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、日頃運動をしている方（週２回以上）としていない方に分け

TEL055(946)6430 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆まとめ☆まとめ☆まとめ☆まとめ

 

背筋を

伸ばし！

鏡をよく見

て姿勢を

チェック！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆まとめ☆まとめ☆まとめ☆まとめ    
① 体脂肪率

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。

② 筋肉量減少

が大切です。

脚点（脚部の筋肉量）は、そのための特別な運動をしないと増えません。

有効な運動は、下記のような

（詳しくは「はあもにぃ

静岡健康友の会では、毎週月・木曜に集まって

ぜひ、皆さんで、寝たきり防止の運動を行いましょう。

 

運動なし

運動あり

全 体

筋肉量筋肉量筋肉量筋肉量

運動なし

運動あり

全 体

内臓脂肪率内臓脂肪率内臓脂肪率内臓脂肪率

やや過剰～過剰の人の率やや過剰～過剰の人の率やや過剰～過剰の人の率やや過剰～過剰の人の率

手を振り、足をあげた状態で一時停止。

足の高さより片足で立つこと意識！！

背筋を 

伸ばし！ 

鏡をよく見

姿勢を 

チェック！ 

ラルゴウォーク

☆体組成計は、東部☆体組成計は、東部☆体組成計は、東部☆体組成計は、東部

計計計計 3333 台台台台

 

 

    
体脂肪率、特に内臓脂肪は、定期的な運動

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。

筋肉量減少 ⇒ 運動機能の低下

が大切です。 

脚点（脚部の筋肉量）は、そのための特別な運動をしないと増えません。

有効な運動は、下記のような

（詳しくは「はあもにぃ

静岡健康友の会では、毎週月・木曜に集まって

ぜひ、皆さんで、寝たきり防止の運動を行いましょう。

0 10

運動なし

運動あり

体

少ない人の率少ない人の率少ない人の率少ない人の率

0

運動なし

運動あり

体

9.6

28.3

内臓脂肪率内臓脂肪率内臓脂肪率内臓脂肪率

やや過剰～過剰の人の率やや過剰～過剰の人の率やや過剰～過剰の人の率やや過剰～過剰の人の率

手を振り、足をあげた状態で一時停止。

足の高さより片足で立つこと意識！！

ラルゴウォーク 

☆体組成計は、東部☆体組成計は、東部☆体組成計は、東部☆体組成計は、東部

台台台台あります。あります。あります。あります。

 

、特に内臓脂肪は、定期的な運動

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。

運動機能の低下

脚点（脚部の筋肉量）は、そのための特別な運動をしないと増えません。

有効な運動は、下記のような

（詳しくは「はあもにぃ 2013

静岡健康友の会では、毎週月・木曜に集まって

ぜひ、皆さんで、寝たきり防止の運動を行いましょう。

 

 

 

20 30

19.4

30.3

少ない人の率少ない人の率少ない人の率少ない人の率

50 100

66.7

28.3

やや過剰～過剰の人の率やや過剰～過剰の人の率やや過剰～過剰の人の率やや過剰～過剰の人の率

手を振り、足をあげた状態で一時停止。

足の高さより片足で立つこと意識！！

内臓脂肪は、運動してい

る人としていない人で

大きく違う。

 (ゆっくり足踏み

☆体組成計は、東部☆体組成計は、東部☆体組成計は、東部☆体組成計は、東部（ことぶき・いちご）（ことぶき・いちご）（ことぶき・いちご）（ことぶき・いちご）

あります。あります。あります。あります。測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて

 

、特に内臓脂肪は、定期的な運動

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。

運動機能の低下 ⇒ 寝たきり

脚点（脚部の筋肉量）は、そのための特別な運動をしないと増えません。

有効な運動は、下記のようなラルゴウォーク

2013 年 10

静岡健康友の会では、毎週月・木曜に集まって

ぜひ、皆さんで、寝たきり防止の運動を行いましょう。

 

 

 

 

 

 

