
 

りはてれ 体操の分類 個別機能訓練への活用（例 
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りはてれ動画～楽！笑！体操 肩・上半身の運動～ 

① 肘の開閉運動 （頭の後ろに手をやり、肘を閉じたり開いたりする運動） 

※姿勢不良の方はどんな動作も不安定となるため、 

基礎の体操となり、導入メニューとして多くの方に適合します。 

ねらい 姿勢をよくする  

内臓の動きを活発にする 

肩関節の柔軟体操 

対象 姿勢不良の方 とくに円背の方に効果的 

円背で姿勢不良の方 

肩関節の上がりにくい方 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  姿勢保持 意欲低下 座位姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  上肢・体幹の動作の安定  

食事・排泄など生活動作の安定  

 

② 身体のねじり運動（頭の後ろで手を組んで体をねじる運動） 

※姿勢不良の方は、このねじりの動きも小さくなります。 

この体操も基礎となり、導入メニューとして多くの方に適合します。 

ねらい 姿勢をよくする 

体幹の柔軟性向上 

体幹の力を強める 

対象 姿勢不良  

体幹の力が低下している方 

パーキンソン病など体幹の筋肉が固くなる方 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  姿勢保持 体幹筋の強化 立位姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  食事姿勢の安定 洗身姿勢の安定 バランス

訓練  
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③ 腕回し運動（両肩を前回し、後ろ回しする） 

ねらい 上肢の動きをよくする 

ADL動作の向上 

歩行の前段階の動作の確認 

対象 上肢の運動障害 

脳梗塞麻痺（軽度の方） 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  立ち上がり（手すりが持ちにくい）  

腕が振れずに歩行不安定  

個別機能訓練Ⅱ  上肢の運動 ADL動作の安定に 

応用編 反対回し運動（片方は前まわし 片方は後ろ回し） 

※協調性の低下した方、たとえばスプーンは持てるが口に運べないなど 

 そういった方にも実施します。 

ねらい 上肢の運動の協調性を高める 

対象 上肢の運動障害 

脳梗塞麻痺（軽度の方） 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  立ち上がり（手すりが持ちにくい） 

個別機能訓練Ⅱ  上肢の運動 ADL動作の安定 

 

④ 舟漕ぎ運動 

※姿勢不良の方はどんな動作も不安定となるため、 

基礎の体操となり、導入メニューとして多くの方に適合します。 

ねらい 姿勢をよくする  

リズミカルな運動の習得 

対象 姿勢不良の方 

肩甲骨の動きが不良の方 

脳梗塞麻痺（軽度の方） 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  姿勢不良 肩甲骨・腕の動きが低下 

個別機能訓練Ⅱ  両手を使った生活動作を目標に実施 
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りはてれ動画～腕を振る体操～ 

① 腕を振る運動 （座ったまま手を歩くように大きく振る） 

※座位での腕振りは歩行の導入メニューとして多くの方に適合します。 

ねらい ADL動作の向上 

歩行動作の導入の体操 

対象 脳梗塞麻痺（軽度の方） 

パーキンソン病など 

歩行不安定者 

転倒リスクの高い人 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  歩行不安定 転倒予防 

個別機能訓練Ⅱ  室内歩行 上肢の ADL動作の向上 

 

② 腕を振る運動 + 足踏み運動 

※歩行動作の導入の体操。足をプラスすることで、より歩行動作に近づけた運動です 

ねらい ADL動作の向上 

歩行動作の導入の体操 

対象 脳梗塞麻痺（軽度の方） 

パーキンソン病など 

歩行不安定者 

転倒リスクの高い人 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  歩行不安定 転倒予防 

個別機能訓練Ⅱ  室内歩行 上肢の ADL動作の向上 

 

※歩行を目標とする方の導入メニューとして多くの方に適合します。 

ねらい 脳梗塞麻痺（軽度の方） 

転倒予防の必要な方 

歩行のリズムが崩れやすい方 

対象 脳梗塞麻痺（軽度の方） 

パーキンソン病など 

歩行不安定者 

転倒リスクの高い人 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  歩行不安定 腕の動きが低下 

個別機能訓練Ⅱ  屋外歩行 段差昇降の導入体操 
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③ 体のねじり運動（肘と膝をぶつけあうように体をひねる） 

※歩行を目標とする方の導入メニューとして多くの方に適合します。 

ねらい 歩行動作の導入 

足が上がりにくい方が上げやすくなる 

体幹の柔軟性の向上 

対象 歩行不安定 

脳梗塞麻痺（軽度の方） 

転倒予防の必要な方 

お腹周り肥満 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  歩行の安定 体幹の柔軟性向上 

個別機能訓練Ⅱ  屋外歩行 ADL動作の向上 （入浴動作など） 

 

りはてれ動画～股関節のストレッチ運動～ 

① 股関節のストレッチ運動（膝小僧をもっておなかに引き寄せる足の体操） 

※股関節の動きが悪いことで歩行や座位姿勢に影響するため 

これらの方の個別機能訓練に使えます。 

ねらい 歩行時の足の振り出し動作の改善 

血行の改善 

下肢の柔軟体操 

対象 下肢の柔軟性の低下した方 

歩行不安定 

下肢の血行不良 

座位保持の安定 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  柔軟性向上 座位姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  歩行の安定 入浴など ADL動作に 

