
～太極拳ゆったり体操を毎日の習慣にしましょう～

座っても立ってもできる

太極拳ゆったり体操で
介護予防

座っても立ってもできる
太極拳ゆったり体操で介護予防 太極拳ゆったり体操　短縮版「座位編」

太極拳ゆったり体操とは？

体操の効果は？

座位編の特徴

腰が痛い方は
背中を反りす
ぎないように
しましょう。

注意！！

足の指に力を
入れ地面をつ
かむようにし
ます。

注意！！

膝をしっかり
伸ばし、つま
先を自分の方
にひきます。

注意！！

  

指の付け根を
しっかり踏みます。

手を分け開く動作 膝を持ち上げる動作

踵を蹴り出す動作 深呼吸
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椅子に浅く腰かけます。ゆったりと
座り、背筋を伸ばしましょう！

右踵を上げ、指の付け根をぎゅっと踏んでか
ら、ゆっくり開きます。左も同じく開きます。

息をはぁーっとはきながら肩を落とし、手を前に上げ
ます。身体をその場でぐしゃっとつぶすようなイメー
ジです。

息を吸いながら手を下に、おへそを前に出
すようにして胸を張っていきます。

右の手を腰にあて、左手を鉤手にして肩
の高さに上げます。手首を吊り上げ肘を
伸ばしながら手首の方を見ます。（２回）

手を横から上に持ち上げます。 右のお尻を持ち上げながら、左手で
天井を押し上げるように、左の脇腹を
しっかり伸ばします。（２回）

首を左右に倒してからゆっくり回し
ます。（2回）
後ろに倒しすぎないよう注意します。

座り方 準備動作1 基本動作2 鉤手の動作3

手を横から上にあげ、手のひら同士を向かい
合わせます。

右の手を肩におきます。右踵を前につき、
膝を伸ばします。

腰を右に回してから、左の手が右の足の外側
にくるようにかがんでいきます。

左の手が斜め上、右の手が斜め下で大きく
ゆったりと分け開きます。

手のひらを上に向け、ももの上に手をおき
ます。

左手と左足をゆっくりと引き上げていきま
す。左手で天井を突き上げるように、右の手
で床を押すように、しっかり伸ばします。
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「太極拳ゆったり体操」
問合せは喜多方市高齢福祉課まで
０２４１－２４－５２４２

ＤＶＤ発売中！

継続することで、

体調がよくなる

ことが実感できます

椅子に座っ
て

気軽にでき
るし、

足腰が丈夫
に

なったよ

階段の
上り下

りが

とって
も

楽にな
ったよ

杖を使わないで外出できた！

外出する楽しみが
できて、やる気が
湧いてきました

できなかった家事ができるようになった！

「太極拳ゆったり体操」は、介護予防、介護リハビリに用いる
ことができる体操で、入門編・ステップアップ編それぞれに
座位と立位、全４種類の体操があります。
　ここに掲載された動作は、本編のなかから７動作ずつを
選んだ導入のための短縮版です。
この体操は、喜多方市、福島県立医科大学、会津保健所が
協働で作成したもので、特に高齢者の介護予防のために、
二年をかけて、効果の高い体操をつくりました。

バランス機能の向上に効果があります。　
下肢筋力を中心とした全身の筋力アップに効果があり
ます。

骨盤や背骨を動かし、それらをつなぐ内部の筋力を鍛えて
いくのが特徴です。その場で肩をおとし、身体をぐしゃっと
つぶすようにする動作と、おへそを前に出しながら、身体を
起こし、胸を張る動作の組み合わせです。

