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原澤

勉
その結果、
この１年間は、生化学的な数値変化とと

会時に痛みや可動域の制限のある方に対して、詳細

もに、写真等で、その改善経過を記録し客観的にその

にアセスメントを取り、その結果を少しでもご本人に

変化をご本人に見ていただく事によりモチベーション

実感して頂ける様に、
より一層の専門的かつ効率的な

の維持・向上に役立てました。

運動指導を心掛けて参りました。その為にはご自宅で

その結果以下のように顕著に効果のあった方々を

出来る運動内容の指導や当施設のご利用頻度にも言

１つの事業内容として報告させて頂きます。

及し、それを実行して頂きました。

ちなみに平成29年度のフィットネス延御利用者は

明治町クリニック

13,219人、月平均1,102人を数えました。

「メディカルフィットネスでこれだけ変わりました！」
ケース①
K・T様

○目的

○年齢

50歳代

○性別

女性

○主な既往歴

○入会

平成29年10月
（利用年数0年5ヶ月）		

・右肩関節脱臼

●右肩の脱臼癖の改善 ●健康診断結果を見て
・コレステロール高値

○利用頻度 2~3回／週
○測定値推移
（2ヶ月後）

（5ヶ月後）

体重（kg）

48.4

47.9（－0.5）

45.5（－2.9）

体脂肪率（%）

28.7

27.5（－1.2）

25.2（－3.5）

体脂肪量（kg）

13.9

13.2（－0.7）

11.5（－2.4）

筋肉量（kg）

13.4

13.5（＋0.1）

13.0（－0.4）

74

74（±0）

70（－4）

腹囲（cm）

○以下は、
アンケート結果です。
（1）１年前に右肩を脱臼したことや、健康診断

ケアハウスあやめ サンセリテ明治町

（入会時）

画像A

の結果を見て、運動の必要性を感じていま
した。

明治町デイサービスセンター

した。
また、友人の紹介もあり入会を決めま

➡

（2）整形外科の先生が驚かれる程、肩の可動
範囲が広がり
（画像A参照）、動きも滑らか

メディカルフィットネス戸畑

になりました。
また身体も引き締まり、気に
していた部分は細くなりました。
（3）肩の運動時には「どこの筋肉を使っている
のか」を意識しながら実践。自宅でも身体

あやめ在宅ケアセンター

○氏名

とばたクリニック

平成29年度のメディカルフィットネス戸畑では、入

あやめの里

メディカルフィットネス戸畑 主任

戸畑リハビリテーション病院

メディカルフィットネス戸畑

➡

を動かし、移動は出来るだけ歩きました。

められた。入会から約５ヶ月。筋力強化と可動域訓練を実施した結果、画像の様に改善。次の目標は、
「走れ
る身体作り」
とのこと。現在も働きながら週２～３回の利用頻度を維持しています。
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今回、上記で掲げたK様は若年時より繰り返していた右肩の脱臼。１年前にも起き、その時には手術も勧

戸畑共立病院

ケース②
戸畑リハビリテーション病院

○氏名

M・M様

○年齢

51歳

●左肩の痛みの改善

○性別

女性

●体重を３～４kgぐらい減らしたい

○入会

平成29年9月
（利用年数0年6ヶ月）		

○利用頻度

○目的

○主な既往歴

2回／週

・甲状腺機能低下症

・左肩痛

あやめの里

○測定値推移

とばたクリニック

（入会時）

（1ヶ月後）

（3ヶ月後）

（6ヶ月後）

体重（kg）

49.8

49.1（−0.7）

46.5（−3.3）

46.9（−2.9）

体脂肪率（%）

28.3

27.1（−1.2）

24.8（−3.5）

22.4（−5.9）

体脂肪量（kg）

14.1

13.3（−0.8）

11.5（−2.6）

10.5（−3.6）

筋肉量（kg）

14.3

14.3（±0）

13.9（−0.4）

14.7（＋0.4）

69

68（−1）

66（−3）

66（−3）

腹囲（cm）

明治町クリニック

○以下は、
アンケート結果です。

肩関節周囲炎から痛みの為、動かす事を避けてい

（1）左肩の激痛から1年半が経ち、痛みは落ち

たMさんは、動きの悪くなった左肩の改善と減量が目

着いたが可動範囲は狭く、以前のような状

的でご入会。左肩の改善状況は、画像Bをご覧くださ

態に少しでも戻れることを期待し入会しま

い。６ヶ月で肩の動き・可動範囲はここまで改善。目標

した。病院が運営していることや、有資格の

であった、体重－3.0kgも達成。

あやめ在宅ケアセンター

指導者が常駐されていることから、
こちらを
選びました。
（2）入会からすぐに肩の痛みは軽減。左右の可
動範囲や筋力差はまだ感じますが、日常生
活は問題なく過ごせています。

ケアハウスあやめ サンセリテ明治町

（3）筋力トレーニングを週2〜3回実施し、肩の

関節可動域が改善し痛みを気にせず身体を動かせ
るようになると、運動種目や強度も徐々に増える為、そ
の効果も画像等で確認出来る様になります。
ご本人の意識も向上し、運動に対する行動内容も変
化し、同時にＱＯＬも上がり、現在は当フィットネスを
卒業され新しいエクササイズのステージに挑戦されて

状態も随分良くなりました。有酸素運動を行

います。

い、脂肪燃焼することが出来ました。

画像 B

（4）苦労したことは、週2〜3回ジムに通うこと
や、少し食事に気をつけたこと、習った運動
を自宅でも実践したことでしょうか。
（5）日々の生活を少し見直し、指導していただ
いたことを気長に続けていくことで、結果が

