
フレイル予防ガイド

フレイルってなに？?

フレイルとは、病気や老化によって心身の
活力が低下して、要介護になりやすい状
態のことです。
早めに気づいて、適切な対策をとれば、
健康な状態に戻ることができます！
このガイドでポイントを紹介しますので、
今日から予防や対策を始めましょう！

フレイル

要介護状態

健康生
活
機
能

加 齢

まだまだ健康です
この状態を維持
しましょう！上

フレイル予備軍！？
フレイルになる前の
段階で注意が必要です

フレイルかも・・・
健康な状態に戻る

対策を始めましょう！

チェックが3つ以上 チェックが1～2つ チェックが0

今のあなたの状態をチェックしてみましょう！

身体を動かすことが減った

半年間で体重が２～３kg減少した

疲れやすくなった

ペットボトルのふたを開けにくくなった

横断歩道を青信号のうちに渡りきるのが難しくなった
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・認知機能、口腔機能、筋力・歩行機能の低下
・低栄養、閉じこもり、抑うつ など

フレイルの原因
フレイルの大きな要因は、加齢による「老化」と、生活習慣病などの「疾病」です。
フレイルを予防するには、日頃から生活機能（自立した生活を維持する能力）の維持に
努めて老化を遅らせることや、生活習慣病などの持病を適切に管理することが大切です。

老化 疾病

・生活習慣病の重症化による狭心症、
脳梗塞、腎臓病(人工透析)等の疾病
・がん など

フレイル予防の基本
フレイル予防の基本は、栄養（+口腔）、運動、社会参加の３つの柱と、生活習慣病
などの重症化予防です。

栄養
＋口腔機能
食べる

多様な食品
歯科口腔の管理

社会参加
人と交わる
就労余暇活動
ボランティア 等

運動
動く

ウォーキング
筋力トレーニング

生活習慣病の
重症化予防

プラス



生活習慣病は本人の自覚がないまま進行します。
生活習慣病の予防や早期発見のためには、健診の受診が大切です。健康に自信がある人も、
年に1回は健診を受けましょう！体調不良がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。

40歳～74歳の方
の問い合わせ先

よかドックご案内センター 電話 092-711-4826
※福岡市国民健康保険にご加入の方。その他の医療保険にご加入の方は、
健康保険証に記載されている医療保険者へお問い合わせください。

75歳以上の方の
問い合わせ先 福岡県後期高齢者医療広域連合 電話 092-651-3111
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年に１回は健診を受けましょう

健康的な習慣

決まった時間に
起きる

日中はしっかり
体を動かす

バランスよく
3食たべる

決まった時間に
血圧測定

朝食前に
体重測定

こまめな
水分補給

まずは日頃の健康管理から

定期的な健康管理

健診結果をもとに、
体の状態に合った
食事の工夫を。

ウォーキング等の
有酸素運動は、
生活習慣病や認知症
の予防にも効果的。

例）
◆健診を受けましょう

◆かかりつけ医・歯科医をもちましょう

◆かかりつけ薬剤師をもちましょう

◆感染症対策をしましょう

自覚症状がなくても
生活習慣病の
チェックを。

相談できるかかりつけ医
をもち、定期受診を
続けましょう。

相談できる
かかりつけ薬剤師が
いると安心です。



ライフスタイルの変化によって活動量が減少すると、筋力低下などの心身の機能低下を招き
ます。ライフスタイルが変化しても、ご自分に合った活動量を維持することが大切です。
福岡市では、各区保健福祉センターなどで、健康づくりのための教室を実施しています。

介護予防教室

東 区 TEL 092-645-1087 博多区 TEL 092-419-1099 中央区 TEL 092-718-1110
南 区 TEL 092-559-5132 城南区 TEL 092-833-4112 早良区 TEL 092-833-4362
西 区 TEL 092-895-7078

