後は、みなさん非常に満足されていたご様子で
した。

今後も地理的な状況などで、歯と口腔の健康について“気軽に”チ
ェックできるような機会を設けにくいという方々にも、口腔ケアの大
切さを認識して実践していただけるような事業となるよう、工夫して
進めていきたいと思います。
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／１０／２３
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

背中のストレッチ運動（10/22 運動指導）

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

川西町介護予防事業と連携して歯科健診＆運動指導
川西町の介護予防事業との連携により、歯科健診事業と運動指導事

川西町
13/10/03
13/10/22

業を実施しました。

歯科健診・指導
運動指導
歯科健診・指導は、町の口腔機能向上に関する介護予防事業（計５

●主催 川西町
健康福祉課介護高齢室

回）の初回として実施しました。（10/3）
歯科医師及び歯科衛生士が時間をかけて個人の口腔状態に応じた
キメの細かい健診と指導を行っていただくことができました。

●会場
川西町保健センター (10/3)
ぬくもりの郷 (10/22)

更に、２回目以降は、今回の歯科健診結果も踏まえながら、町の事
業により継続的な口腔指導が実施されるので、より一層、質の高い取
組となることが期待できます。

●歯科健診・指導
上垣歯科医師
西岡歯科衛生士
横倉歯科衛生士
運動指導 (株)ルネサンス

また、町の介護予防教室「元気にゆっくり会」においても、運動指
導事業を実施しました。(10/22)
「元気にゆっくり会」では、音楽療法士による運動機能向上の指導
プログラムが行われていますが、今回その中で、反応力や判断力を養
う「脳トレ」や肩こりや腰痛予防のストレッチ運動などについて、(株)

●協力

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

ルネサンスによる指導の時間を組み入れていただきました。
なお、この日も、ウォーミングアップとクールダウンについては、

●参加者 延べ１３名
普段教室で実施されている、歌や音楽を使ったプログラムなどを実施

上垣先生による歯科健診(10/3)

されていましたが、参加者の皆さんが生き生きと楽しく取り組まれて
いる様子を見て、（株）ルネサンスのトレーナーの方にとっても、今
後の運動指導の参考となることが多かったようです。

今後も、様々な事業にタイアップしていくことで、事業の幅が広が
り、また、質が高まるような取組に繋げていきたいと思います。
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／１０／２４
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

ストレッチ運動（背中伸ばし）にチャレンジ

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

奈良市社会福祉協議会と連携して運動指導を実施
今回は、奈良市の月ヶ瀬福祉センターで、奈良市社会福祉協議会が

奈良市月ヶ瀬福祉センター
「いきいき講座」

主催する地域サロン事業「いきいき講座」における運動指導の事業レ
ポートです。

13/10/23

運動指導
「いきいき講座」は、月ヶ瀬をはじめとして奈良市東部地域の高齢

●主催 奈良市社会福祉協議会
（月ヶ瀬福祉センター）

者の方々が参加されているサロンで、平均年齢は約８３歳とのこと
で、まさに「健康長寿の会」といえるのではないでしょうか。みなさ
ん元気いっぱいの笑顔で、この会を楽しみに参加されているご様子が

●運動指導 (株)ルネサンス
とても印象的でした。

●協力

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

この日は、株式会社ルネサンスのトレーナーにより「椅子に座った

●参加者 ４３名
（うち７５歳以上３９名）

まま出来る運動」を中心に実践指導していただきました。
主なプログラムの内容は、
①判断力・記憶力・反応力を高める「脳トレ」
②肩こり予防、腰痛予防に効果のある全身のストレッチ運動
③血行促進のための全身をほぐす運動
（手指で軽く全身を叩く、さする）
④下肢筋力を高める足上げ運動、足指や足裏運動 など

足の筋肉をほぐす運動
平成２３年度からスタートした地域巡回指導・普及啓発事業です
が、今回初めての奈良市内における事業となりました。
今回の事業を契機に、今後も、運動以外のメニューや管内各地域サ
ロン事業などについて、奈良市社会福祉協議会との連携を深めていく
ことにより、奈良市内においても広範に活動を展開していきたいと思
います。
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。

耳の血行促進運動
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／１０／２４
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

