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 記事詳細 

レジ袋で“息イキ” 肺を鍛える体操考案  

ＪＡ県厚生連看護支援室  ＪＡ県厚生連看護支援室（吉田公代室長）が、身近にあるレジ袋を使って

体を動かし、肺を鍛えるオリジナル体操を考案した。名付けて「袋操（たいそう）」。ＪＡ茨城中央と連

携して笠間市内で開いている「食育と健康」の集いに、５月から取り入れてみたところ好評で、関係

者は「できれば県内各地に広めたい」と意欲を燃やしている。  「袋操」を発案したのは同室の看護

師で、呼吸療法士でもある中西京子副室長。  「袋操」はまず、手を横に広げて閉じた後、レジ袋を

両手でピンと肩幅に張るように持つ…     [記事全文]  
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