
３月１日に青藍会在宅医療支援センター南山口看護小規模多機能型居宅介護が開設しました。訪問看護と連携して
退院直後や医療的処置が必要な方の在宅生活をサポートします。（関連記事：本誌２～３ページ）
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医療ニーズの高い方の在宅生活をサポート

在宅医療部・看護部
本部長　大道 薫

医療ニーズの高い方の
在宅生活をサポート

２月にハートホーム南山口に青藍会在宅医療支
援センター南山口が開設し、訪問看護ステーショ
ンに続き、３/１に看護小規模多機能型居宅介護が
開設しました。グループ内の各クリニックにそれ
ぞれ青藍会在宅医療支援センターが併設されたこ
とにより、これらを中心に様々なサービスが連携
して、山口市全域の皆様の在宅生活をサポートい
たします。

訪問エリア
■ 吉敷エリア
■ 新山口エリア
■ 南山口エリア

入院と同時に考えておきたい退院後の生活

通常、体調不良や骨折等で入院することになっ
た場合急性期病院へ入院します。近年、この急性
期病院に入院できる期間が短くなってきているの
で、入院の際には、退院後の生活についても考え
ておく必要があります。

リハビリが必要な状態で退院する場合には回復
期リハビリテーション病院（病棟）や介護老人保健
施設があります。特にリハビリ等を必要としない
のであれば、特別養護老人ホームや有料老人ホー
ム、自宅に退院するという選択肢もあります。退
院時の状態にもよりますが、医療的処置が必要な
状態で退院となった場合には、看護小規模多機能
型居宅介護という選択肢があります。

看護小規模多機能型居宅介護は、通い・泊り・訪
問介護・訪問看護４つの機能で一体的にご利用者様

を支えます。医療ニーズの高い方の体調や予定に合
わせてサービスを組み合わせ、住み慣れた地域での
生活を医療・介護両面からサポートします。

看護小規模多機能型居宅介護のメリット

看護小規模多機能型居宅介護では、「通い」・「泊
り」・「訪問介護」・「訪問看護」の４つのサービス
を一つの事業所で一体的に受けることができます。
そのため、顔なじみの職員が対応する安心感があ
ります。また、事業所内のケアマネジャーが、通い・
泊り・訪問介護・訪問看護の計画を臨機応変に組
み合わせて対応するため、ご利用者様の状態に合
わせた最適なサービス提供を行うことができます。

「通い」サービス
利用時間に制限はありますが、入浴や昼食だけ

の短時間利用や夕食までの長時間利用など、ご本
人の状態や生活に合わせてご利用が可能です。
対応時間　７：00～20：00（相談により延長可）
「泊り」サービス

通い慣れた場所で「通い」の延長として泊ること
が可能。またご本人・ご家族の希望によりいつで
もお泊り頂けます。ご本人も場所や職員の変化に
混乱する事なく泊ることができます。
「訪問介護」サービス

ご本人の生活に合わせて外出援助や身の回りお
世話、安否確認など夜間を含めて対応できます。
配食の訪問も行いますので、ご自宅でゆっくり療
養することができます。
「訪問看護」サービス

医師による訪問看護指示書の元で病状観察、医
療処置を実施。また、24時間365日緊急時の電
話対応や緊急訪問も可能です。
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問い合わせ先

青藍会在宅医療支援センター
 0120（2）81056

あんの循環器内科 T 083(924)1151
ハートクリニック新山口 T 083(976)2450
ハートクリニック南山口 T 083(988)3333

問い合わせ先

医療ニーズの高い方の在宅生活をサポート／山口・防府医療圏地域医療構想における青藍会グループの診療所の役割

また、当グループの看護小規模多機能型居宅介
護では３つの支援に力を入れています。
①退院支援

医療行為（痰の吸引、管を通しての食事注入
他）が必要な状態で自宅に退院したいと希望さ
れる患者様に対して、看護小規模多機能型居宅
介護を活用しながら退院直後は泊りを中心にし
た生活を送れます。徐々に通いと頻回の訪問を
組み合わせ、最終的には在宅で生活できるよう
支援します。
②レスパイト支援

