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特集：つえ・車椅子の使い方



うちのおじいちゃんが転んで足を怪我してからお手製の杖を使って
歩いているけど、なんか歩き方が変で歩きにくそうなんだよなー。

自分に合った杖を使うことが大事なんですね！

まず、ちゃんとした杖を使いましょう！
そして、写真の様に合わせてみてください。
杖の長さは床から大腿骨の大転子（腰骨の一番出っ張ったとこ
と）や尺骨茎状突起（手首）の高さで合わせるとよいでしょう！

加齢やケガなどで、歩行のバランスが悪くなること、長距離歩行が困難になることがあります。

そのような時に杖などを使用することで歩行が安定しラクに歩けるようになり、歩行距離を延ばすことができ
たり、歩行速度を速めたりすることができ、活動しやすくなります。しかし、杖や歩行器には種類も多くその時
その人の身体の状態に合わせて、適切なものを選ぶことが必要です。

つえ（歩行補助具）について教えて♪

今回は、僕が紹介します♪

R3 4/1（月）

これは、そもそも杖ではないですね！

尺骨茎状突起大転子

リハビリテーション課
理学療法士

本告 幸介

モデル
リハビリテーション課
理学療法士

大石 春樹



そして、杖を持つ手は、基本的には健側（ケガしていない側）に持ちま
す。
歩く手順は①杖→②患側の足（ケガしている側）→③健側の足（ケガし
てない側）の順番で前に出して歩くと安定しますよ。

ホントだ！おじいちゃんの姿勢がかっこよくなった！

歩行補助具は、T字杖以外にもたくさんあります。例えば・・・

ちなみに白杖（はくじょう）と呼ばれる視覚障害のある方が使う杖もあり
ます。これは今までの杖とは違い、①安全確認②シンボル③音の反
響を目的に使用します。音が反響しやすい様に杖先に金属や硬質の
合成樹紀脂がついています。

種類もたくさんあるし、使い方もそれぞれ違うのですね！
色々教えてくれてありがとう。

これからも歩行や介助のこと等で困ったことがあれば
何でも相談してくださいね！

①杖 ②ケガしている側 ③ケガしてない側

歩行補助具について教えて♪

シルバーカー歩行器

【腕に力のある人】

【握力や腕の力
が弱い人】

【歩行がかなり不安定な人】

多脚型杖
（三脚杖、四脚杖）

Ｔ字型杖

オフセット型杖
ステッキ

ロフストランド
クラッチ



10年前はおじいちゃんの杖を合わせてくれてありがとう。

最近はおじいちゃんも歩けなくなってしまい、今は車いすを
使っているのです。

自宅の周りには坂が多くて、この間は坂を下っている時に
おじいちゃんが前に倒れそうになってしまったのです。

お怪我はなかったのですか？もしかしたら介助の仕方が
悪かったのかもしれませんね！

坂道の上り方は、進行方向に対して前向きに上がります。

坂道の降り方は、進行方向に対して後ろ向きに下がります。

車椅子を使用することで、歩行や姿勢保持が困難な方でも生活の幅を広げる
ことができます。
離床することで心身機能の維持も期待でき、介護負担軽減にもつながります。

R13 4/1（月）

車椅子について教えて♪

リハビリテーション課
理学療法士

前畑 樹良



やっぱり介助の仕方が悪かったのか！

車椅子に押されないようにしっかり足を広げて、脇を締め
ることも大事です！
ちなみに・・・段差を昇り・降りする際は次の手順です。

昇り方
①段差に対して車椅子を正面に向けます

②介助者は手押しハンドルを押しながらティッピングレ
バーを片脚で踏み、前輪を上げます。

③バランスを保ちながら車椅子を前進させ、ゆっくりと前
輪を段差の上にのせます。最後に後輪を押し上げます。

降り方
①段差に対し車いすを後ろ向きに向けます。

②介助者は手押しのハンドルを引きながらゆっくり後輪を
降ろします。
③ティッピングレバーを片脚で踏み、前輪を上げます。

④ゆっくり後方に下がり、座っている方の足が段差にぶつ
からないか確認して前輪をゆっくり下ろします。

今回も色々教えてくれてありがとう！

車椅子について教えて♪

ハンドル

介助用ブレーキ

背もたれ

ブレーキ

ティッピングレバー

キャスター

ハンドリム

駆動輪

ひじかけ

サイドガード

シート

レッグサポート

フットサポート



オーラルフレイルと栄養・続
”お口の健康は全身の健康”

●たんぱく質はしっかりと食べましょう！

● エネルギー不足も注意しましょう！

６５歳頃からは、メタボ対策から
低栄養対策へギアチェンジを！！

ポイント
それぞれ片手にのる

くらいを毎日食べましょう！

※ 体重の減少は、
低栄養を発見するため
の大事な指標です。
痩せてきていないか、

定期的に体重を測るよ
うにしましょう！

ふるかわ やえの

古川 八重乃

① 2病棟 看護課
看護補助

② 牛タン ・ The Beatles

③ 患者様とコミュニケーションを取
り、職務では補助として看護師の皆
さんの補佐がスムーズにできるよう、
精進して参りたいと思います。

たなか まいこ

田中 麻衣子

① 栄養課 管理栄養士

② 料理（パン・お菓子作り）
愛猫のトラちゃんと遊ぶこと。
パン屋さんやcaféを探しまわる

③ 食事を通して、患者様が元気
になっていただいたり喜んでいた
だけるように頑張りたいと思いま
す。まだまだ未熟ではありますが
一生懸命頑張りますのでよろしく
お願い致します。

