
 
 

2017-2019 年度 JICA 草の根技術協力事業 

 

 

 

バンコク都における 

介護予防推進プロジェクト 

 
報告書 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 1 月 

 
バンコク都高齢者介護予防推進協議会 



 

バンコク都における高齢者介護予防推進プロジェクト報告書 

目 次 

 

はじめに―バンコク都民の健康長寿のために      1 

  

１バンコク都の人口高齢化の現状と課題-     3 
     

２バンコク都の高齢者施策と計画   

２－１ 保健分野における高齢者施策の課題    8 

２－２ 医療サービス分野における高齢者施策の課題  11 

２－３ 福祉分野における高齢者施策の課題   14 

２－４ 文化・スポーツ分野における高齢者施策の課題  15 

２－５ 国際交流分野における高齢者施策の課題   15 

 

３事業の開始に至る経緯              16   

  

４事業の概要        17 
 

５事業の実施内容       22 
 

６事業の評価  
 ６－１ プロジェクト全体の評価     24 

 ６－２ 介護予防活動に参加した住民の変化への評価  34 

 ６－３ プロジェクトサイトの変化に関する評価   39 

 

７介護予防の展開に向けての政策提言 

７－１ 保健分野における提言            54 

７－２ 医療サービス分野における提言             56 

７－３ 福祉分野における提言                         56 

７－４ 文化スポーツ分野における提言                     57 

７－５ 国際交流分野における提言                            58 

 

おわりにーバンコク保健部長からのメッセージ         59 

 

 

 

 

 



1 
 

はじめに―バンコク都民の健康長寿のために 

 

バンコク都における介護予防推進事業  

プロジェクトマネージャー 小川全夫 

 

福岡県とバンコク都の姉妹都市覚書に基づいて、3年間にわたる JICA 草の根技術協力事業として

バンコク都介護予防推進プロジェクトを成功裏に終了できたことを、心よりお喜び申し上げます。 

介護予防（Preventive Long-term Care、PLC）という概念は、人々が健康に長生きするには、生

活習慣の見直しから取り組むことが大切であるという考えに基づいています。長生きしても介護が

必要になる高齢者が増えた日本では、介護予防の取り組みの中から、いくつかの技術を開発してき

ました。この中から、いつでも、どこでも、だれでも取り組めるプログラムとして、ロコモティ

ブ・シンドローム予防のロコトレ、認知症予防のコグニサイズを組み合わせたエクササイズを選ん

で、福岡県からバンコク都に伝えて、都民に普及することにしました。普段の生活習慣で足腰を鍛

える機会が少なく、転倒骨折して要介護状態に陥るリスクが高く、頭の運動と体の運動を組み合わ

せて生活する習慣が根付いていない状態を改善するためには、ロコトレとコグニサイズが有効な介

護予防になると考えたからです。 

福岡県のポピュレーション・アプローチによる地域づくりによる介護予防推進支援事業をモデル

として、まずはバンコク都の複数の関係部局が参加する介護予防推進協議会及びその地域部会とい

う位置づけで２つの保健センター内に、推進組織を立ち上げました。協議会には、介護予防に必要

となるツールキットの開発及び介護予防の指導者となる人材養成の推進及び介護予防政策の立案を

行いました。福岡県側関係者は、この協議会において、介護予防の普及について指導助言いたしま

した。それぞれの保健センターでは、職員の中に介護予防のインストラクターになる人材 5名ずつ

を養成しました。さらに保健センター内に 1か所ずつプロジェクト・サイトを設定し、住民に介護

予防活動を普及するボランティアとして 5名ずつコミュニティ・トレーナーを養成しました。その

上で、インストラクターとコミュニティトレーナーの協力で、それぞれのプロジェクトサイトの住

民（当初 30 名ずつ）に介護予防のプログラムを普及し、その活動をモニタリングし、指導助言を

行いました。 

その結果、プロジェクト・サイトで介護予防プログラムに参加した住民の体力及び主観的健康観

には改善・維持が顕著にみられました。閉じこもり Home-bound 状態にあった人が活動に積極的に

参加されるようになり、社会的に良好な状態 Social well-beingを取り戻された事例もありまし

た。こうしてプロジェクトの有効性を認識したバンコク都は、都内 66 か所全部の保健センターで

新たに 237名のインストラクターを養成しました。それぞれのプロジェクト・サイトでは、新たな

コミュニティ・トレーナーの養成も始まりました。政策面でも、保健部は介護予防のポピュレーシ

ョン・アプローチを普及し、社会発展部はディンデーン地区内の高齢者活動センターで、文化スポ

ーツ観光部はハッピーセンターで、医療サービス部は JICAの推進するシームレスケアのプロジェ

クト S－TOPとの連動を考えながらハイリスク・アプローチとの連動を考えるようになりました。

こうしてバンコク都の介護予防プロジェクトは、国内外で関心を呼ぶようになりました。 
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この間、バンコク都の保健部、医療サービス部、社会発展部、文化スポーツ観光部及び国際部の

皆さん、保健センター４及び保健センター５６のスタッフの皆さん、プロジェクト・サイトとなっ

たディンデーン地区及びカオサンジェット地区の皆さんの熱心な取り組みと福岡県保健福祉部関係

各課、適切な講義と指導をしていただいた専門家の皆さん、視察を受け入れてくださった筑紫野

市、久山町、北九州市の皆さんのご協力を高く評価したいと思います。 

最後に、プロジェクト・マネ―ジャーとして関わらせていただいた名誉に感謝するとともに、折

に触れ、謳わせていただいた日本の民謡「刈り干し切りうた」の一節をここに記してこれからの関

係者各位の一層のアクティブ・エイジングへの取り組みを祈念いたします。 

“ここの山の刈り干しヤすんだよ 明日は田んぼで稲刈ろうかヨ” 

 

 

バンコク都庁舎前で、バンコク―福岡のプロジェクトチームと参加者 
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バンコク都における高齢者介護予防推進プロジェクト 

事業評価報告書 
 

1. バンコク都の人口高齢化の現状と課題 
 

1.1 バンコク都における高齢者人口の現在の状況及び将来の動向 

 2018 年 12月 31 日現在の住民登録システムのデータによると、バンコク都の総人口は 548 万人、

そのうち 60 歳以上※の人口は 102 万人であり、高齢者の総人口に占める割合は 18.63％となってい

る。男女別にみると、男性は 424,908 人で、41.62％を占め、女性は 596,009 人で 58.38％となって

いる。高齢者人口の大部分が前期高齢者（60～69歳）であり、586,731人で、高齢者人口の 58％を

占めている。 

バンコク都は 2020 年には高齢者人口の割合が 20％超の「完全高齢社会」(Complete aged 

Society) に到達すると予測される。地区別のデータ調査では全ての地区が高齢社会であり、うち

サムパッタウォン区は「超高齢社会」（Super-aged society）となる。 

 

バンコク都の各年代別高齢者数 

 

 
 

※タイ国の基準では高齢者人口は 60歳以上とされ、その人口割合が 20％に達したときから 

完全高齢化社会とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

バンコク都の年代別の高齢者数 

2018 年 12 月現在 

70-79 歳 

28％ 80-89 歳 

12％ 

60-69 歳 

58％ 

その他 

2％ 

90-100 歳 

2％ 

100 歳以上 

０％ 

中期高齢者 

284,074 人 

後期高齢者 

150,112 人 

前期高齢者 

586,731 人 

125,584 人 

23,072 人 

1,456 人 



4 
 

バンコク都の人口構成 

 

 
 
バンコク都における高齢者率の傾向 
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バンコク都行政区における高齢社会分布図 

 
出典：バンコク都戦略評価部 

 

 
高齢者数の増加・増加傾向は、当然ながら社会経済や医療および公衆衛生サービスに対して悪影

響を及ぼし、この影響を避けることはできない。 

高齢者の中には糖尿病や高血圧等の慢性疾患（NCDｓ）を持つ者は少なくない。さらに、運動の習

慣がなく糖分、塩分、脂肪分共に多いこってりした食生活など、伝統的なライフスタイルに伴う管

理の難しいリスク要因もあり、慢性疾患及びその他の疾病のリスクは増加し、それに伴い医療や介

護をはじめとする様々なケアやサービス提供という行政の責務がさらに増大している。 

 

2014年、バンコク都は高齢社会への移行に対応する準備として、「第 1期バンコク都生活

の質向上計画（2014 年～2017 年）」を策定した。これは、国家高齢者計画第 2版（2002 年～2021

年）の実施成果によるもので、「バンコク都の高齢者の生活の質は高く、生きる価値と幸福を享受

している」という目標を達成するためにバンコク都の高齢者施策担当部署の相互協力のもと、同じ

方向性で策定した計画を継続的に実施・推進していくために、高齢者自らの意見も含めて各部署か

らの提言をまとめたものである。 
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1.2 高齢者介護により増加する医療費 

 
 

 
出典：介護保険システム：タイに適合したシステム  タイ開発研究所 2017年 

 
  

 

 

 

 

 

3,400 
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1.3 社会コストの増大―増える若年層への負担 

 タイ社会において、高齢者介護は家庭内で行うという伝統的な規範は後退し始めている。伝統的

な拡大家族は核家族へと変化し、就労世代は地方から都市へと移動し、女性が家庭外で担う労働の

役割が増加し、農村から都市へと社会は大きく変容している。 

高齢者１人に対する現役世代人口の比率をみてみると、現行は 1人の高齢者を現役世代約 4.5人

で支えているが、今後 14年ほど先には、上述の比率は明らかに低下し、たった 2.5 人の現役世代

で高齢者１人を支えることになる。 

 

このことは、社会に依存する高齢者介護に関する問題をさらに生み出すことになる。世話をする

人がいない寝たきり・閉じこもり高齢者、認知症等で自立できないまたは生活に制限があるのに子

供たちが日中働きに出ている間は誰も世話をする人のいない高齢者の問題。 

たとえ家族で介護をする人がいても、介護者の負担は少なくない。さらに、高齢者が亡くなった

後も、介護者は就職、結婚等の様々な社会的機会を失う可能性がある。 

既存の公衆衛生サービスや社会サービスの制度では、要介護の状態にある人たちに対して提供で

きるサービスは限定的で、継続的ではない一時的な支援を受けることしかできない。現状の社会制

度では、高齢者介護は負担を生み、介護できる人手や資金などの態勢が整っていない家族、そして

住民サービスに対して悪影響を及ぼすということである。 

（国民健康保険制度における要介護高齢者向けの公衆衛生介護システムサービスの手引きより） 
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２バンコク都の高齢者施策と計画 

  
2.1 保健分野における高齢者施策と課題 

 

 バンコク都は、高齢人口が年々増加している点を重要視しており、それは特に高齢者人口に言及

し、バンコク都を安全で幸福な都市にするという 2013 年～2016 年のバンコク都知事の施政方針に

も表れている。 

まず初めに、都内の高齢者をはじめとするリスクグループの住民を災害から守るために早急に災

害管理センターを設立する。一貫した介護の施策方針を定め、様々な形で高齢者の健康管理に住民

にも参加してもらうように展開し、高齢者の生活の質の向上を図る。例えば、高齢者健康増進セン

ターのサービス機能充実と拡大、自宅訪問や在宅サービスの回数の増加、老人保健リハビリテーシ

ョンのサービスの開始、医療機関または地域の保健センターでのリハビリービスの増加、介護モデ

ルコミュニティの開発、介護者の介護能力の向上および公衆衛生ボランティア（バンコク都ボラン

ティア）の養成による地域住民の参加の推進などである。 

 

 現在、バンコク都は 1つの特別事業、5つの迅速実施政策、19の緊急推進事業を発表し、継続し

て効率的に行政、発展、諸問題の解決を行うための施策を策定した。高齢者に関係する政策は、5

つの迅実施するべき政策のうちの 2項目を占めており、以下の通りである。 

 