医療依存度・介護度の高いご利用者様の在宅
生活が継続できるように、ご家族の急用に対し

　2025年に団塊世代が75歳以上になり、医療需
要が増大することが見込まれます。そのため、将
来にわたり持続可能な、効率的で質の高い医療提
供体制の構築が必要とされています。
　山口・防府医療圏における課題のうち、青藍会
グループの診療所が担える役割として
・�退院患者を地域で円滑に受け入れることができ
るよう、在宅医療提供体制の充実強化、介護施
設等の受け皿の確保

・�医科医療機関、介護老人福祉施設等と歯科医療
機関との連携

・�訪問看護ステーション等の多職種連携による地
域包括ケアシステムの構築

・介護従事者の確保

て長時間の通いや泊り、頻回の訪問を柔軟に活
用し、在宅生活を支援します。
③看取り支援

住み慣れた自宅で最期まで生活が送れるよう
に訪問を中心とした支援が可能です。看護師、
介護士、主治医が連携し看取り支援をします。

などがあります。当グループの診療所は、まず最
初に受診する場所、状態が落ちついたら逆紹介を
受けて戻ってくる場所である地域の皆様のかかり
つけ医としての役割を担っています。これからも
地域の皆様の健康維持・増進に努めて参りますの
で、受診に関するお困りごとなどがありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

山口・防府医療圏地域医療構想における
青藍会グループの診療所の役割
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整形外科の往診が始まります
あんの循環器内科

事務長　岩本 悟史

あんの循環器内科では春から整形外科の訪問診
療を行います。関節の痛み・変形、骨粗しょう症
などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

関節の痛み

肩こり、肩の痛み、腰痛、膝の痛み、手首の痛
み（腱鞘炎）等でお困りではありませんか？これら
の痛みは、疲労・過労・緊張、運動不足、肥満、
生活習慣病などが原因で起こることがあります。
当院では、患者様の状況を総合的によく把握した
うえで治療を行っていきます。

関節をはじめ、骨や筋肉の痛みに対する治療の
基本は「安静」ですので、湿布を貼って様子を見る
というのが一般的ですが、強い痛み
に対しては、膝関節注射やトリガー
ポイント注射を行います。

膝関節注射
膝の関節内にヒアルロン酸を注入する方法です。

ヒアルロン酸は私たちの身体を形づくる健康と美
容に欠かせない成分ですが、体内のヒアルロン酸
量は20代をピークに40代後半から減少していき、
70代では赤ちゃんの1/5程度になります。骨と軟
骨のこすれ合いを防ぐ潤滑油の働きや骨同士の衝
撃を和らげるクッション材の働きがあるこのヒア
ルロン酸が減少していくのも、ご高齢の方に関節
の痛みが多い原因となります。この元々膝関節に
あったヒアルロン酸を注入することで、関節の動
きを滑らかにしたり、軟骨を守ったり、炎症を抑
えて痛みを和らげたりします。

トリガーポイント注射
トリガーポイントとは、押すと痛みが広がって

いき、しこりのようになっている部分のことです。
このような強い疼痛を感じる場所に直接的に局所
麻酔薬や消炎鎮痛薬を注射するのがトリガーポイ
ント注射です。ピンポイントで注射することによ
り、筋肉をほぐし血行を改善させるため、即効性
が高く、高齢者にもおすすめです。首・肩・背中・
腰・四肢の筋膜や腱膜の痛みに有効で、所要時間
も10秒程度です。痛みも感じにくく、注射当日の
入浴も可能です。

整形外科の往診が始まります

問い合わせ先
あんの循環器内科

T 083（924）1151　担当：岩本

在宅医療Q＆A
Q.�どのような方が対象になり
ますか？

A.�原則として、通院が困難な
方が対象ではありますが、先ずはお電話に
てお問い合わせください。「このような状態
でも診てもらえるの？」という場合にもお
気軽にお問合せください。

