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バランス能力を確かめる測定に取り組む
利用者＝浜松市西区の脳リフレッシュサ
ロン志都呂

高齢者の身体能力測定　浜松の施設と常葉大ゼミ、共同研究を高齢者の身体能力測定　浜松の施設と常葉大ゼミ、共同研究を
継続継続
（2019/6/27 08:02）

　浜松市西区のデイサービスセンター「脳リフレッシュサロ
ン志都呂」と常葉大健康プロデュース学部（北区）の井口睦
仁助教のゼミは２０１６年から、同センター利用者の心身向
上を目的に身体能力測定「しとろんピック」に取り組んでい
る。介護度別の身体能力調査として測定データの収集も進め
る。利用者の目標や自信につながることが期待され、６月か
らは地域にも出向いてしとろんピックを広めている。

　同センターなどによると、身体機能の評価は年齢別のデー
タがある一方で介護度別はなく、目標値の設定が困難だとい
う。調査では介護度と体力の関係を探り、利用者の目標となる介護度別の平均値の算出を目指して
スタートした。

　測定種目は、両手を胸の前で組みながら３０秒間立位と座位を繰り返す「立ち上がり」やバラン
ス能力を評価する「ファンクショナルリーチテスト」など７種目。これまでに６回、毎回１００人
ほどの利用者が参加した。利用者の藤田栄子さん（７８）は「前回より数値が上がっているとうれ
しい。張り合いになる」と毎回楽しみにする。

　センターの開設１０周年となることしは、しとろんピックの活動紹介と結果の一部を冊子にまと
めた。データ量不足のほか、本来の運動状態と介護度が必ずしも一致しないことなどから、介護度
別の身体能力の優位な差は表れなかったが、今後も継続してデータを集めるという。

　同センターの古川恵美子所長は「個々のデータは日頃のリハビリに生かし、充実した支援につな
げたい」と話す。
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静岡医療・健康・福祉の記事一覧静岡医療・健康・福祉の記事一覧

防災・減災しずおか防災・減災しずおか
南海トラフ巨大地震に備えて静岡新聞が力
を注いでいる地震防災関連のニュースや話
題のコーナーです。

こち女（こちら女性編集室）こち女（こちら女性編集室）
女性記者でつくるチームが企画、取材、執
筆、編集を担当。暮らしや子育て、女性の
仕事などにまつわる話題満載です。

世界遺産 富士山世界遺産 富士山
静岡新聞社・静岡放送は長く富士山の世界
遺産登録運動を応援してきました。富士山
関連ニュースはこの特集をチェック！

伊豆・東部　自転車出会い旅伊豆・東部　自転車出会い旅
静岡県東部・伊豆地域。富士山を望む風光
明媚なコースや四季折々の表情が多くのサ
イクリストを引きつけます。

買って食べて応援！Cheer up静買って食べて応援！Cheer up静
岡！岡！
飲食店が続々と初めているテイクアウトメ
ニューを紹介。美食ぞろい！プロの味をお
うちで楽しんで飲食店をサポート！

心も甘くなる！至福のスイーツ心も甘くなる！至福のスイーツ
全国にファンを持つ有名チーズケーキから
シンプルながら鉄板の美味しさのロールケ
ーキ、シュークリームなどの厳選スイーツ

静岡の人気ラーメン店をチェック静岡の人気ラーメン店をチェック
老舗から新鋭まで県内のラーメン店を一挙
紹介！醤油・塩・とんこつ・味噌・鶏白
湯・まぜそばなどジャンル別にチェック

おいしい蕎麦屋めぐりおいしい蕎麦屋めぐり
徳川家康公とも深い関わりがある静岡蕎
麦。職人が情熱を注いだ香り豊かな手打ち
そばが味わえるおすすめ店をご案内！

わんことおでかけグルメわんことおでかけグルメ
テラス席だけではなく、わんこ同伴で店内
に入れるお店やドッグラン併設、大型犬OK
などでお店が探せます

子連れで行けるカフェレストラン子連れで行けるカフェレストラン
キッズスペースやキッズメニュー、個室、
座敷あり！など、子連れでゆっくり食事が
楽しめるお店をピックアップ！

いちご狩り特集いちご狩り特集
静岡でいちご狩りを楽しもう！摘んだばか
りの、甘くてジューシーな静岡のいちごは
いかが。

雨の日特集雨の日特集
雨でも楽しめる おでかけ＆デートスポット
をご案内♪

春爛漫！春のおでかけイベント情報春爛漫！春のおでかけイベント情報
♪♪
2020年の春から初夏にかけてのイベントを
ご紹介！ファミリー向けやアート展などの
情報はここでチェック！