指先を床につけるようにかが
み、足の指にしっかり力を入れ
て手を前に伸ばします。

手を上にあげたら、横から
ゆったりおろします。

左の膝を引き上げ、手は胸
前でクロスします。

左踵で前に蹴り出していきます、手はゆっ
たりと横です。

息を吸いながらおへそを前に、手は
斜め下後ろに開きます。

息を吐きながら、手をおろし
ます。
右足・左足をひきよせ、足を
閉じます。

息をはぁーっとはきながらその
場で肩を落とします。息を吸い、
おへそを前に出すようにしなが
ら、手を横から上にあげます。

息を吐き、その場で肩を落
としながら手を腹前まで
ゆったりとおろします。

…２回くりかえします …左右1回ずつ行います

…左右1回ずつ行います

…左右1回ずつ行います …2回くりかえします

…左右1回ずつ行います

注意 写真を見ながら、鏡を見るように動作をまねしていただけるよう写真と説明は左右が逆になっています。

注意 腰が痛い方は背中を反りすぎないようにしましょう。 また、身体を前に倒していく時には、足の指にぎゅっと力を入れて行い、下肢筋力を鍛えます。



座っても立ってもできる

太極拳
ゆったり体操で
介護予防

椅 子 の 後ろに
立って行います。
安定した椅子を
ご用意下さい。

注意！！注意！！

足とお尻にも
しっかり力を
入れます。

注意！！注意！！

椅子に
つかまります

注意！！注意！！
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立位編の特徴

～太極拳ゆったり体操を毎日の習慣にしましょう～
座っても立ってもできる

太極拳ゆったり体操で介護予防 太極拳ゆったり体操　短縮版「立位編」

椅子の後ろに立って行う
体操ですが、動きをよく
見せるため、椅子なしの
写真を掲載しています。

膝はつま先の
方向に折り、
深く曲げすぎ
ないようにし
ます。

注意！！注意！！

介護予防のための太極拳ゆったり体操
DVD付き手引書

右の足にしっかり重心をかけ、ゆっく
りと左足を肩幅に開きます。

背筋を伸ばし、リラックスして立ちましょ
う。手はゆったりと横です。

腰をストンと落とし、手を前に伸
ばします。

手はゆったりと下におろし、両足をしっ
かり踏みしめながらじわじわと立ちあが
ります。

…２回くりかえします …左右1回ずつ行います

…左右1回ずつ行います

…左右1回ずつ行います

…2回くりかえします

右手を腰にあて、左手を鉤手にして肩の高さ
に上げます。手首を吊り上げ肘を伸ばしなが
ら手首の方を見ます。（２回）

左手首を吊り上げたまま、右手を横から
上にあげます。

鉤手が真後ろにくるまで腰を回します。
（２回）

首を左右に倒してからゆっくり回し
ます。（2回）
後ろに倒しすぎないよう注意します。

左手と一緒に左膝ををゆっくり
と引き上げていきます。左手で
天井を突き上げるように、右の手
で床を押すように、しっかり伸ば
します。

右手で椅子につかまります。
左手をあげていきます。

腰を落としたまま、左足を前
に一歩出し、右足を引き寄せ
ます。

椅子の左に出る動作です。腰を
ストンとおとし、右足に重心を
かけます。左足を横に一歩出し、
右足を引き寄せます。

手を横から上にあげ、手のひ
ら同士を向かい合わせます。

右の手を肩におき、腰をスト
ンと落とします。

伸ばした手を斜めに下ろし、
後ろを振り返るようにします。

じわじわと立ちあがりながら、左の手が
斜め上、右の手が斜め下で大きくゆっ
たりと分け開きます。（反対側も同様に）

左踵を前につき、腰を落としま
す。

左足に重心を移しながら、手は
下から上に伸ばしていき、ゆっ
たりと横からおろしていきます。

右手で椅子につかまりながら、
腰を落とし、右足でじわじわと
立ちあがりながら、左の膝を引
き上げます。

左踵で前に蹴り出していきま
す、手はゆったりと横です。

⑤膝を持ち上げる動作と⑥踵
を蹴り出す動作を行います。
※つなぎの動作で椅子の後ろ
に戻ります。

※つなぎの動作で椅子の右側
に立ちます。

息をはぁーっとはきながら腰を
ストンと落とします。息を吸い、
じわじわと立ち上がりながら、
手を横から上にあげます。

息を吐き、腰をストンと落とし
ながら手を腹前までゆったりと
おろします。

息を吸いながらじわじわと立ち
あがり、手は斜め下後ろに開き
ます。

息を吐きながら、手をおろし
ます。
左足をひきよせ足を閉じます。

基本動作 鉤手の動作立ち方 準備動作

手を分け開く動作 つなぎの動作 膝を持ち上げる動作

深呼吸踵を蹴り出す動作 つなぎの動作
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「太極拳ゆったり体操」
問合せは喜多方市高齢福祉課まで
０２４１－２４－５２４２

ＤＶＤ
発売中！

…左右1回ずつ
　行います

腰をストンと落とし、膝を曲げた状態から、両足をしっかり
踏みしめじわじわと立ち上がっていく動作の組み合わせで
す。特に腿に負荷をかけ、下肢筋力を鍛えます。

注意 写真を見ながら、鏡を見るように動作をまねしていただけるよう写真と説明は左右が逆になっています。

注意 足は肩幅の広さに平行に開きます。腰を落とす時、膝を深く曲げすぎないよう、無理せず行います。

著者 ： ■ 福島県喜多方市
 ■ 安村誠司（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座教授）




