
青藍会在宅医療支援センター

ウェルネスセンター中央デイトレセンターでは、
なりたい自分の姿を思い描きながら「介護保険か
らの卒業」を目指して、AI の提案を受けてご自分
のペースでリハビリに取り組まれています。
関連記事：本誌３ページ
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健康長寿な生活を送るためのウェルネスセンター中央活用術

中央支店長　林 利樹

ウェルネスセンター中央がご利用者様と共に目
指すこととして、

１．適度な運動をする
２．栄養バランスの良い食事をする
３．質の良い睡眠をとる
４．ストレスを溜めないようにする
５．楽しめることを見つける

などが挙げられます。人生100年時代、少しでも
長く健康に生活できるようにウェルネスセンター
中央を使って運動しながら楽しみを見つけ、栄養
バランスのとれた食事をして生活しませんか？

あんしんホーム

住宅型有料老人ホームであるあんしんホームは
概ね65歳以上の方が入居でき、自立して生活でき
る方のための住宅です。必要に応じて食事や医療・
介護サービスを利用することができます。

今回は、要支援２で入居されている90歳の女性
にお話を伺いました。

Q.ウェルネスセンター中央に入居されたきっかけ
はなんですか？

A.温泉付きの老人ホームはなかなかないので、温
泉が魅力的ですぐに申し込んだ。それまでは、
自宅で一人暮らしだったけれど、そろそろ限界
かなと思っていたこともきっかけ。

Q.医療・介護サービスはご利用されていますか？
A.これまで10年間デイサービスに通ったりもした

けれど、今はメディフィットクラブで自分のペー
スで運動している。これまであまり病院に通う
こともなく暮らしてき
たが、こちらに来て
心臓疾患が見つかった
ので、訪問診療・訪問
看護も利用している。
あとは、洗濯は自分で
できるけれど掃除が難
しいので、はあとサポー
トにお願いしている。

Q.日中はどのように過ごされていますか？
A.体調の良い日はメディフィットクラブで運動した

り、敷地内を散歩したりしている。また、以前洋
裁を習っていたので、何か作ろうかと家からミシ
ンも持ってきた。

Q.ウェルネスセンター中央に入居される前はお食
事はどうされていましたか？

A.自炊していた。今は朝・夕は施設の食事をお願い
して、昼は自炊している。移動販売車が週に４回来
るから、食べたいものを買って食べることもある。

Q.こちらに入居されて良かったなと感じることは
どのようなことですか？

A.温泉に入れること。あとは、寝ると腰が痛くて
寝返りを打つことが多かったが、福祉用具を買っ
て、気付いたら就寝中の腰の痛みがなくなって
いた。快適に寝ることができている。

Q.長生きの秘訣を教えて下さい。
A.色々やってみて人生を楽しむこと。家にいた頃は

庭に花を植えてそれを写真に撮ったりして楽しん
でいた。若い頃は七宝焼き、洋裁、カメラなど色々
やった。カメラはもう少し歩けるようになったら
またやりたいからカメラを新しく買おうかと思っ
ている。

健康長寿な生活を送るための
ウェルネスセンター中央活用術

この日身に付けられていた服も七宝焼
きのブローチもご自身で作られたもの
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健康長寿な生活を送るためのウェルネスセンター中央活用術

デイトレセンター

デイトレセンター(通所介護)では、　ICTリハビ
リというシステムを導入し、ご利用者様にはICカー
ドをお配りしており、入館時にカードを読み取り
機にかざすことで、入館管理や利用実績の管理を
行います。プログラムのご提案もご利用者様の状
態に合わせてAIが提案し、その中からその日の体
調や気分に合わせてプログラムを選ぶことができ
ます。

ご利用者様のお身体の状態を把握するために、
初回と3か月に1回アセスメントを行っています。
握力やTUG、10ｍ歩行など数値で表せて比較で
きるもので改善したかどうかを見ていき、改善事
例と実績との差を調整・提案していきます。

