
謹んで新年のご挨拶を申し上げま
す。2023年も地域の方々の生活を
生涯にわたって支えることに最善
を尽くして参ります。
（関連記事：本誌２ページ）
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新年のご挨拶

新年のご挨拶
青藍会グループ　医療法人社団青藍会

社会福祉法人青藍会
代表　阿武 義人

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。平素より
青藍会グループに対して多大なご支援ご協力を賜
り、深く感謝申し上げます。

2022年は、引き続く新型コロナウイルスの脅
威、異常気象、国際政治におけるロシアとウクラ
イナの戦争、および世界的なインフレの進行等が
起こりました。本年においても、これらの危機は
去らず、さらに食糧危機等が予測され、外部環境
はますます厳しいものとなると予想されます。ど
のような状況であっても、当グループは地域のヘ
ルスケアのためできることから粛々と進めてまい
ります。

当グループの昨年の主な取り組みとして、７月
に子ども第三の居場所「児童クラブ宮野」をハート
ホーム宮野１階に開所しました。地域の方が気軽
に立ち寄れる居場所で、ボランティアの協力を得
ながら、子どもに対して、多世代と関わる機会を
提供し、人と接する力や自己肯定感を高められる
ようにします。また、地域の中で、課題がある子
どもの早期発見や見守りを行います。

11月には、かんぽの宿湯田を改修したウェルネ
スセンター中央」を開設しました。本施設は、ト
レーニングセンターである「ウェルネスセンター
中央メディフィットクラブ」、IoT活用による効
率的な見守りを行う高齢者住宅「ウェルネスセン
ター中央あんしんホーム」、および大規模デイサー
ビス「ウェルネスセンター中央デイトレセンター」
からなる総合福祉施設です。温泉を生かして市民
の健康づくりに貢献します。

12月には、児童発達支援および放課後等デイ
サービスを行う「はあとf+j中央」を開設しました。
山口市南部地域のみならず鴻南圏域においても障
害児に対するサービス需要の受け皿となります。

また、８月に青藍会グループ100周年記念式典
を挙行しました。多くの方にご来場いただき誠に
ありがとうございました。この式典は、山口市の
今後100年の未来を考えること、および青藍会の
取組を地域の皆様に知っていただくこと、日頃の
感謝を皆様に伝えることを目的としていました。
特に、近年当グループが力を入れているデジタル
トランスフォーメーションの知見を共有すること
ができ嬉しく思っております。

昨年度、青藍会は、地域の医療・福祉の一翼を
担う組織として、地域の健康を守るという責務を
果たしてまいりました。

本年は、昨年より引き続き地域の健康を守ると
ともに、在宅ケア支援体制構築を推し進めて参り
ます。ハートホーム南山口において、２月には訪
問看護ステーション、３月には看護小規模多機能
型居宅介護を開設予定です。当施設は、在宅の限
界点を上げるという観点から開設準備を進めてい
ます。

当グループといたしましては、これからも地域
の一員として、皆様方の声をしっかりと受け止め、
その声にお応えできますよう更に精進を重ねて参
る所存であります。今後とも当グループに対しま
してご指導ご支援を賜りますよう切にお願い申し
上げます。

青藍会グループ100周年記念式典

ハートホーム宮野「児童クラブ宮野」

ウェルネス
センター中央
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新年のご挨拶

医療法人社団青藍会
あんの循環器内科

院長　亀田 秀樹

社会福祉法人青藍会
ハートクリニック新山口

院長　向江 徳太郎

謹んで新春のお慶びを申し上げます。昨年もCO
VID19感染症の流行下で皆様のお力添えをいただ
き、誠にありがとうございました。今年も皆様のご
期待にお応えできるよう職員一同努めて参ります。
より一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し
上げます。