アウトドア特集～自然体験＆外遊びアウトドア特集～自然体験＆外遊び
スポット～スポット～
静岡県の自然を満喫！デイキャンプやカヤ
ック、SUPなどアウトドアを楽しもう

厳選！美術館・博物館特集厳選！美術館・博物館特集
県内の魅力たっぷりの美術館・博物館を紹
介！ファミリーで、カップルで、大人の一人
旅で、アート巡りはいかが。

ゴールデンウィーク特集ゴールデンウィーク特集
静岡県内で行われるゴールデンウィーク期
間のイベントをご紹介！

おすすめ特集・連載おすすめ特集・連載

おいしいものを食べたい！「グルメ特集」おいしいものを食べたい！「グルメ特集」

週末どうする？「イベント特集」週末どうする？「イベント特集」
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感染者数市町別内訳・マップ　静岡県内【新型
コロナウイルス】

静岡県内の陽性患者一覧、記事リンク【新型コ
ロナウイルス】

菊川で新たに１人、静岡県内感染５８人目　新
型コロナウイルス

富士市で新たに２人感染　新型コロナウイル
ス、県内５２人に

静岡県内で新たに４人感染確認　新型コロナウ
イルス

富士の感染者は同居家族、４０代男性と女子学
生　新型コロナ

【まとめ】新型コロナ　休業／中止／交通　生
活情報（静岡県内）

下田、御前崎、富士宮で４人感染確認　新型コ
ロナ、県内５７人に

熱海市で１人感染確認　新型コロナウイルス

浜松市、ＰＣＲ検査所開設へ　コロナ対策、患
者増に備え態勢強化

SBSテレビチャンネルSBSテレビチャンネル
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身体能力を調べて、お薦めの競技紹介　菊川で小学生対象に測定会（2020/2/16
09:23）

日本語能力、定住者低く　浜松在住の外国人、技能実習生と（2020/2/10 20:51）

進む自家発電整備　静岡県内の高齢者施設、災害時の安全確保へ（2019/11/27
17:00）

高齢者施設利用者が作品展示　富士（2019/6/30 08:15）

浴室継続、市長に要望　浜松・西区の老人福祉施設利用者ら（2019/5/29 08:27）

ヒト幹細胞培養液エキ
スを配合！次世代毛髪
ケアエッセンス
(PR) PBJグループ on スキンケ…

芸能人も「すごくい
い！」1日2回の糖質コ
ントロール法に成功…
続出(PR) ビタブリッドジャパン on …

誰もが「美味しい」と
感じる!?世界が認めた最
上質日本酒
(PR) Clear

NHK英語の先生「中毒
になるよ」ペラペラに
なる脳トレドラマが…
ごい(PR) Creajoy

浜松の感染男性訪れた
飲食店、臨時休業し消
毒　発症後に入店｜…
岡新聞アットエス

韓国で初の日本人感染
者　南東部の大邱｜静
岡新聞アットエス

着物地で製作、和柄の
布マスク　島田の京染
呉服店、ＳＮＳで評…
｜静岡新聞アットエス

簡易なフェースシール
ドを考案　五輪聖火ト
ーチ設計の吉岡さん…
静岡新聞アットエス

静岡県内の陽性患者一覧、記事リンク【新型コロナウイルス】（2020/4/25 18:52）

感染者数市町別内訳・マップ　静岡県内【新型コロナウイルス】（2020/4/25 15:41）

静岡市で新たに感染者２人確認　新型コロナウイルス（2020/4/25 15:34）

掛川市で新たに１人感染　新型コロナウイルス（2020/4/25 15:15）

ドライブスルー方式公開　榛原総合病院、ＰＣＲ検査強化訴え（2020/4/25 08:36）

濃厚接触者６人は陰性　静岡市の感染、新型コロナ（2020/4/25 08:30）

飛沫防止の医療器具改良、気管挿管時の安全向上　浜松医科大など（2020/4/25 08:15）

富士宮市で新たに１人感染、静岡県内５９人目　新型コロナ（2020/4/25 07:45）

「サイバーナイフ」初導入　聖隷浜松病院、腫瘍に放射線集中照射（2020/4/24 17:13）

富士宮にＰＣＲ検査場、保健所ない自治体で初　５月中にも開設（2020/4/24 17:13）
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今、あなたにオススメ今、あなたにオススメ

