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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

ご え ん

飲み込み機能と「誤嚥」の原因についての説明
Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

・平群町 長寿会連合会（健康委員会）で口腔指導等

2013/10/30
平群町長寿会連合会健康委員会

平群町健康保険課のご紹介により、平群町長寿会連合会の健康委
員会会議の中で時間をいただき、「高齢者の歯の健康について」と

「高齢者の歯の健康について」
口腔指導 運動指導
■主催
■場所

■協力

平群町長寿会連合会健康部
平群町立老人福祉センター
かしのき荘
平群町健康保険課
奈良県健康長寿共同事業実行委員会

■口腔指導 上田歯科衛生士
運動指導 (株) ルネサンス
■参加者 ３２名

いうテーマで、「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。

はじめに、奈良県歯科衛生士会の上田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。
特に、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、イラストを使いながら、と
てもわかりやすくお話をしていただきました。
そして、口腔内の細菌や飲み込みの働きが低下したことなどにより
発症する誤嚥性肺炎の予防のためにも、口腔内の清掃と口腔機能等の
訓練が大切であるとの説明の後、「健口体操」や「パ・タ・カ発声」
そして、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。（オリジナル体操指導は
(株)ルネサンス）

この日は、町内各地域の長寿会の「健康委員」が出席された会議に
口腔機能を高める「パタカ発声」

おける事業となりましたので、全身の健康を守るための「口腔ケア」
の実践が各地域に広がる契機の一つとなったのではないでしょうか。
日頃より、とても熱心な活動されている長寿会（連合会）の皆様が、
充実した健康づくりを継続して実践されることにより、健康長寿日本
一を目指す奈良県における“健康リーダー”となっていただくことを
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。
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

食生活における塩分チェック

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

桜井市地域包括支援センターと連携して栄養指導
桜井市地域包括支援センター「きぼう」のご協力により、桜井市

2013/１１/0１
桜井市 西之宮春風公民館
栄養指導
■主催

西之宮の公民館で栄養指導に関する指導・普及啓発事業を実施しま
した。

桜井市西之宮寿会（老人クラブ）
今回は、「高血圧と食生活の関係」に関するお話が中心。講話だけ

桜井市地域包括支援センター
でなく、実際に食生活における塩分量をチェックしていただくシート

きぼう
の作成もしていただき、ひとりひとりに、ご自身の食生活の状況を振

■協力 奈良県健康長寿共同事業実行委員会
り返っていただきました。

■栄養指導 (株) ルネサンス
■参加者２１名（うち75歳以上13名）
塩分の多い食事をすると、血液中に「ナトリウム」が増え、多くな
った「ナトリウム」を薄くしようと、体内の血流が増えて血圧が上昇
してしまうとのこと。
また、現在、日本人の成人に勧められている１日の食塩摂取の目標
値は、男性 9.0ｇ未満、女性 7.5ｇ未満。高血圧の方ではもっと厳し
くて 6ｇ未満といわれているが、日本人の塩分摂取量は、平均で１日
11～12ｇとのことです。

クイズ形式も取り入れたこのような講話内容を踏まえ、各自で「昨

スライドを使ったクイズ形式の講話
日食べた食事内容」を書き出していただき、それぞれの食材の塩分量
を調べながら、塩分チェックシートを完成していただきました。

実際に調味料として塩を使うときだけでなく、食品の中には意外と
塩分が含まれているものもあるということに、皆さん興味津々のご様
子でした。日々の食事の中で、色々と工夫をしながら、塩分の摂りす
ぎに注意していただく機会となったのではないでしょうか。
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

食品の塩分量に興味津々
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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

「噛むことの８大効果」とは・・・

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

山添村介護予防事業（運動）と連携し、口腔指導
2013/12/02

山添村 「元気はつらつ教室」
口腔ケア指導

昨年度に引き続き、山添村が開催する運動教室の会場において、口
腔ケア指導事業を実施しました。
この教室は、村の介護予防事業として、11 月から翌年 3 月までの間
継続的に開催されるもので、今回は、その中に口腔ケア指導の時間を

●主催 山添村保健福祉課
組み入れていただきました。

●会場 山添村豊原公民館
高宮歯科衛生士より、まずは、手鏡を見ながら正しい歯のブラッシ

●口腔ケア指導
高宮歯科衛生士

ングについての実践指導のほか、義歯の手入れ方法などついても、実
際に使用する道具を示しながら、詳しく説明をしていただきました。
つぎに、嚥下（飲み込み）機能のしくみと、口腔内を清潔に保ち、