政策２「便利・行きやすい・暮らしやすい・分かりやすい。」 

「全ての人々を気遣う心の交差点」事業として地域の民間企業の協力のもと主要道路の交差点の開

発を奨励する。国際的バリアフリー整備基準に即して障害者や高齢者、そして一般の住民が生活道

路として使用しやすい「安全で便利な交差点」として整備し、必要な設備を導入するとともに他の

地域への計画展開を目指す。 

 

政策４ 「高い生活の質・暮らしの質、環境、安全へのケア。」 

「バンコク・スペシャル・ケア」事業。これは行政区主催のレクリエーション活動、知識や技能

の向上、医療や公衆衛生サービスへの車いす対応車を含むミニバンでの送迎実施など、迅速かつ利

用者の便宜を優先しながら高齢者特有のニーズを配慮して行う高齢者ケアである。 

  

 

高齢者に関係する都市計画 

 

 高齢者に関係して実施されたバンコク都の計画は５つあり、それらは①バンコク都開発 20ヵ年

計画（2013年～2016年）、②第 1期バンコク都開発計画（2013年～2017 年）、③第 2期バンコク

都開発計画（2018 年～2021 年）、④バンコク都行政計画（2013年～2017 年）そして、⑤第 1期バ

ンコク都高齢者生活の質向上計画（2014年～2017 年）である。 

 

①  バンコク都開発 20ヵ年計画（2013 年～2032年） 

バンコク都が策定したバンコク都 20ヵ年計画（2013 年～2032 年）では開発の方向性の規定が主

題であり、2032年までにバンコク都が「アジアの首都」となるという将来の構想が規定されてい

る。この 20 年間のバンコク都開発計画は６次元の主要な戦略で構成されており、それは安全な首

都、緑豊かで便利で快適な首都、みんなのための首都、コンパクトな首都、民主主義の首都、そし

て、経済と学びの首都である。 

 バンコク都の高齢者人口の生活の質の向上を重視した戦略は、戦略２の「みんなのための首都」

に言及した戦略である。 
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 上述の戦略では、高齢者に関する詳細な戦略項目が規定されている。例えば、「安全な首都」戦

略の中ではサブ項目として「都市住民の健康促進」では食品の安全管理により高齢者の生活習慣病

の罹患率を低下させること、サブ項目「高齢者への施設提供」では下記の目標を定めている。 

１) 行政サービスからの対象漏れを防ぐため、全ての住民をカバーする最新の高齢者データベー

スシステムを配備する。 

２)公共施設には高齢者に配慮した設備を設ける。例えば公衆トイレ、建物の上り口、歩道、エ

レベーターのスロープ、横断橋など基礎的な公共設備の改築を行ったり、車いすや転倒防止の

手すりなど高齢者に配慮した設備を増設する。 

３) 社会格差の縮小のため、全面的な支援が必要な高齢者に対する福祉を整備する。貧困の度

合いに応じ包括的で十分な手当金の支給、言語、技術、職業的な技能向上訓練への費用免除、

公共交通機関の運賃軽減、質の高い生活施設の整備、高齢者向け病院の増床、貯蓄や地域のフ

ァンドから就業や起業への支援が受けられるようにする。 

 
② 第１期バンコク都開発 20ヵ年計画（2013年～2017 年） 

 第１期バンコク都開発 20 ヵ年計画（2013年～2017 年）または、略称「５ヵ年計画」は 2032 年

のバンコク都の６次元の将来の構想から発案された。それは安全な首都、緑豊かで便利で快適な首

都、みんなのための首都、コンパクトな首都、民主主義の首都、そして、経済と学びの首都であ

り、これらを実施目標として発展させ、第１期バンコク都開発 20ヵ年計画（2013年～2017 年）に

明記される高齢者に関係する問題に責任を持つ部門によって明白かつ具体的な成果を測る指標が定

められた。 

 

③ 第２期バンコク都開発計画（2018 年～2020年） 

上述ような対策を行っても認知症や転倒による要介護患者の増加が認められるので、高齢者と

高齢者への移行期の双方の世代に対して健康管理意識を高める必要がある。 

そこでバンコク都は、以下の戦略に沿って第２期バンコク都高齢者の生活の質向上計画（2018 年

～2020 年）と協調したプロジェクトを立ち上げた。 

 

戦略１ 全ての世代が質の高い高齢者となる準備をする。質の高い高齢者世代へ突入するた

めの準備として幼児期からライフステージの各世代における積極的な対策に重点を置く。 

 

戦略２ 高齢者の支援と自立促進。経済的、社会的そして健康面において自立し、可能な限

り長く社会の発展に貢献する人材であり続ける高齢者となるための施策。そのためにも高齢

者の健康作りとセルフケアを促進する。 

 

戦略３ 高齢者の保護。高齢者が名誉と尊厳のある安定した生活を送ることができ、必要に

応じて保護を受け、基本的権利を保護されることを目的とする 

 

戦略４ 高齢者支援関連業務を向上させるための統合的な運営管理。高齢者の生活の質向上

を共同の目的とするバンコク都の関係部署と関連機関、さらに、外部の連携機関との統合的

な運営管理による効率化を目指す。 

 

戦略５ 研究、情報システム、技術、イノベーション及びモニタリング評価の促進・開発。

バンコク都の高齢者に関する施策及び業務の実施を推進するために情報、研究、技術面のイ

ノベーションを促進することを目指す。 
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バンコク都の高齢者ケア  

高齢者ケアは以下の 3つのグループに分けられる 

 

通常のグループ 閉じこもり高齢者 寝たきり高齢者 

‐定期健診 

‐心身、社会的な健康の促進 

‐運動・食事・心の健康 

に関する活性化の促進 

‐老人クラブや高齢者学習セ

ンターなどの社会参加の支援 

‐元気高齢者の表彰 

‐ボランティア活動参加支援 

 

‐定期健診 

‐疾患グループ別の健康促進 

‐高齢者に適した環境づくり 

‐閉じこもり高齢者のコミュ

ニティや社会への参加を促進 

‐在宅でのヘルスケア 

 

‐在宅ヘルスケア 

‐リハビリテーション 

‐日常生活動作（ADL）の評価 

‐作業療法 

‐介護者の研修と能力の向上 

 

 

 

 

バンコク都の介護予防のしくみ 
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2.2 医療サービス分野における高齢者政策と課題 

 
 医療サービス部はバンコク都に付属する機関であり、中央病院、タクシン病院、ジャルーンプラ

チャーラック病院、ルアンポータウィーサックチュティナタロウティット病院、ウェチャガールン

ラット病院、バンコク都ラートクラバン病院、ラーチャピパット病院、シリントーン病院、バーン

クンティアン高齢者病院、クロンサームワー病院、バンコク都バーンナー病院を含む全９カ所の提

携病院の運営を管理・監督する役割を担っている。病院の運営記録では、医療サービス部管轄の病

院を受診する高齢者は増加傾向にあることが分かった。ほとんどの高齢者が様々な病気の症状を併

せ持っており、複数の専門医に診察してもらう必要があるため、高齢者が病院に来る頻度が増え、

必要以上のサービスを受けたり、重複して薬を服用したり、１カ所では足りずに複数の病院を掛け

持ちしたりしている。 

さらに、医療ケアに連続性がなく、退院後は継続してケアが受けられない。疾患の再発を引き起

こすリスク要因に直面した場合は、再び元の症状の治療に戻らなければならない。そのため、医療

サービス部は中期高齢患者のケア、帰宅前のケア、自宅での継続的なケアを含んだ総合的に高齢者

の健康を維持するための質の高い高齢者クリニックの設立が必要となった。 

 

 

2.2-1 質の高い高齢者クリニック 

 医療サービス部は高齢者の慢性疾患を初期段階から発見することを目的に、様々な専門医チーム

の支援を得て、総合的な観点から高齢者の健康をケアするため、質の高い医療を提供する 9カ所の

病院に高齢者専門クリニックを設立し、クローンサームワー病院に高齢者総合クリニックを開設し

た。 

以下は高齢者クリニックで行っている高齢者の健康状態評価サービスの内容である 

 

① 問診 医師による診察で健康状態のチェック 

② 高齢者の健康リスク評価 

  －評価項目に沿って高齢者の日常生活を営むための能力を鑑別する。 

   （バーセルインデックス日常生活動作 Barthel Activities of Daily Living: ADL） 

  －２つの質問によるうつ病症状の評価（２Ｑ） 

  －視覚障害のスクリーニング：視力検査（Visual Acuity Test） 

  －OSTA indexによる骨粗鬆症リスクの評価 

  －知能指数評価（Modified IQ CODE）        

  －栄養状態の評価 

③貧血検査、血糖値検査、血清脂肪、腎機能検査等の血液検査による疾病スクリーニング 

④排泄コントロール機能スクリーニング 

 ⑤転倒リスクのスクリーニング 

⑥服薬、口腔ケア、食事療法、リハビリ等の高齢者への総合健康カウンセリング（高齢者総合ク

リニックでのみ実施） 

 

専門家チームによる高齢者健康診断の様子 
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高齢者クリニックサービスを受けられる医療サービス部所属の 10か所の病院 

 
バンコク都総合病院 

火曜日 8：00‐12：00 

水曜日 8：00‐12：00 

（100 周年記念ビル 16階） 

 

 

タクシン病院 

月曜日 13：00‐16：00 

火曜日 13：00‐16：00 

（管理ビル 1階） 

 

 

 

 

ジャルーングルンプラチャーラック病院 

火曜日 8：00‐12：00 

水曜日 8：00‐12：00 

木曜日 8：00‐12：00 

（72 周年クイーンズビル８階） 

 

 

ルアンポータウィーサック 

チュティナタロウティット病院 
火曜日 8：00‐12：00 

木曜日 8：00‐12：00 

（多目的ビル２階） 

 

ウェチャガールンラット病院 
火曜日 8：00‐12：00 

木曜日 8：00‐12：00 

（外来棟２階） 
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バンコク都ラートクラバン病院  
火曜日 8：00‐12：00 

金曜日 8：00‐12：00 

（管理棟１階） 

 

 

ラーチャピパット病院 
月曜日－木曜日 
 8：00‐12：00 

 

 

シリントーン病院  
水曜日 8：00‐12：00 

金曜日 8：00‐12：00 

（シリントーン病院サービス棟２階） 
 

 

バーンクンティアン高齢者病院 
火曜日 8：00‐12：00 

金曜日 8：00‐12：00 
 

 

 
2.2-2 高齢者の亜急性期におけるシームレスなサービス提供モデル開発プロジェクト 
 (The Project on Seamless Health and Social Service Provision for Elderly Persons: S-TOP) 
 

  医療サービス部所管のラーチャピパット病院はタイにおけるモデル８県のうちの１つであるバ

ンコク都の代表として、亜急性期の高齢患者の退院までの中間ケア（Intermediate Care）事業を

国際協力機構（JICA）と協力して S-TOP プロジェクトとして実施している。2019 年 8 月 20 日には

保健大臣から、優れた事業に授与される名誉の盾を授与された。 
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2.3 福祉分野における高齢者政策と課題 
 

2.3-1 高齢者の社会参加と活躍支援 

1）農業、家政学、美術、公衆衛生、言語と文学、文化と慣習の６つのカテゴリーにおいて保護や

継承に値する知識や技能を持つ地域の高齢者に、次世代への伝承や普及の機会を提供すること

で、高齢者の社会参加と活躍を支援する。優れた技能の持ち主には表彰の盾を授与するととも

に、「高齢者の知恵」紹介ブースを設置し、ウェブサイト www.oldisyounginbkk.com 及び

www.bangkok.go.th/social で紹介する。 

 

2）高齢者に適した職種での就業を促進し、コミュニティの高齢者に対して病院の高齢者クラブや

保健センターで美術や手芸、ハーブ加工などの職業訓練の場を提供する。また、バンコク都に

10カ所ある職業訓練学校では菓子製造、タイ料理、婦人服など６分野 90 科目以上の短期職教

育科目を開講している。 

 