今回は、体調を崩されて車いす利用をされて
いた方が1か月で歩行器での歩行ができるように
なった事例をご紹介します。

≪ご利用者様の状態≫

≪取り組まれたプログラム≫

要介護1　あんしんホーム宮野入居中
週3回　9：30～16：00デイトレ利用
希望：リハビリがしたい。歩けるようになりたい。
　　　温泉があるところで2回/週通いたい
目標：歩けるようになるのが目標。
　　　室内の伝え歩きも出来るようになりたい

目標が「歩くこと」なので、足の筋力強化や歩
行練習を中心に取り組みました。日常生活の中の
様々な動作を車いすなしで過ごすには、総合的に
プログラムを組む必要があります。例えば、立っ
たまま調理をする練習は必要なのか？重たい荷物
を持って何メートル歩く必要があるのか？毎日の

生活を聞き取りながら課題をあげ、プログラムを
組みます。その結果、栄養教室で立ったまま調理
をする練習や、重錘を使った歩行トラック練習な
どに取り組み、日常生活の中でシルバーカーでの
歩行が可能となりました。

歩行訓練や足のトレーニングを中心に行いました

１　月 17 6 7 3 1 9
２　月 20 10 8 3 0 7
合　計 37 16 15 6 1 16

内　容

ダンス
チェアロビクス
レッドコード
階段昇降平
歩行トラック
平行棒（歩行）

セラバンド
バランスボール
重錘バンド
平行棒（筋トレ）

栄養教室
（食事系）

セラバンド
タオル体操
バランスボール
平行棒（ｽﾄﾚｯﾁ）

ダーツ
パターゴルフ
フライングディスク

カラオケ
マッサージ
ペン習字
絵手紙教室
手芸
書道　　　　　　　 は特に多く取り組まれたプログラム
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メディフィットクラブ

　メディフィットクラブのご利用者様で一番多い
年齢層は50代、次いで60代となっています。ご
利用目的としてはダイエットが一番多く、他には
体力の衰え防止や介護予防などがあります。健康
で長生きするために、若いうちから取り組まれて
いる方も多くいらっしゃいます。
　今回は、30代男性トレーナーの成果をご紹介し
ます。
　筋肉量を落とさずに体重・体脂肪率を減らすた
めに、全身バランスよくトレーニングすることと、
食事管理に努めました。炭水化物が好きなので、
ご飯は150gに設定し、おかずにはたまご・納豆・
鶏肉とタンパク質多めの食事にしていきました。
おなかを満たすためにスープなどもおすすめです。

　最初に野菜を入れて糖の吸収を抑えるのも大切
です。トレーニングを頑張っているのに体重が落
ちない方は食事の見直しもしていくと理想の体に
近づくこと間違いなしです。

健康長寿な生活を送るためのウェルネスセンター中央活用術

Before：2022.10.4測定

After：2023.1.27測定

7 エクササイズ・34 分・198kcal・435MOVEs

メニューづくりのポイント

下肢・体幹等大きな筋肉の筋
肉量をアップさせ、体脂肪を
減らしながら代謝をアップ
させるメニューにしました。
体幹メニューで気になるお
腹まわりを引き締め、有酸素
運動を取り入れることで体
脂肪を減らし、目標の良い身
体づくりを目指しました。

Before：2022.10.4測定

After：2023.1.27測定
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1/25（水）に発売されたFitness Busine
ss124号で、メディフィットクラブでの取り組み
が紹介されました。先月号で記事や動画のQRコー
ドを掲載しましたが、QRコードからではご覧いた
だけない方のために、今回は内容を少しご紹介い
たします。

「心も身体も幸せになれるフィットネスの見える
化×地域交流」と題した今回の記事では、フィッ
トネスジムでありながらもご高齢の方や基礎疾患
のある方でも安心して利用していただけるよう、
医療・福祉データと連携するシステムについてご
紹介しています。

青藍会グループでは、かねてより山口市が推進
しているスマートシティ構想の活動を受けDXに取
り組んでおり、独自の総合健康管理システムとい
うプラットフォームを構築し、ハートIDとしてグ
ループ内のご利用者様の医療・福祉データを一本
化し、医療・介護どちらの側面からアクセスして
もご利用者様がスムーズにご利用いただけるよう
に情報共有しています。これにより、当グループ
内の診療所を受診したときに介護施設でどのよう
な運動・リハビリをしているかが分かり、介護施
設を利用する際に医療情報がすぐに共有できます。