Q.費用はどのくらいかかりますか？
A.�自己負担が１割の場合、１回の訪問診療に

つき、約2,000円くらいです。（訪問診療、
トリガーポイント注射）

　※ お支払いは引き落としまたはコンビニ振
込になります。

Q.かかりつけ医との併用は可能ですか？
A.�整形外科の診療は専門的な分野になるため、

併用は可能です。かかりつけ医の先生にご
相談のうえ、ご連絡ください。

Q.�在宅医療開始までの流れを教えてください。
A.① まずはお電話にてお問い合わせくださ

い。患者の状態や主訴、医療情報などを
お伺いします。

 ②初回訪問日をお知らせします。
 ③訪問日に医師・看護師が訪問いたします。

腰部へのトリガーポイント注射



●VE検査とは
　咽喉頭ファイバースコープという細い内視鏡
（約３mm）を鼻からのどに挿入し、食べ物の飲み
込み（嚥下）の様子を観察する検査で、嚥下に関係
する器官の動きや嚥下反射が起こるタイミング、
咽頭内への食べ物の残留の有無、気管への流入（誤
嚥）などをみることができます。
　検査の際には、ゼリーや水分、場合によっては
いつもの食事を食べていただき、のどの動きや食

問い合わせ先
ハートクリニック南山口

T 083（988）3333　担当：西野

豆知識 チェックしてみよう！
～食事形態や飲み込みの状態について～

飲み込みの機能が落ちると…
飲み込みの機能が落ちると満足に食事をすることが難しくなり、誤嚥したり、栄養不足などになって
しまう可能性があり、場合によっては命に関わることもあります。ハートクリニック南山口では飲み
込みの状態を確認する検査として、嚥下内視鏡検査（videoendoscopic�evaluation�of�swallowing　
以下VE検査）を実施しております。以下のセルフチェックで気になることがあればお気軽にご相談
ください。

物の流れを確認します。誤嚥や咽頭残留がある場
合、食事形態の見直しや一口量の調整、食べる順
番の工夫などを行います。
　また、検査の様子を外からも撮影するので、食
事をするときの姿勢の見直しも行います。

●受診の流れ

ハートクリニック南山口ではリハビリテーショ
ン専門医が往診し、飲み込み機能の検査（嚥下内
視鏡検査）を行っていますので、お気軽にご連絡
ください。

《こんな症状はありませんか？》
１．�食べるのが遅くなった
２．�飲み込みにくい
３．�やせてきた
４．�食べこぼすことが多い
５．�口の中に食べ物が残る
６．�食事中にむせる
７．�風邪以外で微熱が出やすい
８．�食べにくいものがある
９．�のどの奥に食べ物が残る
10.�食べ物や胃液が逆流する

医師・看護師・管理栄養士・リハビリ専門職員が
一緒に画像を見ながら飲み込みの状態を観察します。

チェック項目に当
てはまる方や飲み
込みで気になるこ
とがありましたら
お気軽にご相談く
ださい。

食べる姿勢や食
事形態の見直し
をして、食事が摂
りやすい工夫を
行っていきます。

相　談

受　診

状態に
合わせた

ケア

鼻からカメラを挿入し検査
所要時間：15～30分

※�訪問・外来どちら
でも対応可。



2023年３月
健康づくり講座カレンダー

※日･祝日は休館となっております。
◎�新型コロナウイルスの影響、諸事情により予定が変更となることがあります。

壁や冷蔵庫に貼ってお使いください

北部 南部 世田谷

開催地をエリアごとに色分けしてあります

問い合わせ先
青藍会在宅医療支援センター

 0120（2）81056
担当：藤本

日 月 火 水 木 金 土

２月３日のはあと保育園吉敷のOYA塾では
節分ということで、豆に見立てた新聞紙ボー
ルで鬼を追い払いました。

１ ２ ３ ４
はつらつクラブ

（吉敷）
13：45～15：40

もの忘れ外来
あんの循環器内科
８：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30

はつらつクラブ（南山口）
①13：00～14：30
②15：00～16：30

OYA塾
はあと保育園吉敷
10：00～11：00 

OYA塾
はあと保育園中央
10：00～10：40

５ ６ ７ ８ ９ 10 11
健康相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

リーガルアシスト
（吉敷）（要予約）
15：00～16：00

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科  ８：30～12：30
川   井   医   師  ８：30～18：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30