 

②膝関節のストレッチ運動 

（足を組むようにしてその足を引き寄せる柔軟体操） 

※股関節の運動の応用編 膝関節の柔軟体操も加わります。対象は①と同じ方々です 

ねらい 歩行時の足の振り出し動作の改善 

血行の改善 

下肢の柔軟体操 

対象 下肢の柔軟性の低下した方 

歩行不安定 

下肢の血行不良 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  柔軟性向上 座位姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  歩行の安定 食事・排泄など ADL動作の安定 
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③股関節+膝関節のストレッチ運動（弥勒菩薩のポーズ） 

※股関節の運動の応用編 対象は①と同じ方々です 足を組み前かがみになるため上

級編の座位保持ともいえます 

ねらい 歩行時の足の振り出し動作の改善 

血行の改善 

下肢の柔軟体操 

座位保持の安定 

対象 下肢の柔軟性の低下した方 

歩行不安定 

下肢の血行不良 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  柔軟性向上 座位姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  歩行の安定 食事・排泄など ADL動作の安定 

 

りはてれ動画～脚全体の運動 座位編～ 

①つま先の運動 

※転倒予防の必要な方の基本的体操です 

ねらい 歩行時のつまづきの改善 

血行の改善 

下肢の柔軟体操 

対象 下肢の柔軟性の低下した方 

転倒予防の必要な方 

下肢の血行不良 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  歩行の安定  

個別機能訓練Ⅱ  歩行の安定 屋外歩行 段差昇降 

 

②応用 負荷をかけたつま先あげ 

※転倒予防の必要な方の基本的体操で、自分一人で負荷がかけれる体操 

ねらい 歩行時のつまづきの改善 

血行の改善 

下肢の柔軟体操 

対象 下肢の柔軟性の低下した方 

転倒予防の必要な方 

下肢の血行不良 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  歩行の安定  

個別機能訓練Ⅱ  歩行の安定 屋外歩行 段差昇降 
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③脚全体の運動 

※股関節の運動の応用編 対象は①と同じ方々です。 

ねらい 歩行時の足の振り出し動作の改善 

下肢の柔軟体操 

対象 下肢の柔軟性の低下した方 

歩行不安定 

下肢の血行不良 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  柔軟性向上 座位姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  歩行の安定 屋外歩行 段差昇降の導入 

 

④応用編 負荷をかけた脚全体の運動 

※②の運動の上級編 在宅でも一人で負荷をかけた運動が可能 

 

⑤脚全体の運動（お風呂に入る動作） 

※このような在宅の動作とリンクした体操は個別機能訓練のⅡに適合します 

ねらい お風呂に入るなどまたぎ動作の獲得 

下肢の柔軟体操 

座位保持の安定 

対象 下肢の柔軟性の低下した方 

歩行不安定 

下肢の血行不良 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  柔軟性向上 座位姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  入浴をはじめとした ADL動作の安定 

 

りはてれ動画～腕上半身の運動 座位編～ 

① 腕の上げ下げ運動（深呼吸をする 腕を大きく左右・前後に動かす） 

※このような座位体操は個別機能訓練のⅠで集団で行う体操によく適合します。 

ねらい 肩関節の運動 

上肢の柔軟体操 

胸郭の柔軟体操  

呼吸を意識した体操 

対象 上肢の柔軟性の低下した方 

胸郭の柔軟性の低下した方 

呼吸機能の低下した方 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  上肢・体幹の柔軟性向上 座位姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  上肢動作、ADL動作の安定 
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② 腕・脇腹のストレッチ運動（手を組んで上に伸ばす） 

※このような座位体操は個別機能訓練のⅠで集団で行う体操によく適合します。 

ねらい 肩関節・体幹の運動 

上肢の柔軟体操 

胸郭の柔軟体操  

呼吸を意識した体操 

対象 上肢の柔軟性の低下した方 

胸郭の柔軟性の低下した方 

呼吸機能の低下した方 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  上肢・体幹の柔軟性向上 座位姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  上肢動作、ADL動作の安定 

 

③腕・上半身の運動 （→手を組んで前に突き出し立ちあがりにつなげる）  

※座位でありながら、立ち上がりを意識した体操です。 

ねらい 上半身の運動 

立ち上がり動作につなぐ 

座位バランスの向上 

対象 立ち上がり動作の不安定な方 

イスにもたれてしまい、座位保持の不安定な方 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  座位保持向上 姿勢の安定  

個別機能訓練Ⅱ  立ち上がり動作の安定 

 

④腕・上半身のバランス運動 

※座位でありながら、歩行を意識した体操です マンツーマンで実施すればⅡのメニ

ューとして使えます。 

紹介したメニューはどれも集団でおこなうと機能訓練Ⅰ （身体機能にアプローチ） 

個別でマンツーマンでおこなうと個別機能のⅡ（活動・参加にアプローチ）としてメニ

ューに組み込むことができると思います。 

ねらい 上半身の運動 

座位バランスの向上  

歩行動作の安定 

転倒予防 

対象 座位保持の不安定な方 

歩行の不安定な方 

目標の立て方 個別機能訓練Ⅰ  座位保持向上 座位バランスの安定  

個別機能訓練Ⅱ  歩行動作の安定 屋外歩行の安定 
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