2.3-2．高齢者の安定収入のための支援制度 

1）商売を始めるための費用や日々の生活費、医療費、住宅建設または修復に関する費用の補

助、消耗品の提供など生活困難に陥っている高齢者を援助、サポートする。ここでいう高齢者と

は元気高齢者だけではなく、閉じこもり高齢者や寝たきり高齢者も含む。さらに、得た収入を保

護するために、生活困難に陥っている高齢者のいる家庭については、子供や青少年、女性、障害

者も支援の対象としており、これは生活難に起因する高齢者のストレス状態の緩和や心理的問題

を軽減する助けとなっている。 

 

2） 2019年予算から高齢者生活支援金を支給する。バンコク都では 780,683 人が支給対象にな

る。 
 

3）高齢者が宗教、慣習に従った葬儀が受けられるよう、葬儀費用の補助を行う。 

 

4）「家族のための貯蓄管理・債務問題解決推進センター」から高齢者のための財政計画作りを

支援する。計画の策定、銀行口座の開設、貯金に関する情報やアドバイスを提供する。 

  

5）無料の老人ホームである「バーンバーンケー２高齢者ケア施設」の運営。入居条件はバンコ

ク都内に住民登録している 60歳以上の女性で、健康面では自立しているが、低所得、扶養者が

いない、または家族が貧困のために扶養できない、あるいは同居して世話をできる家族がいない

など生活や住居に関する困難を抱えている人達である。医療・リハビリ、機能訓練、福祉サービ

ス、レクリエーション及び運動などのサービスが受けられる。また宗教、慣習に従った葬儀のサ

ービスもある。 

 

6） ディンデーン高齢者サービスセンターの運営。リハビリテーション、サウナ療法、運動教

室、外国の音楽、タイ音楽、舞踏芸術、ダンスなどの高齢者クラブ（デイセンター）の形で高

齢者に対してサービスを提供する。センターのサービスは無料であり、本人の関心や希望に応

じたサービスを提供することで高齢者を支援する。 

 

2.3-3．質の高い老後への準備 

 老後も質の高い生活を送る準備のために専門知識を提供するセミナーを企画・実施する。 
 

http://www.oldisyounginbkk.com/
http://www.bangkok.go.th/social
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2.4 文化・スポーツ分野における高齢者施策と課題 

 
 文化スポーツ観光部は、バンコク都の「高齢者の生活の質向上計画」に従い、現在第 2段階

（2018-2021年）の事業実施中である。その内容は、高齢者の生活振興と元気づくりを目的に、社

会参加を促すコミュニティの育成、社会の高齢者への配慮の促進、高齢者学校の設置、全世代交流

施設であるハッピーセンターでの高齢者のスポーツ、レクリエーションイベントへの参加促進、高

齢者向けのレクリエーション活動の開催、全ての世代が共に楽しめるイベントの開催などのサービ

スの提供である。具体的には、水中エアロビクス、ダンス、歌唱、太極拳、西洋碁、チェス、ヨ

ガ、リズムエクササイズ、職業訓練、外国語教室などを開催した。 

ハッピーセンターでは、当事業の指導者研修で得た知識を応用し、認知症防止と健康促進のため

の教室を設置した。施設面では、高齢者の利用受け入れのため、スロープ、段差解消、手すりや高

齢者用トイレ設置等の改善を行った。 

 

 

2.5国際交流分野における高齢者施策と課題 

 2006 年 2 月 8 日、バンコク都と福岡県は

友好提携協定を締結した。その協定に基づ

き、両都市は、経済、環境、青少年や文化

などの交流活動を協力して行っており、

2013 年 3 月にはバンコク都が急速に高齢社

会へ突入していることを受け、当時のバン

コク都知事（スクムパン・ボリパット氏）

が小川洋福岡県知事と協議し、公衆衛生面

でも協力することとなった。 

 バンコク都は、現在増加する医療費の対

応、介護の能力・技術を持つ人材の不足など解決しなくてはならない様々な問題に直面している。

一方で日本はすでに高齢社会を経験しており、健康長寿の促進や、公的介護制度の整備において素

晴らしい取り組みをしていることが世界的にも知られている。 

 そこでバンコク都知事は福岡県知事に友好提携協定の枠組みを通して上述の問題への支援を要請

した。福岡県はタイの公衆衛生システムを調査し、タイには日本のような介護保険制度がないこと

を知った。老年期における傷病の際には治療は大きな負担となる。その後、2016 年 10 月には福岡

県の関係部署がバンコク都との合同会議に参加し、上述のプロジェクトを実行するモデルサイトを

探した。両都市は高齢者の健康づくりにおいては介護予防を模索することが傷病治療よりも優れた

方法であり、タイならではのコミュニティの繋がりという強みを活かしてプロジェクトの技術を開

発・普及できると認識した。コミュニティリーダーを教育する前に知識体系を公衆衛生に関係する

職員に伝達し、2016年 12 月に各関係部署は協定書の完成に至った。 

2017 年 2 月、決定しているプロジェクトの開始に合わせバンコク都保健部と福岡県医療保健部との

間で覚書（Memorandum of Understanding）を作成、バンコク都知事と福岡県知事の間で高齢者介

護予防政策への協力を含む友好協力協定覚書調印式が行われた。 
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３. 事業の開始に至る経緯 

 

 介護予防推進プロジェクトは福岡県とバンコク都の協働によるプロジェクトである。2006 年２月

に福岡県とバンコク都は友好提携協定を締結し、上述の友好提携締結の下、経済や環境、青少年、

文化などの分野において交流し、知識を共有してきた。 

 2013 年 3 月、当時のバンコク都知事であったスクンパン・ボリパット氏と福岡県知事が協議を大

なった。バンコク都は高齢化社会に急速に突入しており、その当時のデータによると、バンコク都

には 5,592,057 人以上の居住者がおり、そのうち高齢者は 967,481 人に達し、高齢者人口は全体の

17.3％を占めている。そしてそのことに起因して、医療費の増加、介護予防の技術や能力を備えた

職員の不足、高齢者の在宅ケアを支援する制度の欠如など多くの分野で課題に直面していた。 

 そこでバンコク都は認知症の予防及び日常生活動作能力の低下予防を内容とする介護予防プロジ

ェクトを、技術交流とコミュニティとの協働によって実現すべく、日本の福岡県から高齢者施策に

関する技術協力交流を行うことになった。 

 2015 年１月に合同会議が開催され、当時バンコク都副知事であったプサディータームタイ女史は

高齢者介護予防に関する諸政策の実施状況の視察のために福岡県を表敬訪問した。 

 その後、2016 年１月に福岡県保健医療介護部はバンコク都と協議を行い、保健部の職員に対する

技術指導を実施することとした。さらに 2016 年 10 月上述のプロジェクトを実施するモデルサイト

を調査・選定するために再びバンコク都を訪問した。 

  両都市間の友好提携締結 10 周年の機会に、バンコク都知事は福岡県知事に高齢者政策に関

して再び協力を要請した。福岡県はこのプロジェクトの協働を承諾し、2017 年 2 月から 2020 年 1

月までの 3 年間の実施期間で、JICA から草の根技術交流事業の委託を受けるという形で実施するこ

ととした。 

 

 2016 年 12月 22 日にはバンコク都保健部部長と福岡県医療保健部部長の間で JICA 草の根技術協

力事業「バンコク都における介護予防推進プロジェクト」覚書の締結が行われた。2017 年 2月にバ

ンコク都知事と福岡県知事は高齢者介護政策を含む友好協力強化覚書に共に署名し、それと同時

に、保健部部長が福岡県の保健医療介護部と介護予防分野での協力に関する協定に署名した。介護

予防推進プロジェクトまたは PLCPP は具体的に始動し、２カ所のモデルサイトの保健センターにお

いて実施されることになった。 

プロジェクトの推進協議会のメンバーとして保健部の他、医療サービス部、社会開発部、文化スポ

ーツ観光部、国際室が参加することとなった。 

 
 

2017 年 2 月 21 日、バンコク都知事と福岡県知事が「バンコク都における介護予防推進プロジェクト」実

施のための友好協力協定覚書に調印 
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4. 事業の概要 

 

4.1 事業の目的 

 

 バンコク都における基本的な介護予防の体制の構築。担当部署と住民ボランティアを通した介

護予防に関する正しい理解の普及、ポピュレーションアプローチによるバンコク都全体への展開。 

 
4.2 事業のアプローチーどのような方法で実施するか 

 

  ロコモティブシンドロームとは、立つ、歩く、走る、座るなどの基本動作の能力低下により日

常の生活に支障をきたす疾病群であり、動作に関係する筋肉、骨格、関節、軟骨、椎間板、脳、脊

椎、末梢神経などの運動器系（Musculoskeletal system）の異常から起こるものである。 

 今回は、このロコモティブシンドロームと認知症予防に焦点を絞り、インストラクターとコミュ

ニティトレーナーを養成し、定期的に活動を進めることで、介護予防事業に取り組むこととした。 

 

 

4.3 事業の関係者 

 

 バンコク都は福岡県と介護予防推進協議会とプロジェクトサイトの地域部会を設立した。協議会

はバンコク都保健部、国際室、医療サービス部、文化スポーツ観光部、社会開発部で構成される。 

バンコク都と福岡県の協議によってバンコク都保健部がメイン担当部署となり、医療サービス部と

共に、コーディネーターである国際局を通じて福岡県と事業を実行している。運営の流れと構成員

は以下の通り、役割に応じて２つの段階に分けて、運営している。 
 

 

運事業営の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者介護予防推進協議会 

実施計画策定 

 
 

指導者（インストラクター）養成 

コミュニティトレーナー養成 
 

地域部会 

コミュニティにおける活動の運営 

地域住民 
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高齢者介護予防推進協議会 

1．介護予防事業推進協議会のバンコク都メンバーは下記のとおり。 

役職 協議会での役割 バンコク都の所属 

保健部次長 委員長 総括 保健部 

バンコク都総合病院副院長 委員 医療サービス部 

シリントン病院副院長（医療分野） 委員 医療サービス部 

援護社会福祉課長 委員 社会開発部 

研究課長 委員 医療サービス部 

援護社会福祉課長 委員 社会開発部 

国際局長又は課長代理 委員 事務局 国際部 

第４保健センター・ディンデーン４所長 委員 保健部 

  第 56 保健センタータップチャルーン所長 委員 保健部 

保健看護課長  委員 保健部 

ディンデーン高齢者センター長 委員 社会開発部 

健康推進課長 委員及び秘書 保健部 

個人健康及び家庭健康推進係長  委員及び秘書補佐 保健部 

スリラット ナルニラナート 渉外担当 国際部 

ニラーポン ポントゥー 委員及び秘書補佐 保健部 

         

2.介護予防事業推進協議会の役割は下記のとおり 
1)介護予防事業への理解と協力を得るために、外部関係者と連絡調整を行う。 

2)介護予防事業を実施している間の問題や課題などの解決をする。 
3)介護予防事業実施結果のモニタリング及び評価をする。 

4)事業推進協議会としての職務を果たすこと。 
5)事業期間中は年３回以上協議を行い、活動の方針や改善について意見交換を行う。 

 

介護予防推進協議会地域部会(モデルサイト運営実行委員会)  

1第４保健センター４ ディンデーン地域部会メンバーは下記のとおり 

役職名 役割 バンコク都の所属 

第４保健センター所長 委員長 保健部 

地域保健推進係長 副委員長 医療サービス部 バンコク都総合病院 

ディンデーン区コミュニティ開発係長 委員 ディンデーン行政区事務所 

看護総務課長 委員 第４保健センター 

アイヤラー チョムシー 委員 第４保健センター看護師 
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ディンデーン地区コミュニティ責任者 委員 ディンディーン区 

ポンニパット ピンスワン 委員及び秘書 第４保健センター 看護師 

カノワン  センサムリポン 委員 第４保健センター 看護師 

 