●協力

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

口腔機能を落とさないことが誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえん）の発
症予防につながることについて、お話をしていただきました。

●参加者 14 名
（75 歳以上 9 名）

そして、口腔機能として重要な「噛むこと」の“８大効果”につい
て『卑弥呼の歯がいーぜ』という“わかりやすい標語”にあわせて、
つぎのように紹介いただきました。
①「ひ」＝肥満防止、②「み」＝味覚の発達
③「こ」＝言葉の発達、④「の」＝脳の発達
⑤「は」＝歯の病気予防、⑥「が」＝ガン予防
⑦「い（―）」＝胃腸快調、⑧「ぜ」＝全力投球

最後は自然と質問タイムに
当初、参加者の中には、「自分の歯がなく入れ歯なので、指導を受
ける必要があるだろうか？」と疑問に思われた方もいらっしゃいまし
たが、最後は、「口腔内の清潔と口腔機能を保つことの大切さや、具
体的な実践方法について指導を受けることができた。」と、大変満足
されたご様子で、指導後も熱心に質問されていたのが印象的でした。
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。

ご自身で唾液腺を確認

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

塩分を控えめにするコツとは・・・

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

天川村介護予防事業（運動）と連携し、栄養指導
2013/12/04

天川村が開催する運動教室の会場において、栄養指導事業を実施し
ました。

天川村 栄養指導
「バランスよく食べて栄養満点」

この教室は、村の介護予防事業として、継続的に開催されるもので、
今回は、その中に株式会社ルネサンスによる栄養指導の時間を組 み 入
れていただきました。

●主催 天川村健康福祉課
まずは、
「頭の体操」を兼ねて、前日の晩ご飯（食べたものと量（皿））

●会場 ほほえみポート天川
（保健福祉総合センター）
●栄養指導 (株)ルネサンス

を各自で書き出していただくことからスタート。

指導（講話）では、食事の重要性として、①空腹感を満たす、②嗜
好を満足させる、③人間関係を形成する、④栄養素を満たすの４つの

●協力

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

ポイントについて説明いただいた上で、「塩分と脂質の摂りすぎ」に
注意することを中心にお話を進めていただきました。

●参加者 14 名（75 歳以上 11 名）
具体的には、塩分を摂取しすぎることにより高血圧となるしくみ
や、脂質異常症や高血圧などが「動脈硬化」となることなど、スライ
ド（イラスト）を使ってわかりやすく説明いただきました。

説明を聞いていただいた後は、はじめに書き出した「前日の晩ご飯」
で、「塩分量」や「脂質の多い食材」について各自でチェックしてい
ただきました。

昨晩の食事の塩分チェック
講話により知識（情報）を得ることだけではなく、その場で、ご自
身の食生活にその情報を当てはめてみたことにより、今後の健康的な
食生活の実践へのより一層の動機付けに繋がったのではないでしょ
うか。
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。

活発な“Ｑ＆Ａ”も

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

ハンカチを使った足指運動

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

大和高田市 運動指導 “足と仲良くなるフットケア”
2013/12/13

大和高田市の地域包括支援センター・在宅介護支援センターが開催
する「さわやか生活教室」において、フットケアを中心とする運動指

大和高田市「さわやか生活教室」
運動指導

導事業を実施しました。教室は、この日を含め市内で６回開催される
予定で、“生活に役立つお話”・“毎日できる体操”・“簡単な体力

●主催
大和高田市地域包括支援センター
ふれあい在宅介護支援センター

測定”という３つの要素により構成されています。

まず、“生活に役立つお話”として、「足と仲良くなるフットケア」

●会場 大和高田市中央公民館

をテーマに、体を支える大切な役割を持つ足指や爪について、高齢期
に多いトラブルや正しい手入れの仕方についてお話をしていただき

●運動指導 (株)ルネサンス

ました。具体的には、「足をよく洗い角質をしっかりとること」、「足
指の間や足の裏の他、靴と接する部分の皮膚の状態をしっかり見るこ

●協力

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

と」、「爪を正しく切り、削ること（丸く切ったり、深く切りすぎな
い）」などです。

●参加者 16 名（75 歳以上 5 名）
次に、“毎日できる体操”では、足裏マッサージや足指運動などを
中心に、肩こりや腰痛の予防に効果があるストレッチ運動も体験して
いただきました。
最後に“簡単な体力測定”では、転倒リスクに関係する足首関節の
柔軟性（つま先挙上角度）、バランス機能（開眼片足立ち）、脚力（椅
子立ち上がり）、握力についてご自身の状態を知っていただきました。