はあとカフェ南山口
14：00～15：00

12 13 14 15 16 17 18
福祉相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

はあとカフェ
平川・大歳

14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
８：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30

介護相談（南山口）
14：00～17：00

オレンジカフェ白石
13：00～15：00

はつらつクラブ（南山口）
①13：00～14：30
②15：00～16：30

はあとカフェ
山口･中央

10：00～11：00
19 20 21 22 23 24 25

子育て相談（吉敷）
①10：00～11：00
②14：00～15：00

春分の日

はあとカフェ
新山口・小郡

14：00～15：00

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00
はあとカフェ宮野
14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
８：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30

介護相談（南山口）
９：00～12：30

Work Café
10：00～11：30

26 27 28 29 30 31
健康相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

大歳支店紹介

薬剤師のお仕事についてオカリナ演奏

法律に関すること、難しい
困りごとを弁護士に相談
できます。（要予約） 大きな紙に絵を描こう

のり巻きをつくろう
※要予約

介護保険制度について part10

足の指使えていますか？
講師：ハートクリニック南山口
　　　作業療法士　西野 弘識

ビジネスマナー
場所：ハートハウス小郡南

地域の中での高齢者福祉のあり方、
認知症サポートについて
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健康づくり講座カレンダー

健康づくり講座カレンダー  2023年４月

北部 南部 世田谷

開催地をエリアごとに
色分けしてあります

利用について
・講座に参加を希望される方は、問い合わせ先までお申し込みください。
・講座によっては、定員に達している場合がありますので、ご了承ください。
・日・祝日は休館となっております。
・新型コロナウイルス感染症の影響、諸事情により予定が変更になることがあります。

日 月 火 水 木 金 土

●お知らせ
月曜日の健康相談・福祉相談・子育て相談はリモート

での相談も受け付けています。詳しくはお問合せ下さい。

１
もの忘れ外来

あんの循環器内科
８：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30
はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

OYA塾
はあと保育園吉敷
10：30～11：00 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
健康相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

リーガルアシスト
（吉敷）（要予約）
15：00～16：00

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科  ８：30～12：30
川   井   医   師  ８：30～18：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30
OYA塾

はあと保育園中央
10：00～11：00 

はあとカフェ南山口
14：00～15：00

９ 10 11 12 13 14 15
福祉相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

もの忘れ外来
あんの循環器内科
８：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30

介護相談（南山口）
14：00～17：00

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

オレンジカフェ白石
13：00～15：00

16 17 18 19 20 21 22
子育て相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30
はあとカフェ宮野
14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
８：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

はあとカフェ
平川・大歳

14：00～15：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30

介護相談（南山口）
９：00～12：30

はあとカフェ
山口･中央

10：00～11：00
23 24 25 26 27 28 29

健康相談（吉敷）
①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

はあとカフェ
新山口・小郡

14：00～15：00 昭和の日もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

30 講師募集中
健康づくり講座では、多くの方に利用していただくために、色々な講座を検討しています。ご自分で講座を

開設したいとお考えの方がいらっしゃいましたら、0120(２)81056 担当：藤本　までご連絡ください。

法律に関すること、難しい困りごとを
弁護士に相談できます。（要予約）

青藍会では、地域の方々が気軽に集う場を提供し、地域の健康とコミュニティを支援してい
ます。当法人の専門職や地域ボランティアが講師となり、健康教室・介護予防教室・介護支援
教室・みになる講座・体験講習などの健康づくり講座を行っています。これらの予定と、これ
まで広報誌の生活版でお知らせしていた各支店でのはあとカフェや保育園のOYA塾、もの忘れ
外来の予定等を入れて健康づくり講座カレンダーを作成しています。当月分は壁などに貼って
ご利用いただけるよう、別紙になっております。是非お気軽にご参加ください。