静岡県内コロナ感染３０
人超、１週間で急増　初
確認から１カ月

マスク配布へ製作協力募
る　浜松の住宅メーカー
「作戦」開始

手製マスクどうぞ　浜松
ゆりの木通り商店街、９
店舗が製造・販売

静岡の７０代男性感染　
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人目

世界で最もハンサムな顔
ランキング 世界一は日
本人デザイナーが見出し
たヒーローAD（NewSphere）

なぜ日本の感染者は少な
いのか？海外が見る「日
本の謎」
AD（NewSphere）

一枚でさらりと着れる、
あたらしい春のワンピー
ス
AD（RAGTAG Online）

ドライブスルー方式公
開　榛原総合病院、ＰＣ
Ｒ検査強化訴え

Recommended by

【特集】新型コロナと闘う医療現場　院内感
染を防ぐために
榛原総合病院　車に乗ったままＰＣＲ検査
広野公園　静波海岸　人気スポットが封鎖

ニュース
社会
政治
経済
地域
文化・暮らし
医療・健康
気象・地震・災害
コラム・読み物
こち女（こちじょ）

スポーツ
サッカー
野球
相撲
ゴルフ
全国スポーツ
静岡スポーツ
五輪

おでかけイベント
開催間近のイベント
新着イベント
静岡新聞SBS主催イベント

グルメ
グルメ検索
New Open

地図検索

映画
上映中の作品
近日公開作品

クーポン・懸賞
新着クーポン

ショッピング

コミュニティ

SBS TV
番組表
アナウンサー
番組放送基準
番組審議会だより
放送番組の種別について
SBS視聴者サービスセンター

SBS RADIO
番組表
パーソナリティー
アナウンサー
キャスタードライバー

住宅・不動産（住まいアイ）

仕事（しごとのかんづめ）
新卒のかんづめ
転職のかんづめ
Futureしずおか

会社情報
グループ会社・関連団体
ブランドビジョン
超介さん 静岡新聞SBS
静岡新聞社・静岡放送　行動計画
環境自主行動計画
プレスリリース
見学のご案内
採用情報
メディア・ユニバーサルデザインの取
組について

主催事業･イベント
後援申請について
愛の都市訪問
ふるさと貢献賞

マイベストプロ静岡
しずしん47（静岡新聞47CLUB）
静岡美人時計
しずおかダンスプロジェクト
静岡新聞SBS災害情報
TeamBuddy（チームバディー）
SBSデータバンク
しずこチャン
(静岡コミュニティチャンネル)

購読のご案内
静岡新聞データベース
静岡新聞の本
掲載記事や写真の二次利用
ウィークリーガイド掲載申し込み
静岡新聞に投稿する
静岡新聞への広告掲載
記念日新聞・記事付き写真
アド・ポスト
お客様センターFAQ
編集局出前講座
静岡新聞ＮＩＥ

静岡県市町リンク集
４７ＮＥＷＳ
きょうのニッポン
日本新聞協会
交通情報（道路、鉄道、空港）

アットエスTOP  アットエスについて  推奨環境  プライバシーポリシー  利用規約  著作権について  リンクポリシー  ネット広告について  メディア資料  RSSについて  サイトマップ