靴選びのポイントについて説明
今回、フットケア中心の指導事業となりましたが、やはり、足指や
爪にトラブルがあると、歩行が不安定になり、「転倒リスク」が高ま
ったり「閉じこもり」がちになってしまいます。このため、この教室
を契機にフットケアを実践していただき、「歩くのが楽しい生活」を
いつまでも続け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。

足首関節の柔軟性を測定

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm 「奈良県健康長寿」で検索
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会

柔軟性

むせる力

移動能力

バランス

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

移動能力

FAX：0744-29-8433

バランス

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

五條市 「西吉野元気あっぷ教室」体力測定会
五條市西吉野地区で実施される介護予防事業と連携して、身体のバ

五條市
「西吉野元気あっぷ教室」
身体機能測定＆運動指導
■主催・西吉野・大塔在宅介護支援セン
ター

・五條市地域包括支援センター
・五條市保健福祉センター
■協力・畿央大学
・奈良県介護予防ネットワーク
・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
■日時・場所

2014/01/14 13:30～15:00
五條市西吉野町
賀名生公民館
■参加者 １５名
（うち 75 歳以上 7 名）

ランス機能や柔軟性等の測定と日常で手軽にできる簡単な運動の指
導事業を実施しました。

身体機能の測定では、五條市関係者の他、畿央大学（理学療法学科）
の高取克彦准教授、
「奈良県介護予防ネットワーク」メンバーにもご
協力いただきました。
今回の測定会は、バランス機能、筋力、柔軟性に関するものの他、
嚥下機能（飲み込み）や咳嗽力（せきをしてはきだす）に関する測定
項目も盛り込んでおり、年齢を重ねるとともに発生リスクの高まる
「誤嚥（誤って気管に飲み込む）」や「転倒」の予防に向けたチェッ
クができることが大きな特長！
見慣れない測定機器等も持ち込んだ多様な測定メニューに、みなさ
ん興味津々で各測定箇所を回っておられました。

測定会の前後には、椅子に座ったままできる、体の柔軟性を養うス
トレッチ運動も、楽しく実践していただきました。

なお、この教室では、今後、週1回(全11回)の約3ヶ月間、健康運動
手軽にできるストレッチ運動にチャレンジ

指導士や歯科衛生士等の指導により運動機能＆口腔機能向上のため
のプログラムにチャレンジされるということで、３月に再び実施予定
の身体機能の測定等により、取組効果の検証等が行われることとなっ
ています。
教室の名前のとおり、「元気アップ」に向けて頑張っていただきた
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
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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

複斜筋を鍛え「むせる力」を養う運動
Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

田原本町「八尾介護予防運動教室」運動指導
田原本町の八尾地区で活動されている「八尾介護予防運動教室」に

田原本町
「八尾介護予防運動教室」
運動指導（オリジナル体操等）

おいて、実行委員会が策定を進めているオリジナル体操「（仮称）な
ら健康長寿体操」などの運動指導事業を実施しました。

まずは、参加者のみなさんに日常生活を振り返っていただきセルフ

■主催・田原本町八尾自治会
■協力・田原本町長寿介護課
・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
■日時・場所

2014/01/16 10:00～11:30
田原本町八尾公民館

チェックをしていただきました。チェック項目は以下の５点。
①階段を上がる時に息切れしない
②10kg の米袋を持ち上げることができる
③ジャムなど広口瓶のふたを開けることができる
④靴下、ズボンを立ったまま支えなしにはける
⑤ものにつかまらないで、つま先立ちができる
このチェックから筋力（①～③）、バランス力（④⑤）が確認でき
るということで、今回はこのセルフチェックを踏まえて、運動に取り

■参加者

１３名
（うち 75 歳以上 10 名）

組んでいただきました。

そして、いよいよオリジナル体操を紹介。この教室は月２回のペー
スで開催されており、運動への意識も高い方々が多く、興味津々の様
子で体操に取り組んでいただきました。
この体操は、全身運動により「誤嚥（ごえん）しにくい体」と「転
肩こり予防ストレッチ
手軽にできるストレッチ運動にチャレンジ