第 56保健センター タッブチャルーン地域部会メンバーは下記のとおり 

役職 役割 バンコク都の所属 

第 56保健センター所長 委員長 保健部 

地域保健推進係長 副委員長 医療サービス局 シリントン病院 

地域開発係長 委員 カンナーヤオ行政区事務所 

看護総務課長 委員 第 56保健センター 

ガオセンジェト地区コミュニティ責任者 委員 カンナーヤオ区 

ワラーポン  プルクスントン 委員 第 56保健センター看護師 

ナンタワディー  プタソン 委員及び秘書 第 56保健センター看護師 

パサモン プチャワニクン 委員及び秘書補佐 第 56保健センター看護師 

 

2.地域部会の役割は下記のとおり 

1.介護予防事業に関する理解と協力を得る為に外部関係者との連絡調整を行う。 

 2.介護予防活動を実施している間の問題や課題などの解決をする。 
 3.介護予防活動参加者のモニタリング及び結果評価をする。 

 4.受けた任務を果たす。 

 5.事業期間中は少なくとも年に３回以上の協議を設け、活動に関する意見交換を行う。 

 
4.4  事業に投入されるリソース(人材、資機材等) 

 
 

プロジェクト運営における 4 つの主要な構成要素は、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 人材  
  

 

事業運営 

1.高齢者介護予防推進協議会 

2.地域部会 
 

人材養成 

1.インストラクター 

2.コミュニティトレーナー 
 

ツールキットの作成 

１指導の手引き・ハンドブック 

２活動とモニタリング用具 

３活動啓発 DVD 

 

モデルサイトでの活動 

１活動場所の確保。 

２活動参加者の年齢４０歳以上 

３CTが週１回継続して活動を運

営できる 
 

PLC 
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 1指導者(インストラクター)養成研修会  
 

  2 ヶ所のプロジェクトサイトから選別された人達がバンコク都及び福岡県で開催された計 2回  

 の研修会に参加し、知識を習得し、指導者(Instructors)になった。 

  

 指導者の役割 

 －活動実施計画の策定。 

 －介護予防事業のターゲットとした住民から活動参加者の選出。 

 －ポピュレーションアプローチの手法を用い、コミュニティートレーナーに住民リーダーと 

   しての役割を習得させる。 

   －地域の条件に合わせて活動プロセスを調整し、サポートする。 
   －介護予防活動実施中の安全確保 

   －バンコク都と福岡県で行うコミュニティートレーナー養成研修に参加する。 

 

2. 財務と予算  
 

 プロジェクト運営予算の内、主な予算は独立行政法人国際協力機構（JICA）から委託事業という 

形で支援を受け、その他一部はバンコク都保健部の保健センター整備用の予算を使用した。 

 

3. ツールキットの作成  
 
3.1 指導者用の介護予防活動実践ガイドライン 3.2 コミュニティートレーナー 用テキスト 

   

 

 

 

 3.3 活動参加者用ハンドブック 3.4 介護予防活動啓発 DVD 
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3.5 下肢筋力を調べる立ち上がりテスト（stand up test)用ボックス 

 
3.6 ツーステップテスト用シート 3.7 ハンドグリップテスト用握力計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8 タイムアップアンドゴーテスト用ストップウオッチ 3.9 コグニラダー用ラダ 
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 4. 運営方法  
      1 プロジェクト運営 
    - 意見交換や活動計画策定を行う為に事業推進協議会を定期的に設けること。 
    - 福岡県の専門家、2か所のプロジェクトサイトの指導者とコミュニティトレーナーが合 

  同で明確な活動計画を策定すること。 

      - 活動が定期的かつ継続に行われる為の活動実施計画があり、指導者と参加者の間のコミ 

  ュニケーションが出来ること 

 - 継続的に活動結果のモニタリング、評価、監督を行うこと。 
  

   2 活動の流れ 

   - 地域診断 

   - 各保健センターが活動実施計画を策定する。 

   - 高齢者に活動に参加してもらうように広報する/住民向け説明 

   - ターゲットとした高齢者を活動参加者として選出する。 

    - 毎週の活動を記録する 
 
       3 活動結果の評価 

   - データ（情報）の記録が漏れなく正確に行われること。 

     - データ分析をすること。 

 

 4-4 事業のアウトプット 

 

  1.高齢者介護予防推進協議会及び地域部会がバンコク都に設立される。 
  2.2か所のプロジェクトサイトにおいて、介護予防活動を推進するための指導者が養成される。 

  3.2で養成された指導者により、コミュニティトレーナーが育成される。  
  4.コミュニティトレーナーによる介護予防活動が両プロジェクトサイトで定期的に実施される。 

 

5. 事業の実施内容 

  
１年目 仏歴 2560年（2017 年） 

1 バンコク都保健部部長と福岡県保健医療介護部長の間で、JICA 草の根技術協力事業「バンコク

都における介護予防推進プロジェクト」に関する覚書に署名 

2 プロジェクト実行委員会の設立 

3 2017 年 1 月、5 月及び 11 月の計 3 回、プロジェクト実行委員会会議を開催 

4 活動を実施するモデルサイトとして第４保健センターディンデーン及び第 56 保健センタータプ

ジャルーンの 2 か所選定し、実施する地域、指導者、コミュニティトレーナーを選定。活動参

加者及び広報担当を選定。コミュニティの診断を行い、活動実施計画を作成する。 

5 2 回の指導者養成研修。第 1 回目を 2017 年 2 月 7 日から 9 日、バンコク都にて開催し、第 2 回

目の福岡県での指導者向け研修を 2017 年 7 月 3 日から 7 日の日程で実施。 

６． コミュニティトレーナーへの座学と実技研修。第 1 回目を 2017 年 11 月 13 日から 16 日、バン

コク都にて開催し、第 2 回目の福岡県でのコミュニティートレーナー向け研修を 2017 年 12 月

4 日から 8 日の日程で実施。 

7 活動ツールキットを以下の通り作成。指導者のための手引き、コミュニティトレーナーのため

の手引き及び活動参加住民のための活動手帳、しおり、そして介護予防啓発 DVDを作成。 

8 バンコク都のインストラクター15名が 2018年 5月 21日から 25日の間、福岡県を見学、研修の

ため訪問。 

9 記録DVD 撮影 
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10 2018年 1月 20日、ディンデーン地区フレットディンデーンとカンナーヤオ地区ガオセーンジェ

ットの 2 か所のモデルサイトの住民を対象としたバンコク都における介護予防プロジェクト実

行開会式を開催。 

 

2 年目 仏歴 2561 年（2018 年） 
1 住民説明会。週に 1 度、活動参加者の体力測定と住民との活動を実施。 

2 プロジェクトを実施している 2か所のモデルサイトをモニタリングするために３回訪問し、打

合せを実施。 

3 プロジェクト実施の中間報告会を開催（Midterm Report)。 

 

3 年目 仏歴 2562-2563年（2019 年-2020年 1月） 

  
1 プロジェクトを実施している 2か所のモデルサイトをモニタリングするため９回訪問し、打合

せを実施。 

2 プロジェクト開始から終了まで継続に実施した活動の成果の評価及び分析。 

3 プロジェクト実施の最終報告会を開催（Final Report）。2020 年 1 月 

 

 

  5-2 プロジェクトサイトにおける介護予防活動及び活動モニタリング  

1. プロジェクト広報活動 

2. プロジェクト参加申し込みの受付開始 

 2.1 プロジェクト参加者の資格は 40歳以上であること。 

                2.2 運動機能低下の危険性または認知症のリスクがある。  
                2.3 健康になりたい人である。 

2.4 膝痛、関節症、または骨や筋肉に関わる事故を起こしたことがない。 身体の動きに関

する障害がないこと。 

 3. プロジェクトはコミュニティの場所で開催する。 

 4. プロジェクトの目的を説明する。 

 5. 毎週活動を実施する。毎週月曜日（保健センター4）と毎週木曜日（保健センター56）に

活動項目があるようにして、活動の内容を毎月刷新する。各活動は以下の通りとする。 

 

5.1 活動の準備と場所の準備及び認識を共有するためのコミュニティトレーナーの合同会

議。OSS（バンコク都ボランティア）が毎回参加者の登録を行い、血圧を測る。 

5.2 挨拶と談話、CTによるレクリエーション 

5.3 インストラクターや他職の方による健康に関する重要な理解などについての講演 

5.4 PLC活動を始める前のストレッチ 

5.5 5分間水を飲んで休憩 
5.6 片足立ちとスクワットのロコトレ 2種類  

   5.7 コグニサイズ運動（コグニウォーキング、コグニステップ、コグニラダー） 

5.8 踊りやタイのパスロップダンス、脳トレーニングゲームなど楽しさを重視したその

他の活動。 

5.9 籠作りや帽子作り、絵を描く、石鹸作りなどの創作活動。 

5.10 お祭りや様々な行事の日に沿った活動 

     5.11 クールダウン 

     5.12 実行した活動のまとめと次回の予定 
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5-3 介護予防活動のための取組み 
 

2018 年の取組み 

1 毎回知識の取得とセットになった、楽しさを重視した活動を実施 

2 ロコトレとコグニサイズを併せた介護予防運動を継続的に実施。 

3 活動に多様性を持たせるため、宗教上や文化的な行事の日の活動を実施。 

4 地方への社会見学を実施。 

2019 年の取組み 

1.Tシャツや布製バックなどの記念品をいつも活動に来ている参加者に授与。 

2. 運営の課題についての問題を知り、解決の方法を探る手助けをするためにコミュニティ

トレーナーと打合せや話し合い。参加者の食事の費用に関する問題があることが分かっ

た。  
 

2018 年から 2020 年までの取組み 
1. プロジェクト参加者の経歴を登録 

2. プロジェクト参加前の体力測定と結果を記録 

3．ロコトレ）とコグニサイズ）を週に 1回、2018 年 2月から 2020 年 2月まで 2年間実施 

4. 6か月毎にプロジェクト参加後の体力測定と結果を記録 

5. 統計の情報収集して比較し、活動の実施計画を適切に調整 

 

（活動継続の原則 ） 

⚫ 定期的な体力測定と測定結果の報告は、参加者の意識づけになり、今後活動を継続してい

く上でのモチベーションになる。参加者が健康の向上に関する結果を明白な形で見られる

と、活動参加において励みになり、たとえ成功といえる結果にならなくてもプロジェクト

参加者に身体の状態をより改善する決意を持たせる。 

⚫ 参加者と関係を築き、参加者へ心遣い、感想を聞くようにすることが、参加者にプロジェ

クトへの愛着を持たせ、継続して活動に参加する意欲につながる。 

⚫ 様々な活動を行う、グループに名前を付ける、地元の文化や祭りに関係した活動をするな

ど運動の雰囲気を楽しいものにする 

⚫ 1日 1回、参加者の誕生日会をするなど参加者を大切にする姿勢 

⚫ 証明書の授与やグループリーダーに登用するなどして、参加者に感謝と応援を表す 

⚫ 点数集計ノートを作り、賞品と交換するための点数をつける。賞品は価値が高いものであ

る必要はないが、心情面での価値またはプロジェクト側が苦労せずに手配できるもの、例

えば医療サービスである基本的な採血検査や健康診断、リラックスのためのマッサージな

ど。  

 

６ 事業の評価 
 

6-1 プロジェクト全体の評価 
 

6.1.1 バンコク都職員の介護予防に関する理解度 

 バンコク都は、地域に適した介護予防活動を展開することができる。2 か所のモデルサイトの指

導者である保健センター職員は介護予防に関する知識と理解があり、活動を実行してきた知識と経

験をふまえて他の関係部署向けの介護予防実践ガイドラインやその他のツールを作成することが出
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来る。また、保健センター66 か所 237人の保健部の職員に知識を伝達することができ、同じ水準の

活動を老人クラブや担当地域に近い地域コミュニティにも展開できる。さらに、社会開発部や文化

スポーツ観光部の職員などの他部署に所属する職員に対して研修を行うこともできる。 

 
介護予防活動理解度アンケートの結果 

回答者 回答数 (N=10) 割合（％） 

性別   

 1. 男性 32 13.50 

 2. 女性 205 86.50 

年齢    

 1. 20-29  歳 14 5.92 

 2. 30-39  歳 69 29.11 

      3. 40-49  歳 70 29.53 

      4. 50-59  歳 84 35.44 

職種   

 1. 医師 31 13.09 

 2. 看護師 143 60.33 

 3. ソーシャルワーカー 52 21.95 

      4. セラピスト 1 0.42 

      5. 公衆衛生業務担当官 7 2.95 

      6. 運動指導者 3 1.26 

 