問い合わせ先
青藍会在宅医療支援センター

 0120（2）81056
担当：藤本

こころとからだのセルフケア

音を楽しもう

おにぎりを作ろう

病児保育について
学ぼう

腰痛予防について

地域の中での高齢者福祉のあり方、
認知症サポートについて
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３月　外来診療医師予定表

【2023年３月　外来診療医師予定表】

あんの循環器内科

理事長　阿武 義人
日本循環器学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
THP健康測定研修修了医
介護支援専門員
認知症サポート医
緩和ケア研修会受講修了

院長　亀田 秀樹
日本脳神経外科学会専門医
日本認知症学会専門医・指導医、
認知症サポート医
やまぐちPREMIUMオレンジドクター

福谷 敏彦
日本外科学会認定医
麻酔科標榜医
麻酔科学会認定医・専門医

名西 史夫
日本内科学会認定内科医
日本腎臓学会専門医
日本透析医学会専門医
日本医師会認定産業医

森重 聡
日本内科学会認定内科医
日本血液学会認定血液専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本輸血・細胞治療学会認定医
日本造血細胞移植学会認定医

ハートクリニック南山口

上野 匡庸
内科・リウマチ・膠原病

川井 元晴
元山口大学医学部教授
日本認知症学会認定専門医
日本神経学会認定神経内科専門医

橋本 慎太郎
循環器

院長　松村 孝司
日本脳神経外科学会専門医
介護支援専門員

村田 和弘
日本リハビリテーション医学会
指導医・専門医・臨床認定医
日本プライマリ・ケア連合学会
指導医・家庭医療専門医
日本臨床栄養代謝学会認定医
日本摂食・嚥下リハビリテーション
学会認定士
日本嚥下医学会嚥下相談医

ハートクリニック新山口

西村 夏実
循環器

末冨 建
循環器

院長　向江 徳太郎
日本小児科学会小児科専門医
日本救急医学会救急科専門医

友近 喜代子
小児・発達外来

岡 桃子
日本小児科学会小児科専門医
日本小児神経学会小児神経専門医

あんの循環器内科 ハートクリニック南山口 ハートクリニック新山口

月
AM 阿武・福谷 松村 向江・友近
PM 阿武・福谷 松村 向江・友近

火
AM 阿武・亀田・森重 松村 向江
PM 阿武・亀田・森重 松村 向江

水
AM 阿武・福谷・森重 松村 向江・友近
PM 阿武・福谷・森重 松村 向江

木
AM 亀田・名西 松村・西村 向江
PM 向江

金
AM 亀田 松村・末冨 向江・岡
PM 阿武・亀田・上野 松村 向江・岡

土
AM 亀田・中田・山本 松村・村田
PM

お知らせ

・3/11(土) ８：30～18：00
川井医師　もの忘れ外来

・3/24(金) 15：00～17：00
阿武理事長　企業訪問

・ 毎週月・土にもの忘れ外来を
実施しています

・ 友近医師・岡医師は発達相談
外来（要予約）も行っています
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【在宅医療担当表】