メディフィットクラブが採用しているマシンは
テクノジム社製のもので、テクノジムのmy welln
ess cloudでは、これらのメディカルデータと運
動内容の連携ができます。トレーナーが会員の目
的にあった運動を処方する際、体組成データはも
ちろん、既往歴や運動制限、処方薬など、メディ
カルデータを詳細に管理して、個々の会員に運動
処方をデジタルベースで提供しています。

また、メディフィットクラブでは、月に１回ア
セスメントを行い、運動の進捗に応じて新しい運
動内容を処方します。

会員側からは、ウェルネスキーでマシンにログ
インし、処方された運動プログラムを行うことで、

結果は自動的に記録されます。運動結果や進捗デー
タはスマートフォンから確認できるため、視覚的
に捉えやすくなっています。この「見える化」が会
員の方々のモチベーションの維持につながってい
ます。

©2015-2023 Club Business Japan. FitnessBusiness 124号

こちらの記事はフィットネスビジネスのHP
のニュース一覧（メディカル）よりご覧いいた
だけます。
URL https://business.fitnessclub.jp/articles/-/1427

Fitness Business インタビュー動画
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ハート掲示板

ハート掲示板
●パリミキ山口店移転オープン

2/9にパリミキ山口店が吉敷下東に移転オープンし、オープニングセレモニーに青藍会グループ副代表 阿武幸
美が招待いただき、テープカットを行いました。地域の方々と触れ合えるこのような場にお招きいただきました。
101年目を迎えた青藍会グループでは、地域とともにあなたと生きるの観点から、地域の情報も発信していきた
いと思っています。

新店舗はログハウス風の店内でカフェスペースもあるため、待ち時間も快適に過ごすことができます。

●国際医療福祉大学大学院 高橋 泰教授来訪
　2/9～10に国際医療福祉大学大学院教授の高橋 泰氏が来訪され、ハートホーム新山口・ウェルネスセンター中
央で当グループのシステムについて見学されました。また、職員に向けて「働き方改革と医療DX」というテーマで
ご講義いただきました。高橋教授はDXの医療介護分野への応用を専門分野とされていますが、青藍会の取り組ん
でいるDXは日本最先端であるとのお言葉をいただきました。

写真左上から
①オープニングセレモニーの様子
②ロッジ風の店内
③株式会社パリミキホールディングス代表取締役社長 

澤田 将広氏とパリミキの眼鏡を愛用している青藍会
グループ副代表 阿武幸美

写真左から青藍会グループ 副代表 阿武幸美、介護医療見
える化効率化協会 ＤＸ本部長 小林土巳宏様、介護医療見
える化効率化協会 事務局長 加藤雅之様、青藍会グループ 
代表 阿武義人、国際医療福祉大学大学院 教授 高橋泰氏、
阿武循環器内科院長 亀田秀樹、老人保健施設ハートホー
ム山口医師 井上裕二、あんの循環器内科医師 福谷敏彦

各支店を Zoom で繋いで実施する朝の情報共有会議にも
参加されました。
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ハート掲示板／寄付のお礼

寄付のお礼

＜寄付者のご紹介＞
西部ガス情報システム株式会社 様、山口合同ガス株式会社　山口支店 様、
有限会社藤丸精肉店（うめや）様、株式会社フジタ　山口総合営業所 様、HARADA株式会社 様、
旭建設工業株式会社 様、協和建設工業株式会社　山口営業所 様、大林道路株式会社 山口営業所 様、
林　やよみ 様、株式会社カドス・コーポレーション 様、株式会社 中電工　山口統括支社 様、
奥田商事株式会社 様、上田　穰 様、株式会社鴻池組　広島支店 山口営業所 様、
株式会社ワイズマン 様、住友三井オートサービス株式会社 大阪営業第三部 第一グループ 様

社社会福祉法人青藍会へご寄付・ご協力いただきありがとうございました。このたびの寄付金につい
ては、社会福祉法人の貴重な財源として、社会貢献活動等に役立たせていただきます。 

ご協力いただいた皆様のお名前はハートホーム中央・ハートホーム山口玄関に「青藍会の樹」として掲
示しています。今後も、引き続きご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