FAX：0744-29-8433

ひとりひとりの熱意が伝わるような受講風景
Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

奈良県老人クラブ連合会（リーダー養成講習） 口腔指導
2013/10/23

今回は、昨年度に引き続き、奈良県老人クラブ連合会とのタイア
ップ事業として実施した「奈良県老連大学校における口腔指導事

奈良県老連大学校
業」のレポートです。

口腔指導
奈良県歯科衛生士会の下川康子会長を講師に迎え、歯と口腔の健
康づくりについて、約２時間、講義＆実践指導をしていただきまし

●主催 奈良県老人クラブ連合会
た。

●会場 奈良県社会福祉総合センター
5 階研修室Ｃ

前半の講義では、いつまでもおいしく食べるには、①口の中を清
潔に保つ、②良く噛んで食べる、③口の周りの筋肉を鍛える

●講師 奈良県歯科衛生士会
下川 泰子 会長

など

が必要で、まさに「口腔ケア（口腔清掃＆口腔機能向上）」は「健
康寿命」延伸の重要な要素であるとのこと。
そして、具体的な口腔ケアの効果（むし歯・歯周病予防の他、風

●参加者 52 名
（うち 75 歳以上 13 名）

邪・インフルエンザ予防、誤嚥性肺炎予防、認知症予防、元気な身
体の維持など）についても、例を挙げてとてもわかりやすくお話を
していただきました。

●協力（講師派遣）
奈良県健康長寿共同事業実行委員会

後半は、実践指導として、唇や舌など口腔内の筋肉を鍛えるため
に考案された「ぶくぶくうがい」、
「健口体操」、
「早口言葉」
、「パタ
講話の他、健口体操などの実践指導も

カラ発声」などにチャレンジしていただきました。

奈良県歯科衛生士会の下川会長の講演
皆さんが、「今後の地域活動での口腔ケア普及」ということまで
意識されて、活発に質問されるなど、とても積極的に受講されてい
たのが印象的でした。今後、受講者がリーダーシップを発揮し、地
域で口腔ケアの取組が広がることを期待したいと思います。

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／１０／２４
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

FAX：0744-29-8433

歯科健診に先だって、柏木先生の講話

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

・宇陀市（大宇陀区野依） 歯科医師講演&歯科健診・指導
2013/10/24 白山神社（集会所）
（講演会・歯科健診・口腔ケア指導）
●主催 いきいきサロン「のより」
●協力 宇陀市

宇陀市大宇陀区のいきいきサロン「のより」と宇陀市のご協力によ
り、「歯科医師による講演会・歯科健診・口腔指導」を実施しました。

まずは、奈良県歯科医師会の柏木先生に、「いつまでもおいしく食

（室生福祉保健交流センター）
奈良県歯科医師会
奈良県歯科衛生士会

べ、楽しく会話するコツ」というテーマでご講演いただきました。
講演では、健康長寿の“源”となる「おいしい食事」や「楽しい会
話」は、「口腔ケア」が重要なポイントとなることなどについて、図

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

●歯科医師
柏木歯科医師（講演・歯科健診）
沖中歯科医師（歯科健診）
●歯科衛生士（口腔ケア指導等）

表や写真を使ってわかりやすくお話していただきました。
そして、口腔内を清潔に保つには、歯磨き（義歯の手入れ）などの
日常生活におけるセルフケアが大切であることは勿論ですが、やは
り、歯科医療機関でしかできない歯石の除去や歯科医師による口腔状

畑下歯科衛生士・北本歯科衛生士
名迫歯科衛生士・上田歯科衛生士

態のチェック等の定期的な受診が大切であるとのことです。
「歯が痛いときだけに歯科医療機関を受診される方と定期的に歯
科健診を受診される方では、高齢期（特に７５歳以上）における歯の
喪失数において大きな差が出てくる」というお話が印象的でした。

講演後には、奈良県歯科衛生士会の北本歯科衛生士、名迫歯科衛生
士より、「ブクブクうがい」・「健口体操」・「パタカ発声」などの
具体的な「口腔ケア」の実践指導をしていただきました。

沖中先生による歯科健診
最後には、参加者の歯科健診・個別指導も実施。各自の口腔状態に
応じてキメの細かいチェックと指導もしていただき、全身の健康を守
るための「口腔ケア」の大切さを再認識いただく機会となりました。

（参加者２０名（うち７５歳以上７名））
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

お口の働きを高める健口体操

地域巡回指導・普及啓発事業
活動レポート
２０１３／１０／２８
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