冒頭にも少し触れましたが、今年も新年のご挨拶
でCOVID19についてお話ししなければいけない状
況が続いています。原稿執筆中の現在、日本国内で
は第8波に入っており患者数は増加中です。流行の
中心がオミクロン株になって重症化することが少な
くなっているとはいえ、季節性インフルエンザと比
べると重症化率や致死率はまだまだ高い状態です。
特に心疾患や呼吸器疾患、糖尿病などで治療中の方
は注意する必要があると考えます。一方で基礎疾患
のない若年者が感染したとしても、重症化する可能
性は低いことも事実です(後遺症が残るリスクはあ
ります)。政府関係者や感染症に関して責任ある立
場の方達には事実に基づいた発信をしっかりとし
て、日本を導いていただきたいと考えます。クリニッ
クでも正しい医療情報を提供したいと考えておりま
すので、ご相談ください。

あけましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願いいたします。

昨年はロシアのウクライナ侵攻によりめまぐる
しい変化が起こりました。また2019年12月初旬
からはじまった新型コロナウイルス感染症はパン
デミックとなり4年目を迎えます。昨年は青藍会
グループ内の多くの施設でコロナ感染者への対応
に苦労しました。各スタッフの懸命な対応には厚
くお礼申し上げます。安倍晋三元首相の暗殺事件
など悲しい事件も多く混沌とした状況の中で、サッ
カーワールドカップの日本勢の大活躍は誰もの気
持ちを明るくしてくれました。

本年はエネルギー問題、防衛費増額問題に始ま
る光熱費の値上げやまた増税などさまざまな問題
が家庭や企業などに押し寄せてきます。また新型
コロナウイルス感染症の感染症区分について2類
から5類への見直しが進められwithコロナが進め
られていきます。昨年100周年を迎えた青藍会グ
ループは、DXを構築することを掲げて着実に歩み
だしております。本年もまずは足元からしっかり
固めながら進みたいと思います。新たな年を迎え
様々な荒波に立ち向かい柔軟に対応していくため
に、スタッフと力を合わせて取り組んで参ります。

あんの循環器内科外観

ハートクリニック新山口外観

あんの循環器内科診察室

ハートクリニック新山口待合室
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新年のご挨拶／新型コロナウイルスワクチン接種はお済みですか？

問い合わせ先
あんの循環器内科
T 083（924）1151

担当：岩本

ハートクリニック新山口
T 083（976）2450

担当：池田

ハートクリニック南山口
T 083（988）3333

担当：井上

新型コロナウイルスワクチン接種は
お済みですか？

新型コロナウイルス感染症に係る予防
接種の無料での実施期間は、現時点では
令和5年3月31日までとされています

（厚生労働省「新型コロナウイルス感染症
に係る予防接種の実施に関する手引き」
より）。

現在高齢者を中心に4回目、5回目接
種も進んでいる（接種率46.4％※）一方
で、全体的接種率は28.3%※と伸び悩ん
でいます（※接種率は12/16時点での首
相官邸発表のもの）。1月以降も初回（1・
2回目）接種は可能ですので、予防接種に
よる感染症予防の効果と副反応のリスク
の双方について理解したうえで接種をご
検討ください。当グループの各クリニッ
クでは、新型コロナウイルスワクチン接
種を行っています。接種を検討される方
はお気軽にお問い合わせください。

山口市ウェブサイトより

社会福祉法人青藍会
ハートクリニック南山口

事務長　井上 智弘

あけましておめでとうございます。旧年は格別
のご厚情賜り、感謝申し上げます。昨年、青藍会
グループは地域の皆様のご支援により創設100周
年を迎えることができました。これからも皆様の
ご期待に沿えられるよう職員一同努めて参ります。

昨年を振り返ると、やはり新型コロナ対応に追
われた１年でした。しかし2020年の流行当初と
比べると、検査や予防接種の体制も充実し、新薬
も承認されることにより、これからの「withコロ
ナ」に期待できる年でもありました。それでも、
高齢の方や若くても持病のある方は、重症化リス
クがあるため油断はできません。また、スタッフ
が感染や濃厚接触者になることでの人手不足を心
配する日々も続きました。今年はもっと良い方向
に変化すると信じて、地域の皆様がコロナに負け
ず、健康で安心して生活できるよう支援して参り
ます。