➡

ついてくると思います。

明治町デイサービスセンター
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ケース③
Y・A様

○主な既往歴

○年齢

58歳

・糖尿病

○性別

女性

・脂質異常症

○入会

平成29年1月
（利用年数0年7ヶ月）		

・高血圧症→（入会時）167／96 （H）

○利用頻度

2〜3回／週

戸畑リハビリテーション病院

○氏名

（現在） 137／75

あやめの里

○目的
●筋肉の大切さを知ったので ●減量
●コレステロール値の改善
（2ヶ月後）

（5ヶ月後）

（7ヶ月後）

78.3

72.8 （−5.5 ）

67.2（−11.1 ）

62.9（−15.4 ）

体脂肪率（%）

42.7

39.4（−3.3 ）

34.9（−7.8 ）

32.2（−10.5 ）

体脂肪量（kg）

33.4

28.7 （−4.7 ）

23.5（−9.9 ）

20.3（−13.1 ）

筋肉量（kg）

19.6

18.4（−1.2 ）

18.2（−1.4 ）

17.5（−2.1 ）

94

90（−4 ）

84（−10 ）

83（−11 ）

腹囲（cm）

明治町クリニック

（入会時）
体重（kg）

とばたクリニック

○測定値推移

100
90
80
60
50
40
30

あやめ在宅ケアセンター

体重
体脂肪率
体脂肪量
筋肉量
腹囲

70

20
10
入会時

2 ヶ月後

5 ヶ月後

7 ヶ月後

○以下は、
アンケート結果です。

（6）1年前の健康診断で生活習慣病を指摘さ

（1）以前は、食事制限だけのダイエットをして

れ、減量を「本気」ではじめたY・Aさん。そ

減ったものの、筋力は衰え立ち仕事が困難

の結果は、上記にあるように立派なものと

になり、他の運動施設に入会しましたが効

なっています。停滞する事無く減量出来て

果は無く、
こちらに入会しました。

おり、最終目標である標準体重が見えてき

（2）運動後は身体が軽くなり、高血圧も正常値
まで下がり、体調も良くなりました。
（3）
トレーナーの的確なアドバイスや疑問に
す。指導通りの食事量、食べ方、運動プログ
ラム等を実践しました。
（4）運動を継続する為の、モチベーション維持
に苦労します。自身のプログラムは身体の
理解するように努力しています。

共に、少しでも結果にコミットする事が出来てスタッフ
一同、大変嬉しく思っております。
またその他にも平成29年度は、
ヨガ教室も会員以
外の地域の方々にも参加頂き喜ばれております。外部
講師による無理のない、本格的な指導のもと25回実
施し、122名の参加となっております。
今年度も引き続きホームページやインターネット、
ブログを活用して、
フィットネスでの効果や行事を随
時更新すると共に、
より一層広報やポスティングに力

でも変化すると思います。私も標準体重ま

を入れ、地域の高齢者や身体の不自由な方への認知

で、努力したいです。

度を上げ、皆様が気軽に相談や運動出来る施設づく
りを目指してまいります。
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（5）
トレーナーのアドバイス通り実行すると、誰

メディカルフィットネス戸畑

どこを使い、
どういった効果があるのかを

今回のケースでご紹介した３名はご本人の努力と

明治町デイサービスセンター

対しては、即座に回答。本当に信頼できま

ました。

ケアハウスあやめ サンセリテ明治町

0

戸畑共立病院
戸畑リハビリテーション病院

また、認知予防教室といたしまして毎週火曜日の2

がちな身体の硬い方も無理なく行え、柔軟性を向上さ

時より脳はつらつ教室を昨年４月より開催致しており

せて、
ヨガ教室へ移行する方もいらっしゃいます。
こち

ます。

らも年間の延べ参加者は244名（44回実施）
となって

前頭葉の賦活目的で行う拮抗運動や下肢・上肢の
筋力トレーニングを合わせた物となっており、運動強

おり、少しずつではありますが、一般の方の参加者も増
えてきております。

あやめの里

度や難易度を1か月毎に高め、笑いの絶えない楽し

今年度後も、職員ひとりひとりが（社医）共愛会の一

い教室となっております。47回実施し、延べ参加者は

員として、地域に貢献し、少しでも皆様の日常生活の充

312名となっております。
また今年度も好評により、引

実に役立てて行ければと考えております。 自らの役

き続き開催しております。

割をしっかりと捉え、会員の方のご要望に即応出来る

その他に、
フィットネス会員や一般の方を対象にし

とばたクリニック

たリズム体操教室（担当：田中 麻衣子）は、受講者の体

べく、
自らのスキルを今以上に高め、信頼される様に業
務にあたりたいと考えております。

力や技能に合わせたレベル別のクラス編成となってお

今年度は介護予防教室も6月より新たに開始し、法

り高齢者の参加者もマイペースで楽しめるとあって、

人各部署にもご協力を頂いております。今後も益々連

年間の延べ参加者は180名（44回実施）
となっており

携を強化するとともにご利用者にも内容の充実した、

ます。

専門的で、効率のよい、解り易い指導を心掛けてまい

明治町クリニック

又、
ストレッチ教室（担当：岩切 秀文）は普段敬遠し

あやめ在宅ケアセンター

ケアハウスあやめ サンセリテ明治町
明治町デイサービスセンター
メディカルフィットネス戸畑
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福岡市
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とばたクリニック
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あやめ在宅ケアセンター
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機能解剖からみた運動による機能改善の学び2 DAYS集中講座

名

所属部署
氏
至

10月 6日

原澤

自

10月 5日

戸畑共立病院

学会等・出張先一覧