びにくい体」をつくることを目的に考案されたもので、さまざまな要
素から構成されています。はじめは、少し複雑な動きにとまどう場面
もありましたが、補足レクチャーを受けた後は、みなさん完成度の高
い動きで実践されていました。今後もこの教室でこの体操が継続して
実践され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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90

号

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 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

自身の食生活をふり返り塩分チェック

FAX：0744-29-8433

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

川西町
川西町高齢者教室
「バランスよく食べて
いきいき元気」
栄養指導
■主催

川西町教育委員会事務局
（社会教育課）

■協力 奈良県健康長寿共同事業実行委員会
（講師派遣）

高齢者教室で栄養指導を実施

川西町教育委員会が主催する高齢者教室において、「バランスよく
食べていきいき元気」をテーマに栄養指導事業を実施しました。
まずは、参加者のみなさんに前日の食事（朝食・昼食・夕食）を思
い出していただき、「食事記録表」に記入してもらいました。
そして、記録表に記入された食事内容を、主食、主菜（肉・魚）、
副菜（野菜）、果物、乳製品に区分していただき、栄養バランスをチ
ェックしていただきました。
その上で、バランスよく食べる食事について、以下のポイントを再
確認していただきました。

■川西町中央公民館けやきホール

①たんぱく質をしっかり食べよう！
②野菜・果物でしっかりビタミン摂取！

■2013/02/03

13:30～15:00

■栄養指導 株式会社ルネサンス

③牛乳・小魚・豆類でカルシウム補給！
次に、同じ記録表を使って塩分摂取量のチェックも行っていただき
ました。

■参加者

６４名
（うち 75 歳以上 28 名）

国が示す１日の食塩摂取量の目標値は、男性 9.0g 未満・女性 7.5g
未満ですが、この日のチェック結果では、この目標値よりも塩分控え
めで食事をされていた方が沢山おられました。しかし、目標値を超え
る結果となってしまった方も少なくはありませんでした。
日本人の塩分摂取量の平均値は、11～12g です。一般的に日本人は、
目標とされる以上の塩分を食事において摂りがちであるとのこと。
だしの風味を活かしたり、香辛料を効果的に使うなど、塩分を減ら
す工夫もしながら、栄養バランスのよい食事を意識して、いつまでも
元気にお過ごし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。

スタッフがきめ細かくフォロー

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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号

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 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

前に出した手（グー）と胸の上の手（パー）

（奈良県後期高齢者医療広域連合内）
TEL：0744-29-8641

を瞬時に入れ替える脳トレエクササイズ

FAX：0744-29-8433

（できそうで、なかなかできない楽しさ）

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

曽爾村で初めての事業を実施！
曽爾村 運動指導
平成 25 年度高齢者中央教室
「椅子に座りながらできる体操」

曽爾村教育委員会事務局が主催する高齢者教室において、曽爾村に
おける初めての地域巡回指導・普及啓発事業を実施しました。

今回の事業では、“椅子に座りながらできる体操”をテーマに、
手軽に楽しくできる運動を紹介させていただきました。
（運動指導：(株)ルネサンス

■主催

運動指導

スタッフ）

曽爾村教育委員会事務局
まずは、脳を活性化し、脳から筋肉への神経連絡をスムーズにさ

■協力 奈良県健康長寿共同事業実行委員会
（講師派遣）

せることでおなじみの“脳トレエクササイズ”を紹介。
「左右での異なる動き」や「瞬時の判断運動」など、脳の混乱をう
まく刺激に繋げるような「難しいのに楽しいエクササイズ」に、教

■曽爾村振興センター

室が一体となって、果敢にチャレンジされていたのが印象的でし
た。

■2013/02/05

13:30～14:30
その後、ご自宅で着席のまま手軽に実施いただけるように、肩こ

■運動指導 株式会社ルネサンス

りに効くストレッチ運動（首、肩、背中、胸、脇腹など）や、太も
も、ふくらはぎなどの筋力アップ運動などを中心に実践していただ

■参加者

３１名
（うち 75 歳以上 27 名）

きました。
参加者の方々にお話をうかがってみると、やはり冬場には、外出
の機会も減り、運動不足になりがちとのこと。
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ができるメニューから、「継続実践」をスター
ト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

着席のままできるストレッチ

「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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号

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 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