アンケート設問 回答と割合 

「自信をもってできる」を５、「全然できない」

を１として自分に当てはまる数字を回答する 

5 4 3 2 1 

1．なぜ介護予防の取組みが必要か、説明することがで

きますか 
96 

(40.51) 
 

123 
(51.90) 

 

16 
(6.75) 

 

2 
(0.84) 

 

0 
(0.00) 

 

2．ロコモとは何か、説明することができますか。  80 
(33.75) 

132 
(55.70) 

20 
(8.44) 

5 
(2.11) 

0 
(0.00) 

3．ロコモを予防するためのロコモーション・トレーニ

ング（ロコトレ）とはどのようなものか、説明すること

ができますか 

66 
(27.84) 

147 
(62.02) 

18 
(7.60) 

6 
(2.54) 

    0 
(0.00) 

4． ロコトレを実演して教えることができますか 51 
(21.51) 

150 
(63.30) 

33 
(13.92) 

3 
(1.27) 

0 
(0.00) 

5．認知症とは何か、説明することができますか.  93 
(39.24) 

122 
(51.48) 

20 
(8.44) 

2 
(0.84) 

0 
(0.00) 

6. 認知症を予防するためのコグニサイズとはどのよう

なものか、説明することができますか 
80 

(33.75) 
130 

(54.86) 
25 

(10.55) 
2 

(0.84) 
0 

(0.00) 

7. コグニサイズを実演して教えることができますか。  66 
(27.84) 

135 
(56.97) 

35 
(14.77) 

1 
(0.42) 

0 
(0.00) 

8. ロコトレ、コグニサイズを活用した介護予防活動

を、今後の行政施策に活用することができると思います

か。 

92 
(38.81) 

118 
(49.79) 

27 
(11.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9. 介護予防活動を継続的に実施するためには、住民を

ボランティアとして参加させることに意義があると思い

ますか。 

90 
(37.98) 

116 
(48.94) 

31 
(13.08) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 
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6.1.2協議会、人材育成研修の開催回数、介護予防ツールキットの作成状況等 

高齢者介護予防推進協議会（＋指導者とコミュニティトレーナー研修会）は、2017 年に 6 回、2018

年に 5回、2019 年に 3回、計 14回行われた。 

第１回  2017年 2 月 6日から 9日までバンコク都にて介護予防推進事業の開会及び事業実施に向け

た準備の為の協議会など、以下の 3つの活動を行った。 

 1．2017 年 2月 6日にバンコク都医療サービス部バンコク総合病院にて介護予防推進事 

     業のキックオフミーティング 

2．2017 年 2月 7日に第 56保健センターの会議室で第 1回協議会。 

3．第 1 回介護予防活動指導者研修会。第 56保健センターと第 4保健センターの各保健セン 

 ターの 5人の指導者が参加。 

  

第２回  2017年 5 月 22日から 26日までバンコク都にて介護予防推進事業協議会。 

指導者が教材として使用するため第 56 保健センターで動画撮影（DVD）を行い、第 2回協議

会を行った。協議の目的は、協力協定の枠組みに沿ってプロジェクトの進捗状況をフォロー

アップし、掲げた目標を達成させること。本会議では福岡県が以下の提案をした。 

 1．バンコク都に介護予防に関する基本内容を紹介し、調整して適用するように。 

2．ツールの使い方と改善を指導。 

3．活動実践計画の策定、プロセスや活動実施手順書の作成 

4．参加者の合意事項を策定 

5．人材育成、指導者向け研修及び手引きの作成 

6．2つのモデル地域の見学。今回の見学目的は介護予防事業を実行するのに適切な場所で 

 あるかどうか、そして、家屋の性質、地域の構造、環境、人口と高齢者の人口、コミュニ 

 ティ内の活動、及び市民参加の状況などの地域診断。 

7．実践ガイドラインや活動実施手引きの作成及び活動実施プロセスの指導。指導者の役 

 割、コミュニティトレーナーの役割、そして各指導者の役割分担の確認。今回の会議は主 

 に指導者を中心にして指導、最初は指導者である保健センターの職員向けの手引きまたは 

 介護予防実践ガイドラインの作成をしなければならない。 

 

第３回  2017年 7月 3日から 7日まで福岡県にて第２回介護予防活動指導者研修会。 
1. 基本的な理論及び実践方法の習得。 

2. 高齢者ケアの活動を実施している施設の視察。 

3. 介護予防事業による高齢者ケア活動の運営方法、参加者の体力測定や記録方法の理解。 

4. 活動実施計画の策定方法の習得  
5. 毎月の実践計画の策定方法の習得。 

6. 毎回の活動日誌の記載方法の習得。 

7. ロコトレに関しての指導者研修。 

8. コグニサイズに関しての指導者研修。 

  

第４回  2017年 9月 4日から 7日までバンコク都にて介護予防推進事業協議会。議題は、実行した   

 活動、現在実行している活動及び未だ実行していない活動について。 

1.今まで実施してきた活動の成果 

2.実施中の活動 

3.これから実施する活動計画  
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4. 2017年 8月から 12月までの間に介護予防推進事業のコミュニティトレーナー研修会を決  

 定。福岡県が研修会を設ける前の段階でバンコク都保健部の職員が第 56 保健センターと第

4保健センターの各センターの 5人の CT、計 10人に対し研修会を開催。 

 

第 5回  2017 年 11月 12 日から 17日までバンコク都にて第１回コミュニティトレーナー養成研修

会。 

  今回のコミュニティトレーナー養成研修は福岡県側と共に行い、主な講師はバンコク都保健部  

 の職員で、第 56保健センターのセンター長、第 4保健センターのセンター長、各センターの指導 

 者２名、健康推進課の職員などであった。 

 

第６回  2017年 12 月 4日から 8日まで福岡県にて第２回コミュニティトレーナー研修会 

研修プログラムは下記の通り 

１日目  研修ガイダンス：研修日程の内容と日本滞在中の注意事項について説明 

2 日目  久山町自治体住民による介護予防活動の視察：介護予防の一環として「い    

        きいき百歳体操」を取り入れた高齢者地域活動を視察し、運営方法につい 

       て学んだ。コグニサイズ促進協力施設として国の認定を受けている社会福 

       祉法人幸友会ひよりを訪問し、コグサイズによる認知症予防の取組を視察 

       し、取組み方法について学んだ。 

3 日目 筑紫野市自治体住民による介護予防活動の視察：ロコトレ、コグニサイズを 

取り入れた地域活動を見学し、コミュニティトレーナーの役割について学ん

だ。翌日のグループワークの進行方法についての説明。 

4 日目 コミュニティトレーナーによる介護予防活動の組み立てに関するグループワ 

ーク：11 月にバンコクで行った介護予防活動コミュニティトレーナー研修で

学んだことを踏まえ、研修参加者が自分の考えで介護予防活動のプログラム

を考え、発表した。 

   まとめと振り返り：研修で学んだ内容をまとめて、コミュニティトレーナーとして今 

     後の活動にどう役立てるかを考えた。  

    リュックサック、握力計、メジャー、計算機、ストップウォッチ等の活動用 

教材を保健センター（2ヶ所）のコミュニティトレーナー10人と指導者へ贈 

呈。 

 

高齢者介護予防推進事業の２年目、2018 年をプロジェクトを実施する年と設定した。 

 

第７回   2018年 1月 20日から 25日までバンコク都にて介護予防推進事業協議会 

2018年 1 月 20日、ディンデーン第４保健センター地区公園でプロジェクトのグラ

ンドオープニングセレモニーを開催し、高齢者によるパフォーマンス、体力測定、

ロコトレ(Locomotion Training)、コグニサイズ(Cognicise)などを実演。 

 

2018 年 1 月 25 日、タッブチャルーン第 56 保健センターのカオセーンジェットコ

ミュニティ地域でプロジェクトのグランドオープニングセレモニーを開催した。参

加者は、カンナーヤオ地区事務所、カンナーヤーオ地区成人教育センター、ノパラ

ットワチラ看護大学などの第 56 保健センターのネットワークパートナーの代表者、

カンナーヤオ地区のコミュニティーの責任者、元国会議員、保健ボランティアや活

動参加者などの計 200名。 
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第 8回   2018年 2月 5日から 8日までバンコク都にて介護予防推進事業協議会。 

協議内容は次のとおり 

１． 報告書を提出することで、本事業の達成率の把握ができ、双方が理解を共有するた

めに福岡県側が今までの会議内容をまとめて報告した。 

２． ２つの保健センターは毎月の活動計画書を立て、活動プログラムを週ごとに分け

る。また、この活動計画書を福岡県に毎月提出する必要がある。 

３． 次年度以降に事業成果を展開する方法やガイドライン。 

４． 2 か所のモデル地域を見学し、指導者とコミュニティトレーナーで策定した 計画に

沿った介護予防活動を観察。視察結果を踏まえて正しい運営に関するアドバイスと

フィードバックをする。 

  

第 9回  2018年 5月 21日～25日まで福岡県にて介護予防推進事業の研修会 

本研修は、去年２月から開始した介護予防事業が２年目を迎えた介護予防活動指導者フ

ォローアップ研修会である。 

今回の研修の目的 

1. コンピューターゲームを活用した介護予防の手法 

2. コグニサイズ（応用編） 

3. 介護予防活動の継続的な運営手法について。 

4. 歯科衛生士が支援する、介護予防のための口腔機能維持プログラム 

5. 医療機関における介護予防の取り組み。 

１日目の午前  九州大学芸術工学研究院での研修。 

 テーマは、 コンピューターゲームを活用した介護予防の手法 

     「ヘルスケア(Health care) ＋ IoT (Internet of think) ＋ エンターテイメント  

     (Entertainment) 」だった。 

午後 社会福祉法人幸友会ひよりで応用編コグニサイズ活動の習得。 

(内容)バンコク都での介護予防活動で実施している基本的なコグニサイズに新たな

運 動・認知課題を加え、住民が課題レベルを上げながら継続的に取り組めるプロ

グラム開発手法を学んだ。 

２日目の午前   北九州市立高蔵市民センターでの研修。 

 テーマ：介護予防活動の継続的な運営手法について 

（内容）  介護予防活動への住民参加が継続的・効果的に行われるための施策につい

て学んだ。 

午後 小倉リハビリテーション病院の視察 

 テーマ：医療機関における介護予防の取り組みについて 

（内容）リハビリテーション病院が支援する、地域の介護予防活動事例を学び、医 

  療機関や専門職と連携した介護予防活動の支援の意義を理解した。 

３日目午前  福岡県側による高齢者介護予防推進協議会。 

協議事項：今後の事業実施方向について。 

介護予防活動結果報告（ビデオ映像）についての指導。 

３年目の方針、介護予防活動結果の評価等について。 

タイ音楽にあった創作体操を活用した介護予防活動継続の工夫。 
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午後   研修前に設定していた介護予防活動の運営等に関する課題が今回の研修で解決   

できたかを確認し、今後の介護予防活動において研修の内容をどのように活用する

かを検討した。 

 

第 10 回  2018年 8月 20 日から 28日までバンコク都にて介護予防推進協議会。 

協議内容は次のとおり 

１． 介活動実施ガイドラインの説明、活動実施計画の中間見直しと次年度事業展開 

計画の策定。事業中期の活動結果報告は 2019年 1月に予定。 

２． 指導者（Instructors）向け手引き、コミュニティトレーナー向け手引きや参

加者用手帳などの活動に使用しているガイドラインの内容を見直し、改善。 

３． タイ音楽を入れてもっと楽しく、より包括的で理解しやすくなる内容の新た

な DVD を作成、事業展開する時にも使用する予定。 

４． 活動参加モチベーションを高める為にポイント集める制度でプロジェクトの

持続性を作る方法についての講義。 

５． 情報収集のガイドライン、統計的な情報分析と質の高い情報は、成果の発表

や事業実施から得られる学びにおいて重要で基本的な情報である。予防介護

活動やガオセーンジェットの 2回目の体力測定の DVD を見ながら、福岡県の

専門家に上記活動に関する助言を受けた。 

 