これからも多くの方に必要とされる存在になれ
るよう努めて参りますので引き続きご愛顧の程、
何卒よろしくお願い申し上げます。

ハートクリニック南山口外観

ハートクリニック南山口待合室



ハート掲示板
台湾高齢産業創新発展協会が、日本のポストアキュートケアを視察するために来日されました。視察団は、
台湾衛生福利部�護理及健康照護司��司長の蔡�淑鳳�氏をはじめ健康福利部から３名、医師・看護師・リハビ
リ職員など計13名で、12/16には青藍会グループに来所され、在宅医療、在宅復帰支援体制、DXと地域
包括ケアシステムについて視察され
ました。
ハートホーム山口では、ベース
キャンプで16支店89事業所の連携
体制と訪問サービスへの管理・指令
体制の説明を受け、超強化型老健施
設である老人保健施設では、在宅復
帰への取り組みと施設の役割につい
て学ばれました。

ウェルネスセンター中央では、my�wellness�cloudで運動記録もメディカルデータも一括管理している
メディフィットクラブ、ICTリハを導入しているデイトレセンター、そしてそれらから得られたデータに加
え生体センサーで脈拍や呼吸状態等の管理を行い、安
心の見守りを実施しているあんしんホームを見学され、
とても関心を示されていました。
ハートホーム新山口では退院直後から対応できる医
療行為の必要な状態の方がご利用できる看護小規模多
機能型居宅介護、在宅での生活をサポートする訪問看
護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
の当グループの取り組みについて学ばれました。

青藍会の他には福岡県で九州厚生局、県庁、病院や
高齢者住宅、広島県で病院を視察されています。

ハートホーム山口にて

新山口のベースキャンプで青藍会の地域包括ケア
システムについて学んでいる様子

多世代交流施設ウェルネスセンター中央見学の様子

記念品の交換をして青藍会グループ
100周年記念誌を持つ台湾衛生福利
部 護理及健康照護司 司長 蔡 淑鳳 
氏と衛生福利部からの感謝状を持つ
青藍会グループ 本部長 部坂 佳生



2023年１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：和

わ

田
だ

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

元日 振替休日 年始休み

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

OYA塾
はあと保育園中央
10：00～11：00 

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

8 9 10 11 12 13 14

成人の日

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）
15：00～17：00

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

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

はあとカフェ南山口
14：00～15：00

OYA塾
はあと保育園吉敷
10：00～11：00 

15 16 17 18 19 20 21

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

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

はあとカフェ
新山口・小郡

14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

介護相談（南山口）
14：00～17：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

はあとカフェ
平川・大歳

14：00～15：00
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

22 23 24 25 26 27 28

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

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

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

介護相談（南山口）
9：00～12：30

はあとカフェ宮野
10：00～13：00

OYA塾
はあと保育園新山口
10：00～11：30

はあとカフェ
山口･中央

10：00～11：00

Work Café
10：30～11：30

29 30 31

●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。

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

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

親子でクッキング♪ ※15組限定
エプロン＆三角巾＆マスク持参 ※要予約

いちご狩り企画
～季節の味覚～

ビジネスマナー
場所：ハートハウス小郡南

冬のモビール作り

介護保険制度について part8

感染予防について

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）

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

親子でリトミック

新年会

介護予防教室
在宅介護
自宅での介護について
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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２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
１ ２ ３ ４

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

OYA塾
はあと保育園吉敷
10：00～10：30

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

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

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

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

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

介護相談（南山口）
14：00～17：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

はあとカフェ南山口
14：00～15：00

はあとカフェ
新山口・小郡

10：00～11：00

OYA塾
はあと保育園中央
10：00～10：45

オレンジカフェ白石
13：00～15：00

19 20 21 22 23 24 25
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

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

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

介護相談（南山口）
9：00～12：30

OYA塾
はあと保育園新山口
10：00～11：30

はあとカフェ
山口･中央

10：00～11：00
26 27 28

●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：和田　までご連絡ください。

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

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

節分行事
鬼と仲良く踊ろう

腰痛予防について

健康体操〜上半身〜

介護保険制度について part9

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：和

わ

田
だ

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

てづくりおもちゃを作ろう

冬場の健康対策
～寒い時期は要注意！～

雛飾りを作ろう

冬の体力づくり
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１月　外来診療医師予定表

【2023年１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
日本リウマチ学会専門医
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 萬納寺 向江・友近
PM 阿武・福谷 萬納寺 向江・友近