移動能力の測定（Time Up & Go ﾃｽﾄ）

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

大和高田市介護予防講習会

大和高田市
運動指導＆体力測定

運動指導＆体力測定

大和高田市会地域包括支援センターが主催する介護予防事業と連
携して、運動指導と体力測定の事業を実施しました。

（運動指導＆体力測定：(株)ルネサンス

「（６５歳からの）足腰の若返り
いつやるの？ 今でしょ！」
■主催

大和高田市
地域包括支援センター

測定項目は以下の５項目。
①タイムアップ＆ゴー

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

柔軟性

バランスや下肢筋力

④足首関節背屈角度
⑤タオル絞り

■大和高田市総合福祉会館

歩行能力やバランス

②ファンクショナルリーチ
③開眼片足立ち

■共催

スタッフ）

転倒リスク

上肢筋力

測定項目について５段階評価による結果表を配付して、ご自身で
どの程度の状態であるかを確認いただき、今後の体力の維持・向上

■2013/02/12

10:30～12:00

■運動指導 株式会社ルネサンス

に役立てていただくこととしました。
体力測定の後には、「ロコモティブシンドローム（体を支えたり
動かしたりする「運動器」が衰えて、転倒や骨折を招くことなどに

■参加者

４０名
（うち 75 歳以上 22 名）

より寝たきりや要介護状態になる危険性が高い状態になること）」
の予防に効果的な運動を実践していただきました。
（筋力、柔軟性、バランス等をアップさせる運動）
今回は、特に、現在の身体機能の状態を各自が確認できたことに
より、体操に取り組む際のモチベーションもアップしたのではない
でしょうか。
今後の日常生活の中で続けていくことができるメニューから、
「足腰の若返り」をスタート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

着席のままできるストレッチ

「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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号

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 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

重心移動＆飲み込み時の呼吸運動

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

橿原市社会福祉協議会会議において体操を紹介

橿原市
運動指導（オリジナル体操）

橿原市社会福祉協議会が主催する「ふれあいサロンネットワーク
会議」において、実行委員会が策定を進める「オリジナル体操（仮称）
なら健康長寿体操」を紹介させていただきました。

「ふれあいサロン
ネットワーク会議」
■主催

橿原市社会福祉協議会

この体操は、食べ物などが間違って気管の方に入ることなどから
発症する肺炎（誤嚥性肺炎）の予防に着目して、飲み込み時に意識
しては動かせない反射機能を保ったり、誤って気管に物が入った際

■協力

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

には力強くむせて吐き出せるよう、全身運動と呼吸運動を組み合わ
せた内容を中心に構成されています。

■かしはら万葉ホール

4F会議室
今回、会議に出席されている方々は日頃から橿原市内の地域サロ

■2013/02/13

14:00～15:30
(うち30分間)

ンにおいてリーダーシップを発揮されている方々ということで、ま
ずは、ご自身で体操を体験していただきました。
体操は５分程度で、動きのポイントなどの説明を受けながら何度

■運動指導 株式会社ルネサンス

かチャレンジしていただくことで、ほぼ動作をマスターしていただ
くことができました。

■参加者

５２名
ふれあいサロンの活動の中でも健康長寿に向けた取組への関心
は高いようで、また、高齢者に多く発症する誤嚥性肺炎にも興味を
お持ちの方が多く、体操の内容についても熱心にご質問いただきま
した。
本日のこの機会を踏まえ、今後、橿原市内の各地域サロンで、こ
の体操が継続実践され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

むせる力を養う運動

「奈良県健康長寿」で検索

地域巡回指導・普及啓発事業
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会 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

松本寛史医師の講演

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

田原本町 認知症予防講演会 を開催
田原本町 認知症予防講演会
～共に学びましょう認知症の予防とケア～
■主催

田原本町

田原本町（長寿介護課）と連携して、医師、作業療法士による認知
症予防のための講演会を開催しました。

まずはじめは、認知症疾患センター（秋津鴻池病院）の松本寛史
医師による「認知症について」をテーマとした講演。

■共催

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

６５歳以上の高齢者のうち、認知症の人は推計１５％で、２０１
２年時点で約４６２万人に上ることが、厚生労働省研究班の調査で

■田原本町

町民ホール

分かったことや、動画映像による事例などを通じて、「認知症とは
ごく身近に起こりうる病気であることを知ってほしい。」とお話し

■2013/02/13

13:00～15:40

ていただきました。
そして、認知症予防には、バランスのよい食事や適度な運動とい

■講師
認知症疾患医療センター
（医療法人鴻池会秋津鴻池病院）
松本クリニック 松本寛史 医師
関西福祉科学大学保健医療学部
リハビリテーション学科
横井 賀津志 准教授