第 11 回  2018年 11月 19 日から 23 日までバンコク都にて介護予防推進協議会。 

協議内容は次のとおり 

1． バンコク都内の他地域へ事業展開に使用する VDO の撮影。 

2． 事業中期のプロジェクトサイトで活動結果についての報告は 2019 年 1月に決

定し、68 ヶ所の保健センターの職員、医療サービス部の職員、社会開発の職

員、文化スポーツ観光部の職員、2 ヶ所のプロジェクトサイトの住民などの

計 300 名の参加者を想定。 

 

2019年には介護予防推進事業が３年目を迎え、主に事業結果の評価や事業展開を行う。 

  

第 12 回 2019 年 1月 21日から 24日までバンコク都にて介護予防推進協議会。 

１ 事業成果中間報告会を行った。福岡からの専門家、バンコク都の幹部、各部署 

 の関係者、68ヶ所の保健センターの職員が参加した。 

２．事業を実施上の問題の報告、そして問題解決方法のアドバイスを受けた。 
３．地位部会でカンナーヤオ区役所に活動を実施する場所の改善や掃除などへの支  

  援の要望があった。 

４．活動に必要な用具への支援が不足している問題。 

５．第 56保健センターは、セーンアルン地域などの他地域へ事業展開をする予定と 

  なる。現在地域の高齢者クラブが実施している活動にロコトレやコグニサイズ   

  などを毎月取り入れる予定。 
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第 13 回 2019年 6月 10日から 14日までバンコク都にて介護予防推進協議会。 

  １．3年目の事業評価の準備についての会議。 

２．福岡側が指導者育成研修を視察。地域で６グループを各 2 日ずつ研修実施。 

 

第 14 回 2019年 9月 2日から 6日までバンコク都にて介護予防推進協議会。 

１．双方に関係する計画を協議。 

２．３年目の事業実行計画を策定。 

３．事業終了後の報告の手法を決定。 

４．プロジェクト評価方法。 

 

第 15回 2019年 11月 24日から 27日までバンコク都にて介護予防推進協議会。 

  最終報告会の準備と、最終報告書の内容検討、指導者のスキルアップ研修等 

 

第 16回 2020年 1月 20日と 22日にバンコク都にて介護予防推進協議会。 

  最終報告会の次第、最終報告書の内容最終修正、総括協議 

  

2020 年 1月 21日 事業最終報告会開催 

  会場：バンコク都内プリンスパレスホテル 

  福岡から小川県知事、バンコク都からソ-ポーン副知事が参加 

  その他バンコク都の関係者、政府保健政策関係者、研究者、活動参加者など約 300 名が参加。  

  事業成果のプレゼンテーションや活動功労者への表彰式などが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
最終報告会で功労者表彰を受けるコミュニティトレーナー達 
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6.1.3 指導者研修について 

 

 モデルサイトである第４保健センターと第 56 保健センターの職員は、66 ヶ所の保健センターの

職員向け研修会を設けた。グループに分けて 6 回の研修を行い、2 日間の研修を理論的な講義１日

と実践演習１日に分けて行った。研修内容は下記の通りである。 

 

内容 方法 
-バンコク都における介護予防(PLC)推進事業について概要・基本知識 - 講義  

- ロコモティブシンドローム (Locomotive Syndrome)  
- ロコトレ (Locomotion Training) 

- 講義 

- デモンストレーション 

- 認知症について  
- 介護予防運動とコグニサイズ( Cognicise) 

- 講義 

- デモンストレーション 

- 指導者 (Instructor)の役割 - 講義 

- 体力測定 (Body test)方法 - 講義 

- 介護予防活動のツールキットの使い方 - 講義 

- 地域の住民活動の実施と流れ - 講義 

 

プロジェクトで養成された指導者の数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

南部バンコク 

トンブリ県

の北部 
中央バンコク 

東部バンコク
กรุงเทพตะวนัออก 

南部バンコク 

トンブリ県

の南部 
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養成された指導者の地区と職種 

 地域名 

研修受講者の職種 

医師 看護師 ソーシ

ャルワ

ーカー 

公衆衛

生技官 
リハビ

リ士 

カウン

セラー 

スポー

ツ指導

者 

合計 

1 北部バン

コク 
4 18 7 1 - -  30 

2 中央部バ

ンコク 
5 25 11 1 - -  42 

3 東部バン

コク 
4 25 8 1 1 - 3 42 

4 南部バン

コク 
10 31 11 1 1 -  54 

5 トンブリ

県の北部 
4 27 8 2 - -  41 

6 トンブリ

県の南部 
4 17 7 1 - -  29 

合計 31 143 52 7 2 - 3 237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保健センター第 4、第 56 の指導者と福岡の専門家チーム 
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6.1.4 プロジェクトサイトにおける介護予防活動の実施回数と参加人数 

 
保健センター第４での活動実施回数と参加者数の推移（2018 年 2月―2019 年 12 月） 

 
 

保健センター第 56での活動実施回数と参加者数の推移（2018 年 2月―2019 年 12月） 

 
 
 ※2018 年 2 月から 2020 年 1 月までの 24 か月間の総活動回数は 178 回、延べ参加者人数は 5,822 人 

 （2 サイトの合計） 
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6-2 介護予防活動に参加した住民の変化への評価 

6.2．1 モニタリング結果その１体力測定 
        
①握力テストの活動 18 ケ月後の比較→ 左側緑の部分で握力が改善している 

（横軸：2018 年 2月の結果 縦軸：2019 年 8月の結果（単位 Kg）） 

 

右手           左手 

 
③ タイムアップ・アンド・ゴー・テスト活動 18 か月後の比較→ 右下緑の部分で改善 

（横軸：2018 年 2月の結果 縦軸：2019 年 8月の結果 単位:秒） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ※椅子から立ち上がり、徒歩で３ｍを往復する時間を計測して歩く力とバランスがわかる 



35 
 

 
 

④ 開眼片足立ちテストの活動 18カ月後の比較 →左側緑の部分で改善 

（横軸：2018年 2月の結果 縦軸：2019 年 8月の結果 単位:秒） 

 

右脚 左脚  

 ※片足立ちできる時間を２回測って良い方を記録。静止立位時のバランス力がわかる 
 
 

⑤ ２ステップテストの活動 18カ月後の比較 →左側緑の部分で改善 

（横軸：2018年 2月の結果 縦軸：2019 年 8月の結果 単位:ｍ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※つま先をそろえた位置からできるかぎり大股で 2 歩歩き、距離を測る→歩幅や転びやすさの評価 

 （2 歩幅÷身長＝2ステップ幅） 
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⑥ 立ち上がりテストの活動 18カ月後の比較（2018 年 2月と 2019 年 8月の比較）  

→93.85％が現状維持、6.15％が改善し、状態が悪くなった参加者はいなかった。 

 

 ※両腕を組んだ状態で、反動を

付けずに立ち上がり、3秒間保持

することができるかをチェック

する。下肢の筋力や転びやすさ

がわかる 

 

 
 

⑦ ⑤と⑥の検査結果からの参加者のロコモ度の活動 18カ月後の変化 

2018 年 2 月と 2019 年 8月の結果を比較→ほとんどが現状維持し、悪化した参加者はいなか

った。6.15％が軽度のロコモ状態から非該当へ改善した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ロコモ度の判定方法 
  ①どちらか１つに該当するとロコモ度１判定 
   ―立ち上がりテストで片脚で４０ｃｍの台から立ち上がれない 
   －２ステップテストの値が１．３未満 
 

② どちらか１つに当てはまるとロコモ度２判定 

－立ち上がりテストで、両脚で２０ｃｍの台から立ち上がれない 

－２ステップテストの値が１．１未満 

  
 
 

ロコモ非該当で 

現状維持 
 

ロコモ度１から非該当へ改善 

6.15% 
 

ロコモ度１で現状維持  

ロコモ度２で現状維持 
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6.2．2 モニタリング結果その２ 介護予防・認知症チェックリストの結果 

 

2018 年 2月 1日と 18カ月後の 2019年 8月 4日のセルフチェックの結果を比較 

１ロコモティブシンドローム →参加者の 70.77％が改善を自覚した。 

セルフチェック項目 

a.片足立ちが 5秒間できない 
b.家の中でつまずくことがある 

c.階段を上るのに手すりが必要 

d.やや重い家事が困難になった 

e.2㎏の荷物を持ち歩きが困難 

f.15 分続けて歩くことができない 

g.転ぶことに不安を感じる 

 

2もの忘れ →参加者の 58.46％が改善を自覚、35.38%が現状維持と答えた。 

セルフチェック項目 

a.周りの人から物忘れを指摘される 
b.置き忘れやしまい忘れが目立つ 

c.今日が何月何日かわからない時がある 

 

 
3閉じこもり・意欲の低下 →参加者の 43.08％が改善、55.38%が現状維持と答えた。 
 

セルフチェック項目 

a.週に一度も外出していない 
b.毎日の生活に充実感がない 

c.これまで楽しんでいたことが楽しめな

くなった 

d.以前は楽にできていたことがおっくう

になった 

e.自分が人の役にたっている感じが

しない 

f.理由もなく疲れた気がする  
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6.2．3 モニタリング結果その３ 日常生活動作チェック（ADL/IDAL）       
 

 （2018年２月と 2019年 8月の結果を比較） 

１．日常生活動作（ADL ）項目のセルフチェック結果→96.92%が現状維持 

  

 チェック項目 
a.人の手を借りずにトイレに行ける 

b.人の手を借りずに入浴できる 

c.自分で衣服の着替えができる 

d.介助なしで食事ができる 

e.介助なしで歯磨きができる 

f.介助なしで整髪ができる 

g.夜は問題なく眠ることができる 

 

２．手段的日常生活動作（IDAL）項目のセルフチェック結果→83.08 %が改善を自覚 

 

チェック項目 
a.部屋の整理整頓ができる 

b.料理ができる 

c.住居や庭の掃除ができる 

d.洗濯をし、洗濯ものをたたむことが 

できる 

e.車や自動車の運転ができる 

f.公共交通機関を使って外出できる 

 

 

 
 

 
プロジェクトサイトでのモニタリングテストの様子 
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6-3 プロジェクトサイトの変化に関する評価 
  

6.3.1 初期登録メンバーの参加率の推移  

 
 

※1：棒線は月ごとの延べ参加者数の合計と、モニタリングの対象となる登録メンバー(Registered 

  Member) の延べ参加者数の推移。(2サイトの合計) 

※2: 折れ線は当該月の登録メンバーの総登録者数（2サイト計 70名）に対する参加率の推移 

        
 
 6.3．2 プロジェクトサイトへの外部からの視察、取材等の記録        
 

 1. 2018年 3月 15日 

国際部主催 「姉妹都市上級職員のための国際協力セミナー」の視察 
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2. 2019 年 11月 21日  

 ナコンラーチャシマ県第 9 保健センターが第 56 保健センターのプロジェクトサイトを視察 

           
 
3．2019 年 11月 27日 

 タイ国総合診療医学会／家庭医学会が保健センター第４プロジェクトサイトを視察 

      
 

 

活動がメディアで紹介された事例 

 

 1．2018年 3月 12日から 16日 

 バンコク都国際部が海外の姉妹都市から国際交流実務担当者の代表団を招き、姉妹都市と

の優れた協力事業（ベストプラクティス）の活動を視察する、「国際協力のための姉妹都市

上級実務者セミナー」において福岡県との協働事業で介護予防推進プロジェクトがケースス

タディとして紹介された。行政、専門家、コミュニティの協し、成果を出す実施方法を示

し、3 年間にわたって継続して活動を実施していることを報告した。第 56 保健センターの

管轄であるガーオセーンジェットコミュニティのプロジェクトサイトでの活動視察しでは、

多くの外国の視察者が関心を示し、事業の管理者である医師や看護師に質問をした。 
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 2.2019年 4月 22日から 24日 