脳神経外科
院長　亀田 秀樹

総合内科
福谷 敏彦

脳神経外科
萬納寺 洋道

総合内科
森重 聡

形成外科
中浜 都

皮膚課
原田 和恵

皮膚科
古森 環

皮膚科
専徳 健太

皮膚科
駄阿 也眞人

総合内科
村田 和弘

小児科
院長　向江 徳太郎

歯科
川野 多加子

歯科
藤本 勝廣

薬剤師
部坂 理恵子

薬剤師
部坂 泰志

薬剤師
奥村 朋美

管理栄養士
秋月 悦子

作業療法士
西野 弘識

月 火 水 木 金

総合内科
脳神経外科

亀田 秀樹 亀田 秀樹
福谷 敏彦 福谷 敏彦 福谷 敏彦 福谷 敏彦 福谷 敏彦

萬納寺 洋道 萬納寺 洋道 萬納寺 洋道 萬納寺 洋道
森重 聡 村田 和弘 村田 和弘

形成外科 中浜 都
皮膚科 原田 和恵/古森 環 専徳 健太/駄阿 也眞人
小児科 向江 徳太郎 向江 徳太郎 向江 徳太郎 向江 徳太郎 向江 徳太郎

歯科
川野 多加子 川野 多加子 川野 多加子 川野 多加子 川野 多加子
藤本 勝廣 藤本 勝廣 藤本 勝廣 藤本 勝廣

訪問薬剤指導
部坂 理恵子 部坂 理恵子 部坂 理恵子

部坂 泰志 部坂 泰志 部坂 泰志 部坂 泰志
奥村 朋美

訪問栄養指導 秋月 悦子 秋月 悦子 秋月 悦子 秋月 悦子 秋月 悦子
訪問リハビリ 西野 弘識 西野 弘識
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※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。

山口エリア
■あんの循環器内科　Ｔ083（924）1151　■ハートクリニック新山口　Ｔ083（976）2450　■ハートクリニック南山口　Ｔ083（988）3333
■おごおり薬局　　　Ｔ083（974）1660　■メディキッズ山口　　　　Ｔ083（941）5311　■メディキッズ新山口　　　Ｔ083（976）2450
■青藍会在宅医療支援センター山口　訪問看護ステーション Ｔ 083（933）6020
■青藍会在宅医療支援センター山口　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 Ｔ 083（934）7600
■青藍会在宅医療支援センター新山口　訪問看護ステーション Ｔ 083（976）2400
■青藍会在宅医療支援センター新山口　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 Ｔ 083（976）2400
■青藍会在宅医療支援センター新山口　看護小規模多機能型居宅介護 Ｔ 083（976）2400

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。

東京エリア 
■青藍会在宅医療支援センターハートハウス成城　定期巡回・随時対応型訪問介護看護　Ｔ 03（3416）4160
　

体操を動画でも紹介しています。
QRコードを読み取ってご覧くだ
さい。

普段、歩き方や姿勢には気をつけている方も
いらっしゃると思いますが、靴の裏を見たこと
がありますか？歩き方の癖や姿勢は、靴底のす
り減り方に現れます。まず、基本的な歩き方は
踵の少し外側から接地し、足裏全体が接地しま
す。そのため、靴の踵や外側が減ることや左右
同じようにバランスよく靴底が減っていれば、
歩き方に偏りなく体も上手く使えています。そ
れ以外の靴底の減り方をしている場合は、なん
らかの負担がかかっている可能性があります。

良くない靴底の減り方としては以下の４つが
あります。
①靴の中心が減っている
②左右非対称
③外側のみ減っている
④内側のみ減っている

高齢者では膝が曲がりすり足状態で歩くこと
によって①のようになる例が多く見られるた
め、今回は①のパターンを改善するための運動
をご紹介します。

１．足の筋力アップ
① 膝を伸ばして仰向けになります。次に足首

を手前に反らして５秒保ちます。
② 次につま先をしっかりと伸ばします。
　①・②を10回程度繰り返します。
③ 仰向けの状態で、片方の膝を立てます。も

う片方の足は膝を伸ばしたままゆっくりと

おうちdeリハビリ
ハートホーム山口デイケアセンター

理学療法士　田淵 真啓

16

今回のテーマ　靴底の減り方、気にしていますか？

上げます。膝周囲の筋肉が硬くなる所で５
秒保ちます。これを左右５回程度行います。

① ② ③

２．ストレッチ
手を椅子や机につき

ます。伸ばす方の足を
真後ろへ引き踵を床に
つけます。前にある足
にゆっくりと体重を乗
せて10～15秒保ちま
す。３セット行い反対側の足も同じように行
います。トレーニング中は姿勢をまっすぐに
して行うように心がけて下さい。

いずれの原因も生活の中で少し意識するだけ
でも、歩き方の癖は変えることができます。歩
くときには姿勢を伸ばし、前に振り出した足を
踵から着地し、足趾でしっかりと地面を蹴って
ください。正しい歩き方をすると体にかかる負
担が減り疲れにくさを実感できると思います。

問い合わせ先
在宅医療部・看護部　担当：大道

 0120（2）81056