40

33.3

30.3

 
100

手を振り、足をあげた状態で一時停止。 

足の高さより片足で立つこと意識！！ 

内臓脂肪は、運動してい

る人としていない人で

大きく違う。

ゆっくり足踏み) 

（ことぶき・いちご）（ことぶき・いちご）（ことぶき・いちご）（ことぶき・いちご）

測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて

  

、特に内臓脂肪は、定期的な運動(ラジオ体操やウォーキングなど

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。

寝たきりを予防するためには、特に脚部の筋肉をつけること

脚点（脚部の筋肉量）は、そのための特別な運動をしないと増えません。

ラルゴウォークや、しぞ～かでん伝体操

10 月号」参照）

静岡健康友の会では、毎週月・木曜に集まってでん

ぜひ、皆さんで、寝たきり防止の運動を行いましょう。

 

運動

う判定は少ない

膝を曲げて

1 秒キープ

内臓脂肪は、運動してい

る人としていない人で

大きく違う。 

（ことぶき・いちご）（ことぶき・いちご）（ことぶき・いちご）（ことぶき・いちご）・たまち・西部・たまち・西部・たまち・西部・たまち・西部

測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて

ラジオ体操やウォーキングなど

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。

を予防するためには、特に脚部の筋肉をつけること

脚点（脚部の筋肉量）は、そのための特別な運動をしないと増えません。

しぞ～かでん伝体操

月号」参照） 

でん伝体操教室を開催しています。

ぜひ、皆さんで、寝たきり防止の運動を行いましょう。 

 

運動なし

運動あり

全

脚点（脚部の筋肉量）脚点（脚部の筋肉量）脚点（脚部の筋肉量）脚点（脚部の筋肉量）

運動している人では「

う判定は少ない

しかし、脚部筋肉量は運動している人

そうでない人で大きな違いがなかった

膝を曲げて

秒キープ 

 

問合せ先: 

地域リハビリテーション推進センター

内臓脂肪は、運動してい

る人としていない人で

・たまち・西部・たまち・西部・たまち・西部・たまち・西部（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）

測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけて測定希望の方は職員に声をかけてください。ください。ください。ください。

ラジオ体操やウォーキングなど

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。

を予防するためには、特に脚部の筋肉をつけること

脚点（脚部の筋肉量）は、そのための特別な運動をしないと増えません。

しぞ～かでん伝体操です。

体操教室を開催しています。

 

20

運動なし

運動あり

体

脚点（脚部の筋肉量）脚点（脚部の筋肉量）脚点（脚部の筋肉量）脚点（脚部の筋肉量）

している人では「筋肉量が少

う判定は少ない。 

しかし、脚部筋肉量は運動している人

そうでない人で大きな違いがなかった

: 健康づくり推進課

地域リハビリテーション推進センター

しぞ～かでん伝体操

（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）

ください。ください。ください。ください。        

ラジオ体操やウォーキングなど)で減らすことができ

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。

を予防するためには、特に脚部の筋肉をつけること

脚点（脚部の筋肉量）は、そのための特別な運動をしないと増えません。 

です。 

体操教室を開催しています。 

  

40 60

53.3

51.6

52.1

筋肉量が少」とい

しかし、脚部筋肉量は運動している人

そうでない人で大きな違いがなかった

健康づくり推進課 Tel (221

地域リハビリテーション推進センター

しぞ～かでん伝体操

（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）

            

文責：吉岡

で減らすことができ

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。

を予防するためには、特に脚部の筋肉をつけること

 

 

60

53.3

51.6

52.1

とい

しかし、脚部筋肉量は運動している人と

そうでない人で大きな違いがなかった

Tel (221-1579) 

地域リハビリテーション推進センター 

しぞ～かでん伝体操 

（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）（ひまわり・みかん）の薬局にの薬局にの薬局にの薬局に

文責：吉岡 

で減らすことができ

ます。これは、慢性疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症など）の危険因子を減らすこととなります。 

を予防するためには、特に脚部の筋肉をつけること

と

そうでない人で大きな違いがなかった。 

 

 