第 7回 ASEAN 加盟国首都リーダー会議（7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN 

Capitals: MGMAC ）上級担当者会議において、バンコク都が議題の一つとして、「高齢化社

会および都会の高齢者ヘルスケア政策」として介護予防推進事業を提案した。バンコク都同

様に高齢化社会問題に直面しているシンガポールの代表者が多大なる関心を寄せた。 
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 3．2019年 6月 26日～28 日 

「持続可能な未来にむけた協力ネットワーク強化（Enhancing Cooperative Network for 
Sustainable Future）」を主要な議題とした第 7回 ASEAN 盟国首都リーダー会議が都内シャ

ングリラホテルにて開催された。主要な目的は、首都のリーダーが経験を分かち合う場を設

け、ASEAN 枠内の協力関係を都市レベルで強化すること ASEAN 域内における首都間の密接な

関係をさらに堅固なものにすること、そして、持続可能性のあるパートナーシップに焦点を

当て、国家レベルの ASEAN 諸国会議の決議をガイドラインとし、各加盟国参加の強化を重視

したものである。この中でバンコク都は介護予防事業を紹介した。筋力強化のための高齢者

のエクササイズ方法のビデオを上映し、保健部の担当者が参加者に体力測定のデモンストレ

ーションを行った。非常に多くの ASEAN 加盟国の首都リーダーや会議参加者が関心を示し、

デモンストレーションに参加した。 
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その他、国内での活動紹介事例 

 

仏歴 2561年（2018 年） 

 

 
1. 2018 年 1月 30日 

バンコクカルチャーセンターで開催された高齢者健康用品見本市でデモンストレーション 

    
 
    
 
 
 
 

 

2．2018年 6月 14日 

タイ国高齢者サービス団体フォーラムに参加して介護予防推進事業を紹介          

 
 

 

3．2018年 6月 14 日 

「保健・環境衛生イノベーション」(Innovation Public Health and Environmentで活動紹介  
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5．2018年 6月 20 日 

チャンネル28バンコクTVの「サイアム・タイアップデート」に保健部次長が出演して介護予防事業

を紹介 

    

       

 
 
6．2018年 7月 12 日 

バンコク都下水処理部の職員を対象に介護予防についての知識を指導 
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7. 2018年 7月 18 日

“チャンネル28バンコクTVの「サイアム・タイアップデート」に指導者が主演して「バンコクのPLC

事業」を紹介 

 
 

 
8. 2018 年 7月 19日 

マヒドン大学アセアン健康開発センターでの「持続可能な健康増進に関するセミナー」 
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9. 2018 年 8月 3日 

マヒドン大学医学部関係者へ介護予防活動を紹介 

   

        
 
         
10. 2018年 8月 7日から 9 日まで 

インパクトアリーナ・ムアントンタニで開催された「生活習慣病対策フォーラム」 に紹介ブースを

出展 
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11．2018年 8月 17日  

「バンコク・ヘルス・ワーキング・エイジ」セミナーに出展 

                  

         
 
12．2018年 8月 4日 

バンコク第 1都庁舎で開催された「住民の健康推進奉仕を行う僧侶のためのセミナー」に出展 
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仏歴 2562 年（2019 年） 

 
１．2019年 1月 21日 

 アンバサダーホテルで定年退職前のバンコク都職員に介護予防のための運動習慣を紹介 

              
 

 
2．2019 年 2月 22日 

 BMA 関係部局の「高齢者政策プレゼンテーション会議」に活動紹介ブースを出展 
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3．2019 年 4月 10日 

 タイ・ジャパニーズ・スタジアムの「高齢者の日」イベントに活動紹介ブースを出展  

 
 

 

4．2019 年 4月 24日 

 「ASEAN 首都リーダー会議上級職員会議 2019」に活動紹介ブースを出展 
 

              
 
5．2019年 6月 20 日  
「第 7回 ASEAN首都リーダー会議プレスコンファレンス」に活動紹介ブースを出展 
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6．2019 年 6月 27日 

 ASEAN 首都リーダー会議に活動紹介ブースを出展 

                       
 

                              
 
 

7．2019年 7月 19 日から 21 日まで 

ジャカルタ(インドネシア)で開催された “ACTIVE AGING CONFERENCE & EXPO”で活動紹介 
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8．2019 年 9月 12日 

 「企業における健康増進・環境衛生推進会議」オープニングセレモニーで活動を紹介、プラユッ

ト首相も体力テストに参加した。 

 
                             
                             
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9．2019 年 10月 11日 

「国際高齢者の日のイベント」コミュニティトレーナーが活動紹介 

          
 
 
10．2019年 11月 10日 

「AIA 100 RUN イベント」(大手民間保険会社主催のマラソン大会) 

            
 
 



52 
 

 
11. 2019 年 11月 15日  

 バンコク都職員退職者クラブのセミナー 

 

 
 

 
 
12．2019年 11月 21日  

ナコンラーチャシマ県第９保健センターによる第 56 保健センターのプロジェクトサイト視察 
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13．2019年 11月 23、24、27日  

ディンデーンのタイ・ジャパニーズ・スタジアムにて開催された“クールな高齢者イベント” にブ

ース出展。 

 
          
 
           
 
 
 
 
 
 
2019 年 11月 27日  

タイ国総合診療医学会／家庭医学会が保健センター第 4プロジェクトサイトの活動視察 
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7. 政策提言 

 
 7-1 保健分野における介護予防の展開にむけての提言 

バンコク都保健部は、全世代のバンコク都住民の、その中でも特に心身共にケアを必要と

する高齢者に対して健康増進、疾病の予防と管理、医療およびリハビリテーションなどを提供

することで、健康的で衛生的な状態へと導く責任を担う部門である。 

 

バンコク都は様々な高齢者ケア制度を設けているが、現在は年齢とともに健康が悪化して

行く高齢者への福祉制度の整備的なものであり、後手の対策となっている状況である。それゆ

え、可能な限り自立できる健康な高齢者となるべき心構えが重要である。ゆえに、特に 40歳

以上の成人を対象とした、介護予防事業の実現を推進すべきであり、本事業をバンコク都全

体、および全国に普及すべきである。それにより、将来の高齢化社会問題に対処することがで

きる。 

本事業を通じ、保健部の職員は、事業の概念、実施方法、実践計画策定、情報収集方法、事

業実施の成果評価、関係機関との協力を学んだ。そして、現役世代の都民に対しても将来健康

で、丈夫で、介護を必要としない（または介護の必要性を遅らせる）高齢者となれるよう予防

を行い、健康の悪化を可能な限り防ぐのに役立つ方法を提供できることを学んだ。そのために

は、健康増進の新たな知識を用い、転倒のリスクを減じる目的での筋肉強化の運動と認知症予

防のコグニサイズ重点を置いた活動を行う。将来的に持続可能な展開ができるよう、住民参加

型、および地域参加型の活動様式を取り入れる。インストラクターと呼ばれる保健センターの

指導者やコミュニティトレーナーに介護予防の知識と技術を深めさせ、養介護予防に関する知

識や理解を住民に指導できるように人材養成を行う。 

またさらに、モデルサイトとして選抜したコミュニティで介護予防のモデルを作り上げ、今

後他の地域へも事業を展開していく。 

保健部は本事業を実施するにあたり、プロジェクトサイトから以下の教訓を得た。 

住民に高齢化に向けての心構えを促すことで、家族にも心構えや知識が共有されること、高

齢者の重要性に目を向け、正しい介護できるよう、高齢化社会を支える政策を設けるべきであ

る。そして、バンコク都が目に見える形で成果を実感でき、持続可能な政策運用を行うことが

できるよう、介護予防推進を保健部の通常業務とするべく取組みを進めてゆくべきである。 
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バンコク都における介護予防モデル (PLC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実行委員会の設

置 

コミュニティの選定 

コミュニティの診断 

– 都民の情報 

– 世帯数 

– 高齢者の情報（高齢者比率、ADL 分類、家族情報の

状況、実施した活動など） 

– 医療情報（転倒、骨折、認知症、糖尿病 等） 

– コミュニティ内の様々な施設 

 

コミュニティ内のボランティアの選択（地域リーダー） 

– 40 歳以上 

– コミュニティの人々に受け入れられている 

– 介護予防活動の概念と利点を認識する 

 

実施事業 

– 事業目標（指標） 

– プロセス 

– 問題と解決策 

ツール：介護予防活動実施計画 

介護予防活動（PLC） 

ツール 

1）指導者向け手引き 

2コミュニティトレーナー向け手引き 

3）介護予防活動計画 

4）参加者用手帳 

4）ツール（DVD、ラダー、ステップテ

ストシート、立ち上がりテストボック

ス、椅子、握力計、ストップウォッ

チ） 

活動を週に一度実施する 

– ロコモ予防エクササイズ 

– コグニサイズ 

実施のモニタリング 

– 指導者（Instructors）の

選定 

– 指導者（Instructors）の

研修 

 

コミュニティトレーナー 

指導者（Instructors） 

コミュニティにおける実施

ガイドライン 

– 事業の広報 

– 事業参加者への説明会 

– 事業参加者の選定（参

加者）35 人 

– 40 歳以上 

– 元気高齢者/閉じこも

り高齢者 

ツール： 

– 申込書 

– 事業参加への同意書 

活動に参加する都民 
（参加者） 

評価 

問題および問題解決のガイドライン 

ツール： 
PLC のためのガイド
ライン 



56 
 

7-2 医療サービス分野における介護予防の展開にむけての提言 

バンコク都医療サービス部は、医療サービス部に所属する 9か所の病院を利用する高齢者へ

のサービスを実施している。それは、階段、トイレ、スロープ、手すり、車いす、道順を示す

看板などの高齢者向けの院内設備を含めたものである。高齢者が治療を受けるまでに長い時間

をかける必要がないように、迅速サービス窓口も開設し、初期段階で病気を発見し、速やかに

治療計画を立てるために専門家チームで高齢者に特化した健康状態スクリーニングを行う質の

高い高齢者クリニックのサービスにも取り組んでいる。 

医療サービス部は本事業の推進協議会への参加によって得た知識を、部の病院において一

般的な病気のケアや予防のために受診した高齢者や親族に応用して提供している。 

その中には、高齢者のための筋力体力強化エクササイズや、急性期や亜急性期を脱した高齢

者の退院準備のためのケアなどである。親族への在宅ヘルスケアの指導も行っている。 

退院後の高齢者を対象に、今後の生活の質を高めて行くことを目的に保健センターや行政区

事務所と協働し、「強い心を持つ高齢者支援プロジェクト」を実施する。 これは特に ADL 値

が 11未満（中度から最重度の介護を必要とする）の高齢者をターゲットとして、自宅訪問に

よる継続的ケアにより、健康維持のためのサービス（医療サービス部と保健部が協力して行う

栄養や日常生活における高齢者ケア、投薬、介護者のストレス緩和サービスの他、介護予防に

ついての理解を深めるための情報や知識を、エクササイズや転倒予防などの様々なアドバイス

と共に提供する。）と同時に社会的側面のサポート（行政区事務所との協力により、自宅やそ

の周辺を高齢者が利用しやすいようにする環境整備や、貧困高齢者へ生活補助への助成金申請

などについてアドバイスを提供する。）が受けられるようにすることを目的としている。 

 

 
高齢者クリニック 

 