運動からはじめる認知症予防教室

東 区 TEL 092-645-1088 博多区 TEL 092-419-1100 中央区 TEL 092-718-1111
南 区 TEL 092-559-5133 城南区 TEL 092-833-4113 早良区 TEL 092-833-4363
西 区 TEL 092-895-7080
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福岡市介護予防応援WEBサイトのご案内
福岡市介護予防応援サイトでは、よかトレ(体操)動画や、よかトレを実施している
通いの場「よかトレ実践ステーション」などの情報を掲載しています。

https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/yokatore/

ロコモ予防足元気体操かんたん体操

・きらくにコース(約8分)
・ほどよくコース(約14分)
ストレッチや下肢筋力アップなど,
目的別の動画もあります！

フレイル予防 ～運動～

実 施 場 所 ： 各区保健福祉センターなど
実 施 回 数 ： 全5~8回程度
対 象 者 ： 65歳以上の人（介護保険サービス利用者をのぞく）
問い合わせ先 ： 各区保健福祉センター地域保健福祉課（地域保健福祉係）

実 施 場 所 ： 市内21か所
実 施 回 数 ： 全5回
対 象 者 ： 体力の低下などがみられる65歳以上の人（介護保険サービス利用者をのぞく）
問い合わせ先 ： 各区保健福祉センター地域保健福祉課（地域包括ケア推進係）



人との交流・つながりが多い人ほど、健康度が高いという調査研究が発表されています。
就労、社会奉仕、自己啓発、趣味、交流などからご自身に合った活動を見つけ、続けましょう。
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フレイル予防 ～社会参加～

介護支援ボランティア事業
介護保険施設等でボランティア活動を行うと「ポイント」が付与され、たまったポイントを換金また
は寄付することができる制度です。

対 象 者 ： 市内在住の65歳以上の人で事前に登録された方
問い合わせ先 ： 福岡市社会福祉協議会ボランティアセンター

（市民福祉プラザ内）TEL 092-713-0777

仲間とネットでつながろう！オンラインチャレンジ講座
LINEやZoomの使い方を学び、オンラインでのコミュニケーションを体験＆実践するサポート講
座です。お持ちのスマートフォンやタブレットからご参加いただけます。
対 象 者 ： 65歳以上の人
問い合わせ先 ： オンラインチャレンジ講座事務局 TEL 050-3385-8510

高齢者オンラインチャレンジ講座LINE公式アカウントを友だち登録しませんか
「オンラインチャレンジ講座LINE公式アカウント」では、
オンライン講座のご案内や、健康づくりに関する情報を発信しています。
右記ＱＲコードから友だち登録し、講座に参加しましょう！

<LINEの友だち登録方法>

右上のQRコード
を読み込む③



自分の体格を知りましょう
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加齢とともに、低栄養（やせ）に気をつける必要があります。体格をチェックする方法の１つに、
BMI（体格指数）があります。下記の早見表で、身長と体重が交わったところの数字を確認しましょう。

ピンク色(BMI：20未満)の場合
低栄養の疑いがあります。下記のポイントも参考にして、食生活に気をつけましょう。
※65歳以上の方はBMIが20を下回らないようにしましょう。

黄色(BMI :25以上)の
場合
肥満の疑いがあります。
かかりつけ医で定期的に
健診をうけましょう。

低栄養状態が続くと、筋肉の減少につながり、それによってさらなる活力低下や食欲低下を
招き、フレイルがますます進行する、という悪循環が起こります。また、お口の機能を維持する
ことは、低栄養の改善をはじめ、フレイル予防に欠かせません。

フレイル予防 ～栄養・口腔～

※BMIの計算方法
BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

早見表で白色の場合は、標準です。

35 kg 40 kg 45 kg 50 kg 55 kg 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg
140 cm 18 20 23 26 28 31 33 36 38 41
145 cm 17 19 21 24 26 29 31 33 36 38
150 cm 16 18 20 23 24 27 29 31 33 36
155 cm 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
160 cm 14 16 18 20 21 23 25 27 29 31
165 cm 13 15 17 19 20 22 24 26 27 29
170 cm 12 14 16 18 19 21 22 24 26 28
175 cm 11 13 15 17 18 20 21 23 24 26
180 cm 11 12 14 16 17 19 20 22 23 25