った生活習慣が関係することなどについて教えていただきました。
続いて、関西福祉科学大学の横井賀津志准教授には、「認知症予
防に効果のある生活とは？」というテーマで、作業療法士という観
点から認知症予防実践の秘訣などについてお話しいただきました。
日常生活の中で、遊びや趣味、家事、仕事など、どんな作業でも
構わないので、「この先やってみたい。」「今後も続けていきたい。」

■参加者

80名（うち75歳以上38名）

という目標をもつこと。また、人とのつながり（会話）、記録、計
算、外出などを暮らしの中で意識して取り入れてみることなどにつ
いて具体的に説明していただきました。
先生方にお話いただいた認知症予防の秘訣は、まさに健康長寿の
秘訣ともいえるもの。規則正しい生活習慣は勿論、日常の中で、目
標・楽しさ・適度な刺激なども意識していただくことを期待します。
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。
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm

横井賀津志准教授の講演

「奈良県健康長寿」で検索
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奈良県健康長寿共同事業実行委員会 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

スライドでわかりやすく口腔指導

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

高齢者健康づくり講演会（運動 ＆口腔）
大和郡山市高友クラブ連合会のご協力により、運動と口腔ケアに関

大和郡山市
運動指導＆口腔指導
■主催 大和郡山市高友クラブ連合会
協力 大和郡山市
奈良県健康長寿共同事業実行委員会

する講演を実施しました。
まずはじめに、（株）ルネサンスのトレーナーによる椅子に座った
まま手軽にできる運動指導を実施。特にストレッチでは、首、肩、胸、
背中などを中心にきめ細かく指導していただきました。
さらに、脳の活性化につながる楽しい脳トレ運動にもチャレンジし

■大和郡山城ホール（小ホール）
■2013/02/14

13:00～15:00

ていただきました。
つぎに、口腔ケアについて、奈良県歯科衛生士会の下川会長と山崎
歯科衛生士からお話していただきました。

■運動指導「はつらつ元気アップ教室」
（株）ルネサンス
口腔指導「介護予防はお口から」
奈良県歯科衛生士会
下川歯科衛生士
（会長）
山崎歯科衛生士

テーマは、「介護予防はお口から・・・いつまでも・おいしく・楽
しく・安全に食べるために」。

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

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

7２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。
講演会当日は、県内各所で積雪が見られた生憎の天候でしたが、７
０名を超える方々にご参加いただきました。大きな会場での講演会な
ので、是非、次回も事業協力できれば、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

簡単ストレッチ運動

「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
２０１４／０２／２１

96

号

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 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

手軽にできるストレッチ運動

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp

地域老人クラブ で“運動 ＆口腔指導”
五條市 運動指導＆口腔指導

五條市の老人クラブ（青葉会）のご協力により、運動と口腔ケアに
関する指導事業を実施しました。

■主催 青葉会（老人クラブ）
共催 五條市地域包括支援センター
五條市保健福祉センター
協力

奈良県健康長寿共同事業実行委員会

まずはじめに、（株）ルネサンスのトレーナーによる椅子に座った
まま手軽にできる運動指導を実施。特にストレッチでは、首、肩、胸、
背中、太もも裏、足首などきめ細かく指導していただきました。
さらに、下半身の筋力アップのための足上げ運動にもチャレンジし
ていただきました。

■五條市宇智公民館

各運動は、「呼吸をしながら」行うのがポイントということで、繰
り返し呼吸の確認をされていたのが印象的でした。

■2013/02/21

9:30～11:00
つぎに、口腔ケアについて、松本歯科衛生士にお話していただきま

■口腔指導
松本歯科衛生士
運動指導
株式会社ルネサンス
■参加者

7名（うち75歳以上５名）

した。
「口は健康の玄関」ということで、口から食べられることが健康の
目安であるということを改めて再確認するため、歯や口が果たす役割
について詳しく説明していただきました。
また口腔機能訓練として、「パタカラ発声」や「唾液腺マッサージ」
などについてもご紹介いただきました。
限られた時間の中で二つの指導メニューを実施しましたが、それぞ
れポイントを押さえた効率的な指導をしていただいたおかげで、参加
者の方々も大変満足されたご様子。
本日の指導内容の中から、たとえひとつずつでも、継続していただ
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

口腔ケアに関するお話

「奈良県健康長寿」で検索