 
7-3 福祉分野における介護予防の展開にむけての提言 

社会開発部ディンデーン地区高齢者サービスセンターでは、身体面、精神面、社会面を網羅

する高齢者向け介護予防サービスがある。即ち、精神面では高齢者クラブとして、また身体面

はハイドロセラピーや理学療法などのリハビリテーションサービスをデイセンターの形で提供

している。対象は継続的にサービスを利用しているセンターの会員である。  

高齢者向けの各種サービスのサポートが可能な施設も有している。したがって、介護予防事

業実践をサポートする機関とすることができる。 

介護予防活動は高齢者にとって有意義な影響を与え、要介護状態になることを予防するだけで

なく現在の高齢者の状況に関連する問題を解決することができるということがわかる。 

センターの会員である高齢者向けの各種サービスにより、高齢者はセルフケアを行うことを意

識し、さらにその重要性に気づき、活動に関心を持ち、定期的に参加するようになる。 
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これはバンコク都の高齢者向け施策ガイドラインのひとつである「高齢者が社会の中で幸せに

日常生活を送ることへの支援」に基づくものである。  

事業から学んだことは、高齢者の介護予防とは、現時点で高齢者である対象者のみをケアする

政策や事業計画の策定だけでなく、現役世代に対しても、健康管理などの総合的な知識や技術教

育を行い、将来高齢者になったときのための準備を促すことが必要ということである。 

現在、彼らの中には、介護者の役割を担いながら、自ら高齢者になりつつある人もいる。生

産年齢人口である対象者の生活習慣に対する適切な管理や改善がない場合、生活習慣病等の疾病

発生リスクを高め、将来高齢になるとそのまま介護が必要になるという影響を与える可能性があ

る。 

ディンデーン高齢者サービスセンターの事業目標は、この事業の手法により、意欲と能力のあ

る高齢者を指導者として養成して活動を展開し、センターで提供しているサービスに関心を持ち

ってもらうことで、高齢者の会員数を継続的に増加し、メディア取材など社会の関心を高めるこ

とである。2020年度の予算においてディンデーン高齢者サービスセンターは高齢者のための設備

の配置を含む建物の改修を計画している。その目的は、周辺地域の環境を改善することによっ

て、素晴らしい景観を創造し、高齢者の幸福に貢献するサービス提供の場を目指すことである。 

 
高齢者クラブの活動とリハビリテーションサービス 

 
7－4 文化スポーツ観光分野における介護予防の展開にむけての提言 

 

文化スポーツ観光部は、バンコク都「高齢者の生活の質向上行動計画」に従い、フェーズ 1

を経て現在フェーズ 2（2018-2021 年）の事業展開中である。 

計画に従い、高齢者の生活振興および QOL の向上、社会参加や地域活動への参加促進、およ

び高齢者向けアクティビティの強化、高齢者の体力養成、ハッピーセンターのスポーツイベン

ト、レクリエーションに高齢者が参加する機会を積極的に設けるなど、全世代を包括する事業

展開を行った。活動には水中エアロビクス、ダンス、歌唱、太極拳、バックギャモン、チェ

ス、ヨガ、外国語教室などがある。また、ハッピーセンターでは、本事業で得た知識を応用し

た活動を実施し、認知症の発生を防止し、健康を促進する活動も展開することとする。 

本事業により全体的に認知症を予防する運動であるコグニサイズに関する知識を得た。身体

と脳を効果的に運動させることは、身体と脳の両方を並行して管理し、高齢者の認知機能を活

性かすることができる。 

研修事業は継続的に実施すべきであり、また、研修から得た知識を十分に活用するために、

より多くの住民への（高齢者）公共サービス業務に携わる職員が研修を受ける機会を設けるべ

きである。 
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7－5 国際交流分野における介護予防の展開にむけての提言 

国際部は、バンコク都の国際的戦略計画案を用いた年次活動計画を有している。これはバンコク

都の国際的戦略計画の推進を目的としたもので、20 カ年国家戦略（2013〜2032）、第 12次国家経

済社会開発事業（2017〜2021）に基づくものである。 

バンコク都の国際的な主なミッションと戦略計画の下で業務を推進するとともに、都市経営

および国際業務の人材能力の開発の効率化を促進するものである。これにより、バンコク都の

国際事業の効率が向上し、20カ年国家戦略の重要な枠組みであるとともに、2032年にバンコ

ク都がアジアの大都市を目指す第一歩となる。地域および国際的な協力の促進に重点を置き、

地域と世界経済に連携し、諸外国と開発パートナーシップを構築し、国際機関におけるタイの

役割と参加の機会を増加させる。 

国際局は、前述の戦略計画、「3 すべての人のための首都 3.1 高齢者に対するヘルスケア、

援助、福祉、施設や設備の提供」に従い実施している。これは、バンコク都知事の政策に従っ

た国際部のミッションの一つである。 

現在、バンコク都は 35の都市と姉妹都市および友好都市の協定を締結しており、また、

様々な国際機関のメンバーでもあるため、バンコク都は高齢者介護に関する知識経験の共有に

国際間のつながりを利用することができる。 

バンコク都戦略計画の事業に沿って公衆衛生に関する国家間の協力会議の議題に

PLC(Preventive Long Term Care =介護予防活動)プロジェクトを加える。PLC プロジェクトを

協働している部署の連携は「バンコクをタイ各県のリーダーにする委員会」と「バンコクをア

セアンのリーダーにする委員会」の双方の運営委員会の要望するところでもある。 

先進国から新興国へ継承された知識体系は、介護予防を推進する持続可能な協働運営の実現

を目指し、新興国から新興国へと継承されていくのである。 
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おわりに―バンコク都保健部からのメッセージ 

保健部長 チャーウィン・シリナーク 

 バンコク都における 2017 年 2月から 2020年 1月までの 3年間にわたる高齢者介護予防推進プロジェ

クトは、福岡県の代表団のバンコク都へのご訪問を起点として始まりました。 

バンコク都と福岡県は医療と保健分野における技術協力のため、特に高齢化への対策について関連部

局と連携して意見交換と協議を行いました。 その結果、治療よりも介護予防を対策する方が良いとい

うことに意見の一致を見出し、介護予防活動の実施に適した、地域社会と良好な関係のある場所をモデ

ルサイトとして選定しました。プロジェクトには地域住民が参加するポピュレーションアプローチの手

法が用いられました。 

バンコク都保健部は、福岡県保健医療介護部との間で、バンコク都が持つ政策能力を生かした高齢社

会対策のための協力を行う旨の覚書を締結しました。高齢者の介護問題は、すでに高齢化社会に突入し

ているバンコク都にとっての必須課題となっています。一方日本は高齢者社会マネジメントの技術や知

識、そして政策面での経験が豊富であることが広く知られています。日本国内で高齢者介護に利用して

きた豊富な知識経験は、外国においても効果的な高齢者社会のマネジメントを展開するために生かされ

ています。 

本事業に関しまして、福岡県の寛大なお取り計らいにより、高齢者介護予防の知識を得る機会と保健

医療施策の充実に関し様々な支援を頂きましたことは、バンコク都にとって誠に喜ばしいものでありま

す。ご支援により得た知識経験により、質の高い高齢者社会を実現するとともに、自治体間の効果的な

協働発展モデルとなればと思います。また JICAのご支援によって、バンコク都は各部局で様々な知識

経験と技術を習得するメリットを享受することが出来ました。 

バンコク都保健部は本事業実施の主要責任者として、過去 3年間目標の達成のために精魂を込めて

取り組んでまいりました。 各地域の潜在能力をフルに引き出しながら展開を行い、バンコク都に高齢

者介護予防推進の体制を普及できたことに感謝致します。 

上記プロジェクト実施の成果により、国内外より様々な

機関、団体が実施方法を視察および学びに来ております。

また、各部局の職員が講師として 30 回以上招聘されてお

り、今回の事業実施の成功を物語っております。 

 

2018 年 2 月事業キックオフミーティングにて 
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บทความของผู้อ านวยการส านักอนามัย 

 นบัตั้งแต่ คณะผูแ้ทนจากจงัหวดัฟูกูโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ไดเ้ดินทางมาเยอืนกรุงเทพมหานคร 
เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และวางแผนพฒันาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
เพื่อการดูแลผูสู้งอายกุรุงเทพมหานครร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของกรุงเทพมหานคร 
พร้อมกบัหาพื้นท่ีน าร่องส าหรับการด าเนินโครงการการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวเชิงป้องกนัในกรุงเทพมหานคร 
(Preventive Long-Term Care) โดยมีระยะเวลา 3 ปี (มกราคม 2560 - มกราคม 2563) 
ซ่ึงทั้งสองฝ่ายเห็นพอ้งกนัวา่การหาวิธีการป้องกนัเป็นวิธีท่ีดีกวา่การรักษา 
และสามารถอาศยัจุดเด่นของความสัมพนัธ์ในชุมชนไปพฒันาเผยแพร่เทคนิคของโครงการฯ  
โดยพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรดา้นสาธารณสุขก่อนจะส่งผา่นใหแ้ก่ผูน้ าชุมชน 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม (Population Approach) ท าใหมี้การลงนามความตกลง (Agreement) ระหวา่งส านกัอนามยั 
กรุงเทพมหานคร กบัส านกัการแพทยแ์ละอนามยั จงัหวดัฟูกูโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ซ่ึงความร่วมมือดงักล่าวจะช่วยพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอายรุะยะยาวของกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงการดูแลผูสู้งอายเุป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเน่ืองจากขณะน้ีกรุงเทพมหานครไดเ้ขา้สู่สังคมผูสู้งอายเุรียบร้อยแลว้ 
และเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ประเทศญ่ีปุ่ น ไดมี้ประสบการณ์ในการจดัการสังคมผูสู้งอาย ุการเรียนรู้ และการปรับตวั 
นโยบาย กลยทุธ์ รวมทั้งเทคโนโลยต่ีางๆ ไดน้ ามาใชเ้พื่อการดูแลผูสู้งอายขุองประเทศญ่ีปุ่ น ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ 
ประสบการณ์ สามารถท่ีจะถ่ายทอดเพื่อการบริหารจดัการสังคมผูสู้งอายท่ีุมีประสิทธิภาพใหก้บัท่ีอ่ืนๆได ้
นบัเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีของกรุงเทพมหานคร ท่ีไดรั้บโอกาสและความเอ้ืออาทร 
รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆจากจงัหวดัฟูกูโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ในการช่วยพฒันาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพื่อการดูแลของกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นสังคมผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ 
และเป็นตน้แบบของการบุรณาการความร่วมมือแต่ละภาคส่วนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการสนบัสนุนจาก JICA 
ท่ีท าใหก้รุงเทพมหานครไดรั้บประโยชน์ ทั้งการส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลย ี
ท าใหห้น่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส านกัอนามยั ในฐานะผูรั้บผิดชอบหลกัการด าเนินงานโครงการดงักล่าว 
ขอขอบพระคุณในความตั้งใจท่ีทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ตลอดระยะเวลา 3 ปี 
เพื่อช่วยเหลือใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
จนท าใหว้นัน้ีกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวเชิงป้องกนัอยา่งเป็นรูปธรรม 
สามารถน าไปขยายผลในพื้นท่ีอ่ืนๆไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพจากผลส าเร็จของการด าเนินงานดงักล่าวท าใหมี้หน่วยงานทั้
งในประเทศและต่างประเทศเขา้มาเรียนรู้วิธีการด าเนินงาน ขอเขา้เยีย่มชม และศึกษาดูงาน 
รวมทั้งการเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในหน่วยงานต่างๆ แลว้มากกวา่ 30 คร้ัง 
นบัเป็นความส าเร็จท่ียิง่ใหญ่ส าหรับการด าเนินงานในคร้ังน้ี 

                                                                                     ผูอ้  านวยการส านกัอนามยั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、バンコク都高齢者介護予防推進協議会が作成した報告書を、独立

行政法人国際協力機構 JICAの支援のもと、福岡県、特定非営利活動法人アジア

ン・エイジング・ビジネスセンター、麻生教育サービス株式会社で翻訳・製本し

たものです。 
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問合せ先： 

〒812-0111 

福岡市博多区博多駅前 3-25-24八百治ビル４F(麻生教育サービス内) 

特定非営利活動法人アジアン・エイジング・ビジネスセンター 

電話 092-473-9965 FAX 092-432-6610 

http://wwww.aabc.jp    E-mail:info@aabc.jp 
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