寄付に関するお問い合わせは、ソーシャルファンディング課 宮
みや

地
じ
（T083-933-6000）までご連絡

ください。

●東京大学名誉教授 大野 秀敏氏来訪
　2/13～14に東京大学名誉教授の大野秀敏氏が来訪されました。自身が代表取締役を務める株式会社アプルデ
ザインワークショップがデザインしたハートホーム平川、ハートホーム宮野、医療型児童発達支援センター、はあ
と保育園を訪問し、そこで生活する人々の様子を撮影・インタビューされました。

●ウェルネスセンター中央デイトレセンター見学会＆昼食試食会開催‼
　2/14（火）にウェルネスセンター中央デイトレセンターで見学会＆昼食試食会が開催されました。カフェテリ
ア形式での食事に握り寿司が出て、大盛況でした。

●トライアングルに掲載されました！
　2/28（火）発売のトライアングル3月号のnew open特集にて、ウェル
ネスセンター中央が紹介されました。
　ウェブマガジンの方では日替わりで情報が発信されているため、近日中
に公開される予定です。お楽しみに！
　URL：https://tryangle.yamaguchi.jp

●いちご・はちみつフェア開催中！
　やまぐち創業応援スペース「mirai(ミライ)365」(山口市米屋町)で「山口市のいちご・はちみつフェア」が開かれ
ており、はあと農園のいちごジャムも販売しています。3月19日までの開催で、営業時間は10：00～18：00です。
是非足を運んで、山口の魅力を再発見してください！

トライアングル



※コンプライアンス部：この広報誌の写真は、ご本人に承諾を得た上で掲載しております。翻訳・引用・要約・開示・配布・書籍等への転載等を禁止します。
理念：私たちは、医療・保健・福祉の分野で、地域の方々の生活を生涯に渡って支えることに最善を尽くし、そして、そこで働いていることに誇りを持ちます。
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ハートハウス成城
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給与：152,400円～ 170,400円
　　　日祝手当：1,000円／日、
　　　盆正月手当：2,000円／日、　　　
　　　配送手当：2,000円／月（配送業務行う場合）
時間：5：30～ 19：30の内 8時間就労、週5日
　　　　（年間休日109日）
業務内容：
　☆青藍会グループご利用者様への調理関係業務　
　　（朝食・昼食・間食・夕食）
　・食事の盛り付け　　　　
　・配膳
　・食器洗浄　　　　　　    
　・配送（希望者のみ）
就労場所：セントラルキッチン（吉敷）・
　　　　　ハートホーム小郡・
　　　　　ハートホーム宮野・ハートホーム中央
　　　　　ハートホーム南山口・ウェルネスセンター中央

担当：宮本・木下
　　　　　 みやもと　 きのした 

0120（224）810

給与：930円～
時間：5：30～ 19：30の内 8時間就労、週3～ 5日
　　　日祝手当：1,000円／日、
　　　盆正月手当：2,000円／日、　　
※時間については相談可能です。
　家庭との両立がしやすい時間を相談ください。

業務内容： 
　☆青藍会グループご利用者様への調理関係業務
　　（朝食・昼食・間食・夕食）
　・食事の盛り付け
　・配膳
　・食器洗浄

就労場所：セントラルキッチン（吉敷）・ハートホーム南山口・
　　　　　ハートホーム宮野・ハートホーム中央・
　　　　　ウェルネスセンター中央

　☆青藍会グループご利用者様への調理関係業務　

　　　　　ハートホーム宮野・ハートホーム中央

就労場所：
　　　　　ハートホーム宮野・ハートホーム中央・
　　　　　ウェルネスセンター中央

152,400円～ 170,400円

　　　盆正月手当：2,000円／日、　　　
　　　配送手当：2,000円／月（配送業務行う場合）

時間：5：30～ 19：30の内 8時間就労、週3～ 5日
　　　日祝手当：1,000円／日、
　　　盆正月手当：2,000円／日、　　
※時間については相談可能です。
　家庭との両立がしやすい時間を相談ください。

業務内容： 
　☆青藍会グループご利用者様への調理関係業務

青藍会採用サイト LINE（採用）