指の輪っかよりふくらはぎが
細い場合は、要注意です！

①親指と人差指で輪っか
をつくります。

②利き足でない方のふく
らはぎの一番太いところを
軽く囲みます。

ふくらはぎの方が太
くて囲めない

ふくらはぎがちょ
うど囲める

指の輪っかより
ふくらはぎが細い

方法 判定

出典：東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢「フレイル予防ハンドブック」から引用

筋肉量は足りています 筋肉量が減少してい
る可能性があります

あなたの筋肉量足りてますか？「指輪っかテスト」



食べる、話す、表情をつくるなどのお口の働きは、全身の健康や生きがいに深く関わっています。フレイ
ルを予防するためには、お口の健康に心がけ、食べる力、話す力を維持することがとても重要です。

お口の機能を維持しましょう

歯科健診を受けましょう
歯を失う最大の原因は、歯周病です。
磨き残しなどで歯と歯茎の間に溜まった「歯垢」に潜んでいる歯周病菌によって、歯茎が炎症を起こし、
歯が抜けてしまいます。歯を失うほど、認知症になりやすいことがわかっています。
大切な歯を失わないために、かかりつけ歯科医で定期的な歯科健診を受けることが大切です。

出典：日本歯科衛生士会「マスクをしたままでできるお口の体操」より一部抜粋

食生活のポイント
1日３食

バランスよく食べる
【たんぱく質】
筋肉や血液をつくります

【カルシウム】
骨や歯をつくります

体をつくる食品を
忘れずに

主食、主菜、副菜を意識

主食：ごはん、パン、めん類
主菜：肉・魚、卵、大豆
副菜：野菜、海藻など

食塩や糖分の
とりすぎに注意

【食塩の多いもの】
漬物、汁物、加工食品等

【糖分の多いもの】
ごはん、パン、めん類、ジュース、
果物、お菓子類

※食事について医師の指示がある方は、指示を守りましょう
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お口の体操の一例です。食前や空き時間に5～10回行いましょう。



【本パンフレットについてのお問い合わせ】
福岡市福祉局地域包括ケア推進課
TEL 092-711-4373 FAX 092-733-5587
受付時間：月～金曜日 午前9：00～午後5：00まで（土日祝日を除く）

いきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)は、福岡市が設置する高齢者の総合相談窓口です。

お気軽にご相談ください
介護や健康づくりなどに関する

ご相談を受け、必要なサービス

や制度の紹介などを行います。

高齢者の皆様の権利を
守ります
財産の管理や、虐待の早期発見・

防止に関することなど、高齢者の

権利を守ります。

介護予防を推進します
介護が必要とならないよう、健
康づくり・介護予防を支援しま
す。また、生活機能が低下して
いる方、要支援1・2と認定され
た方の自立に向けたサービス利
用を支援します。

暮らしやすい地域づくりに
取り組みます
区役所や医療機関などと協力し、

高齢者の皆様が暮らしやすい地

域づくりに取り組みます。

令和4年５月発行

高齢者の相談窓口「いきいきセンターふくおか」にご相談ください

開設時間 月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで（祝休日と年末年始を除く）
◆開設時間外は、時間外専用電話によるご案内となります。
◆土曜日は、電話またはセンターでの相談対応となります。
◆お住まいの地域の担当センター、住所、電話番号は、右記のコードでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により外出の機会
が減少することで、自分では気付かないうちに、体力が
低下したり、意欲や認知機能が低下したりするなど、
フレイルの進行が心配されています。
フレイルの兆しに早めに気づき、予防に取り組むこと
が大切です。

活動の
減少

意欲の
低下

食生活
の変化

外出機会の減少

フレイル進行のおそれ

新型コロナ下におけるフレイルへの影響
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