まうら ちあき

真浦 千秋

①かきぞえ通所リハビリテーション
介護職員

② バレー

③中野診療所に入職しスタッフの
方々に丁寧に教えてもらっています。
今後、利用者様一人一人と真剣に向
き合い利用者様の心に寄り添えるよ
うに目指して頑張ります。これから利
用者様のことを一番に考え自分ので
きることを精一杯行っていきたいと思
いますのでよろしくお願いします。

①所属部署 ② 好きなもの・事 ③ 一言

院内報告

さいわいや よしたか

幸谷 芳孝

① 通所リハビリ毎快
介護職員

② 観賞用エビの世話をする事

③ 半年が過ぎましたので、1年
に向けて頑張っていきます。

新人紹介



新型コロナウイルスによる自粛生活も長くなってきました。
みなさま、ストレスが溜まったり、運動不足にはなっていませんか？
そこで、気持ちをリフレッシュさせ、体力維持につながる
簡単なストレッチや筋トレをご紹介します。
コロナウイルスに負けない身体づくりをはじめましょう。

・首を前後左右に傾けていきましょう。
・ゆっくりと左右に回旋も行います。

・手を合わせて腕を上や左右、前後にゆっくりと伸ばします。
・背中や脇の下が伸びていることを意識します。

・太ももの前や後ろを伸ばしていきます。
・太ももをおなかに引き寄せてお尻や股関節周りの筋肉も伸ばしていきましょう。

木引田健康クリニック・ミシックジムでは、『自分だけでは、運動の方法に不安
がある。』『自分ではなかなか運動が続かない』というお悩みの方々の

見学体験もお待ちしております♪私たちと一緒に楽しく運動してみませんか？



医療法人医理会柿添病院
〒859-5152
長崎県平戸市鏡川町278番地
TEL 0950-23-2151 FAX 0950-22-5131
http://www.kakizoehospital.or.jp/
【面会について】 現在、感染予防の為、面会制限を行っております。

詳しくはお問い合わせください。

医理会ホール 通所リハビリテーション『毎快』
〒859-5112 長崎県平戸市宮の町596番地1
TEL 0950-23-2151 FAX 0950-22-5131

医療法人医理会柿添病院附属中野診療所
かきぞえ通所リハビリテーションセンター

〒859-5141 長崎県平戸市山中町696番地3
TEL 0950-20-4100 FAX 0950-20-4101
【診療科目】 耳鼻咽喉科・内科
【所 長】 木寺 一希 日本耳鼻咽喉科学会専門医
【診療時間】 月～金 9:00～12:00 13:00～17:00
※午後の診療は事前にお問い合わせ確認をお願い致します

病院までのアクセス

月 火 水 木 金 土

外
来

外科・内科
柿添圭嗣（ 木 病棟回診）
柿添三郎（ 月・木 内視鏡）
岩井輝臣（火・水・金 内視鏡）
柿添圭成（ 毎週 水曜日）

○ ○ ○ ○ ○
○
岩井
（休）

午後の診療は行っておりません
※柿添三郎 水曜 午前 肝臓外来

外科
九州大学病院 第二外科

○ ○ ○ ○ ○ ○

整形外科
町田宏

休 ○ ○ ○ ○ 休

小児科
柿添由美子

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療についてはご連絡ください

歯科
柿添澄子

○ ○ ○ ○ ○ 不定休

専
門
外
来

皮膚科 丸田眞澄

9:30～12:00 14:00～14:30
休 〇 〇 〇 休 休

耳鼻咽喉科 九大耳鼻咽喉科

10:30～12:00 14:00～16:00
○

休 休 休 休 休

泌尿器科
佐世保共済病院 山田潤

休 休 休 休 ○
※午前のみ

休

循環器内科
第1土曜 岡村圭祐 第3土曜 福岡大学筑紫病院 清水さや華
毎月第1 第３土曜日 ※午前のみ、午後予約のみ

脳神経外科
長崎労災病院 北川 直毅 毎月 第1・３ 木曜日 ※午前のみ

診療日のご案内 ※医師予定については変更等がございますので、
来院される前にご確認願います

【診療時間】 平日：9:00～12:00 14:00～17:00 土曜：9:00～12:00

au

※月曜日が祝祭日の場合その週はお休みになります

木引田健康
クリニック

医療法人医理会 木引田健康クリニック
〒859-5113 長崎県平戸市木引田町414番地
TEL 0950-22-7600 FAX 0950-22-7601
【診療科目】 内科 リハビリテーション科
【院 長】 鳥谷 和洋 認定内科医 日本血液学会専門医
【診療時間】 月～金 9:00～12:00 14:00～17:00

疾病予防運動施設 ミシックジム
TEL 0950-22-7700 FAX 0950-22-7701
【営 業 日】 月～金 ［営業時間］ 9:00～20:00

http://www.kakizoehospital.or.jp/