FAX：0744-29-8433

嚥下（飲み込み）のメカニズムと誤嚥の原因について解説

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

・黒滝村 介護予防事業と連携して口腔指導等を実施
2013/10/25
黒滝村中央公民館
口腔指導 運動指導

黒滝村保健福祉課のご協力により、同課が実施する介護予防教室
（運動機能向上）の実施プログラムに追加する形で、「口腔ケア」や
「誤嚥性肺炎の予防」についての指導・普及啓発事業を実施しました。

●主催 黒滝村（保健福祉課）
●協力 奈良県健康長寿共同事業実行委員会
●口腔指導 下川歯科衛生士
吉住歯科衛生士
●運動指導 (株)ルネサンス
●参加者 午前の部 １８名
（うち 75 歳以上 14 名）

まずは、奈良県歯科衛生士会の下川歯科衛生士（会長）と吉住歯科
衛生士による口腔ケアに関する指導。
「口腔ケア」とは、単に口腔清掃をするということだけではなく、
口腔機能（摂食、発声、呼吸など）の低下やそれによって引き起こさ
れる病気を予防し、健康を維持していくことであるとのこと。
口腔ケアの効果として肺炎（誤嚥性肺炎）やインフルエンザの発症

午後の部 １５名
率が抑えられた研究事例なども紹介いただきながら、口腔ケアの大切

（うち 75 歳以上１１名）
さについてお話をしていただきました。
お話の後は、「健口体操」や「パ・タ・カ発声」など口唇や舌の運
動について実践指導もしていただきました。

口腔指導の後は、(株)ルネサンスの指導により、実行委員会が研究
を進めている誤嚥性肺炎予防のための「オリジナル体操」も体験して
いただきました。この体操は、全身を使って「力強くむせる力（咳嗽
力）」や「正しく飲み込む働き（嚥下（反射）機能）」を高め、同時
口腔機能を高める健口体操

に転びにくい身体もつくることができるよう、考案されたものです。

口腔機能と身体が深く関係していること、そして、全身の健康を守
るための「口腔ケア」の大切さを改めて認識していただき、今後、日
常生活において実践継続いただけることを期待したいと思います。

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

誤嚥性肺炎予防のオリジナル体操を体験
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

号

事務局

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館７階
（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

FAX：0744-29-8433

年齢と共に少なくなる「唾液」についてペットボトルを使って説明
Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

・桜井市朝倉台 地域老人クラブで 口腔指導等を実施

2013/10/29
桜井市朝倉台集会所
口腔指導 運動指導

センター（きずな）のご協力により、「口腔ケア」や「誤嚥性肺炎

■主催

の予防」についての指導・普及啓発事業を実施しました。

・朝倉台盛春クラブ

桜井市朝倉台の老人クラブ（盛春クラブ）と桜井市地域包括支援

（地域老人クラブ）

■協力

・桜井市地域包括支援
センター きずな
・奈良県健康長寿共同事業
実行委員会

■口腔指導 吉福歯科衛生士
運動指導 (株) ルネサンス
■参加者 １７名
（うち 75 歳以上 8 名）

はじめに、奈良県歯科衛生士会の吉福歯科衛生士により口腔機能の
しくみとその役割や、口腔ケアの大切さになどについてお話をしてい
ただきました。
口の中に入った食べ物が、口腔内から食道を通って胃に流れていく
までの各器官の働きなどについて、道具を使いながら、とてもわかり
やすくお話をしていただきました。
口腔機能の働きを落とさないためにも、口腔ケア（口腔内を清潔に
保つ＆口腔機能訓練）が重要となるとの説明に、皆さんおおきく頷い
ておられました。
高齢者に多く発症する誤嚥性肺炎の予防のためにも、口腔ケアを習
慣づけることが大切であると、皆さん再認識されたご様子でした。
お話の後には、「健口体操」や「パ・タ・カ発声」など口唇や舌の
運動について実践指導もしていただきました。

口腔指導の後は、(株)ルネサンスの指導により、実行委員会が研究
飲み込みのしくみについての説明

を進めている誤嚥性肺炎予防のための「オリジナル体操」も体験して
いただきました。

口腔機能と身体が深く関係していること、そして、全身の健康を守
るための「口腔ケア」の大切さを改めて認識されたこの日から、日常
生活において実践継続いただけることを期待したいと思います。
健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索

誤嚥性肺炎予防のオリジナル体操を体験