ページトップ

https://www.at-s.com/news/shizuokanews/
https://www.at-s.com/news/social/
https://www.at-s.com/news/politics/
https://www.at-s.com/news/economy/
https://www.at-s.com/news/topics/
https://www.at-s.com/news/local/
https://www.at-s.com/news/women/
https://www.at-s.com/news/oyako/
https://www.at-s.com/news/culture/
https://www.at-s.com/news/education/
https://www.at-s.com/news/health/
https://www.at-s.com/news/weatherdisaster/
https://www.at-s.com/news/column/
https://www.outbrain.com/what-is/default/japanese
https://www.at-s.com/sbstv/videonews/index.html
http://news.tbs.co.jp/
https://www.at-s.com/
https://www.at-s.com/apps/account?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.at-s.com%2Fnews%2Farticle%2Fhealth%2Fshizuoka%2F650657.html
https://www.at-s.com/index.html
https://www.at-s.com/news/
https://www.at-s.com/sports/
https://www.at-s.com/gourmet/
https://www.at-s.com/event/
https://www.at-s.com/facilities/
https://www.at-s.com/movies/
https://www.at-s.com/present/
https://www.at-s.com/maps/
https://www.at-s.com/girls/
http://shigoto.at-s.com/
https://www.at-s.com/kenkou/
https://www.at-s.com/sbstv/
https://www.at-s.com/sbsradio/
https://www.skincare-univ.com/article/047598/?utm_source=Outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=624_02_PC_O013&obOrigUrl=true
https://trendnews-digital.com/outbrain-tmf2/?obOrigUrl=true
https://sake100.com/lp/ads/article-001?utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm&obOrigUrl=true
http://escanol.biz/smile-22a/?obOrigUrl=true
https://www.at-s.com/news/article/health/shizuoka/751641.html?obOrigUrl=true
https://www.at-s.com/news/article/international/742081.html?obOrigUrl=true
https://www.at-s.com/news/article/local/central/754021.html?obOrigUrl=true
https://www.at-s.com/news/article/health/national/757375.html?obOrigUrl=true
https://www.at-s.com/news/
https://www.at-s.com/news/social/
https://www.at-s.com/news/politics/
https://www.at-s.com/news/economy/
https://www.at-s.com/news/local/
https://www.at-s.com/news/culture/
https://www.at-s.com/news/health/
https://www.at-s.com/news/weatherdisaster/
https://www.at-s.com/news/column/
https://www.at-s.com/news/women/
https://www.at-s.com/sports/
https://www.at-s.com/sports/soccer/
https://www.at-s.com/sports/baseball/
https://www.at-s.com/sports/sumo/
https://www.at-s.com/sports/golf/
https://www.at-s.com/sports/national/
https://www.at-s.com/sports/shizuoka/
https://www.at-s.com/sports/olympic/
https://www.at-s.com/event/
https://www.at-s.com/event/search/
https://www.at-s.com/event/search/?sort_by=upd
https://www.at-s.com/event/search/?genre=19
https://www.at-s.com/gourmet/
https://www.at-s.com/gourmet/search/
https://www.at-s.com/gourmet/search_new_open/
https://www.at-s.com/maps/
https://www.at-s.com/movies/
https://www.at-s.com/movies/search/?date=1
https://www.at-s.com/movies/search/?date=2
https://www.at-s.com/coupon/
https://www.at-s.com/coupon/
https://www.at-s.com/apps/shop/
https://www.at-s.com/sns/
https://www.at-s.com/sbstv/
https://www.at-s.com/sbstv/timetable/
https://www.at-s.com/sbstv/ana_list/
https://www.at-s.com/sbstv/bangumi_kijun/index.html
https://www.at-s.com/ir/bansin/
https://www.at-s.com/sbstv/basic_timetable/index.html
https://www.at-s.com/blogs/sbs-service/
https://www.at-s.com/sbsradio/
https://www.at-s.com/sbsradio/timetable/
https://www.at-s.com/sbsradio/per_list/
https://www.at-s.com/sbstv/ana_list/
https://www.at-s.com/blogs/casdora/
http://sumai.at-s.com/
http://shigoto.at-s.com/
http://shinsotsu.at-s.com/
http://tensyoku.at-s.com/
https://www.at-s.com/future/
https://www.at-s.com/info/compa.html
https://www.at-s.com/info/group.html
http://www3.shizuokaonline.com/cominfo/brand/brandflash.swf
https://www.at-s.com/chosuke/
http://www3.shizuokaonline.com/info/plan/201210_plan.pdf
http://www3.shizuokaonline.com/info/plan/kankyo_plan.pdf
https://www.at-s.com/pressrelease/
https://www.at-s.com/info/kengaku/index.html
https://www.at-s.com/blogs/recruit/
https://www.at-s.com/info/mud/
https://www.at-s.com/event/sbs/search.html?sort_by=excerpt&blog_id=8&class=entry&categories=15063
https://www.at-s.com/info/support.html
http://sbs-bunkafukushi.com/toshihoumon/index.html
http://sbs-bunkafukushi.com/commendation/index.html
https://mbp-japan.com/shizuoka/
https://www.47club.jp/goods/search?keyword=&font_size=ShopB&search.x=true&x=31&y=22&pref=%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C&search_type=0
https://www.at-s.com/bijin/
https://www.at-s.com/blogs/dance/
https://www.at-s.com/saigai/
https://teambuddy.jp/
https://www.at-s.com/s/marketdata/
https://www.at-s.com/channel/shizuoka/index.html
https://www.at-s.com/info/koudoku/index.html
http://www3.shizushin.com/database/
https://www.at-s.com/book/
https://www.at-s.com/info/copyright.html
https://www.at-s.com/info/weeklyguide.html
https://www.at-s.com/info/traffic.html
http://www.edi-s.co.jp/
https://www.at-s.com/info/faq.html
http://www.edi-s.co.jp/annai/
https://www.at-s.com/info/faq.html
https://www.at-s.com/blogs/nie/post-864.html
https://www.at-s.com/blogs/nie/index.html
https://www.at-s.com/info/shizuoka_link.html
http://www.47news.jp/
http://www.todays.jp/
http://www.pressnet.or.jp/
https://www.at-s.com/info/transport.html
https://www.at-s.com/
https://www.at-s.com/info/about.html
https://www.at-s.com/info/notice.html
https://www.at-s.com/info/privacypolicy.html
https://www.at-s.com/info/rules.html
https://www.at-s.com/info/copyright.html
https://www.at-s.com/info/linkpolicy.html
https://www.at-s.com/info/banner.html
https://www.at-s.com/info/adv/index.html
https://www.at-s.com/info/rss.html
https://www.at-s.com/sitemap.html