火
AM 阿武・亀田・森重 予約制 向江
PM 阿武・亀田・森重 桂 向江

水
AM 阿武・福谷・森重 西村 向江・友近
PM 阿武・福谷・森重 桂 向江

木
AM 亀田・名西 村田・西村 向江
PM 向江

金
AM 阿武・亀田 末冨・萬納寺 向江・岡
PM 阿武・亀田・上野 萬納寺 向江・岡

土
AM 亀田・中田・山本 村田
PM

お知らせ

・1/14(土) ８：30～18：00
川井医師　もの忘れ外来

・1/27(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

【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

形成外科
中浜 都

皮膚科
原田 和恵

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
柴田 明香

薬剤師
奥村 朋美

管理栄養士
秋月 悦子

作業療法士
柳井 勇樹

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

村田 和弘
（第１・３週）

形成外科 中浜 都
皮膚科 原田 和恵 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 柴田 明香 柴田 明香

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 柳井 勇樹 柳井 勇樹



〒
7
5
3
ー

0
8
1
3 

山
口
市
吉
敷
中
東
1
ー

1
ー

1　

T
0
8
3（
9
3
3
）6
0
0
0（
代
表
）

印
刷・製
本
／
株
式
会
社
マ
ル
ニ

青
藍
会
グ
ル
ー
プ
広
報
誌　
発
行
人
／
阿
武
義
人　

編
集
／
ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー　

藤
本
政
彦
・和
田
友
子・小
森
裕
美

2
0
2
3
年
1
月
１
日
発
行　

第
２
８
1
号

※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
　

おうちdeリハビリ 14

 ハートクリニック南山口
作業療法士　西野 弘識

小さいもの、薄いものがつかみにくいと感じ
ることはありませんか？指の関節が固い、指先・
手のひらの感覚が鈍い、つまむ・つかむ力が弱
くなっているなど色々な原因が考えられます。
今回は小さいものがつかめるようにするための
運動を紹介します。

1．洗濯ばさみつまみ運動
①洗濯ばさみを指の先でつまんで開く
②3秒かけて閉じきる

親指と人差し指、親指と中指などのすべての
指、左右の手で10回程度繰り返しましょう。

できる方は、小さい洗濯ばさみでも行うと指
先に効果的です。

2．ビー玉を使用した運動
①指の先でつまみ上げて戻す（左右10回）
②指の腹でつまみ上げて戻す（左右10回）

親指と人差し指、親指と中指などのすべての
指で行いましょう。

③全ての指でつまみ、親指で左右に転がす
※ゆっくり５往復行いましょう。

ビー玉に慣れてきたらビーズなどの小さいも
ので行うと効果的です。

3．ペットボトルのふた開け閉め運動
①片手でペットボトルを支える
②もう片方の手でペットボトルのふたを開ける

（最初は手首の力を使ってふたが緩んできたら
指先で開ける。）
③ふたを外して机に置く
④ふたを机からつまみ上げ、しっかり閉める

（いつもよりも強い力でしっかりと閉める。）
※指の力だけでなく手の力も使っても構いません。
※手首を反らないように注意。

回数は目安です。負担に感じる方は無理をせ
ず、できる回数から始めてみてください。

指を使うことは日常で必要不可欠な動作で
す。上記の運動を実施し、予防・改善に努めま
しょう。

今回のテーマ　小銭や薬など小さなものがつかみにくい

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。

問い合わせ先
 0120（2）81056

青藍会グループ介護・リハビリ担当：武
たけ

永
なが

①指の先 ②指の腹


