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飯南町における地域密着型介護予防事業への取り組み

発 表 者 松村 治香 （島根県：飯南町立飯南病院）

共同研究者 嘉田 将典、田村 素子、石橋 佐知子、桐原 敏、小玉 千恵、
三上 光一、三上 隆浩、安田 勳、萬代 恵治
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【１・飯南町の概要】飯南町は島根県中南部にあ

り、広島県との県境に位置する周囲を山々に囲

まれた自然豊かな町です。人口は約５，４００人、高

齢化率は４０％に迫る高齢過疎地域です。
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【２・生きがい村推進センター】飯南町では平成

２２年度より保健・医療・介護・福祉を全町的に

進めるべく「飯南町生きがい村推進センター」

を設置しました。２４年度は４つの重点項目を掲

げ、その中で地域における介護予防を重点的に

進めました。
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【３・飯南町における介護保険新規認定者の要

因】飯南町における介護保険新規認定者の要因

は、高齢化による身体機能低下の申請が多く、

脳血管疾患、骨折、転倒が多いのも特徴です。

これらの状況から地域における効果的な取り組

みが必要と考えました。
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【４・飯南町らしい介護予防】

高齢化の進む飯南町では、生活を支えながら同

時に機能低下予防が必要と考え、町ならではの

介護予防事業を地域包括支援センター直営で２４

年度より開始しました。大きな特徴として、町

の基本施策の一つの「森林セラピー」を取り入

れ、専門職のみならず、産業振興課や地元企業

と連携し、地域資源を活用した町全体での取り
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組みが可能になりました。
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【５・飯南町らしい介護予防 ３つのポイント】

介護予防の３つのポイントとして飯南町の「森

林セラピー」などの風土・環境を生かすこと、

買い物や調理などの日々の生活に関連深い動作

を取り入れること、必要に合わせて専門職が適

切に関わる事としました。
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【６・飯南町森林セラピー】森林セラピーとは、

森林浴の効果を医学的・科学的に解明し、それ

ぞれに合ったプログラムを実施し、より効果の

高い癒し効果を得ることを目的としています。
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【７・通所型介護予防事業（直営型）の概要】事

業の概要は、６５歳以上の生活機能の低下の恐れ

のある方１８名で、平成２４年８月から１０月までの

週１回開催しました。「もりのす」及び保健福

祉センターなど町内施設で実施しました。今回

は準備の段階から歯科衛生士をはじめ医療専門

職が介護予防スタッフとして加わっています。
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【８・森林セラピーとウォーキング】ここからは

実際の様子です。町の担当者に森林セラピーの

説明を聞き、実際にセラピーロードを季節の五

感を感じながらウォーキングを行いました。季

節の植物を見たり触れたりすることで満足度の

高い内容になりました。
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【９・作業療法・園芸療法】作業療法・園芸療法

として書道講師や看護師に協力していただき、

書道の体験やはり絵・苔玉づくりを実施しまし

た。
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【１０・社会資源の活用（地域の方の協力）】また、

町のそば打ち名人を講師にそば打ちをし、野菜

等を添え昼食としていただきました。近隣から

講師を招き「絵手紙」や「長寿かめ作り」をお

こないました。それぞれ手先を使う作業でした

が楽しく実施できました。
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【１１・生活支援１・２】生活支援として買い物を

し、調理することに視点を置いて実施しました。

地元で買い物カートを使った買い物をし、調理

し、食べると言う一連の流れを考える機会を設

けました。普段の食事の様子や調理について把

握する事ができました。
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【１２・専門職の関わり１・２】保健師をはじめ、

歯科医師・理学療法士・栄養士・歯科衛生士が

関わり、より個人的な支援が行えました。この

ように保健福祉課と病院スタッフが一体的な関
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特別養護老人ホームでの人工的水分・栄養補給に関する意思決定プ
ロセス用紙作成

発 表 者 佐藤 幸浩 （富山県：かみいち総合病院NST委員会）

共同研究者 大井 亜紀、廣瀬 真由美、伊井 亮子

わりが出来た事は、今後の総合的な支援に重要

な事でした。
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【１３・今後に向けて】飯南町の基本施策を介護予

防事業に積極的に取り入れることで、住民の健

康を守りつつ、産業の発展を図るという相乗効

果が期待できます。今後はさらに社会資源を利

用し、風土・環境をいかしながら、より効果的

な介護予防を展開したいと考えます。
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当院では平成１９年度より摂食・機能訓練に取り

組み、平成２１年度嚥下外来の開設、さらに誤嚥

性肺炎により入退院を繰り返す施設入所者を減

らすことを目的に、平成２２年度より町内の特別

養護老人ホーム A（以下特養）への訪問嚥下外

来の導入を開始しました。
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このような取り組みの結果、特養よりの入院患

者は減少し、特に肺炎による入院患者の減少を

みとめています。
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