①

新連載・痛みシリーズ

間違いだらけの痛み対策

①痛みが出た原因は筋肉 かりません。痛みは生体に
が弱っているのだから、少 とって危険を知らせる信号
しは痛みを我慢して運動し ですから本来有難い味方な
のです。痛みは火災報知器
た方がよいのでは？
②痛いからと動かさない のように大火事に至る前に
でいると関節が固まったま 危険を知らせる役割を担っ
まになるから、多少の痛み ています。
は我慢して、少しずつ動か つまり最終的には命を守
さないといけないのでは？ るために全身に張り巡らさ
③ひどい腰痛やヘルニア れた、知覚神経のネットワ
などで寝るなど安静にして ークなのです。先天性無痛
いると、特に年寄りはその 覚症という病気があります
まま寝た切りになりはしな が、これは生まれつき骨折
いか？
や怪我などをしても全く痛
長く患っている痛み患者 みを感じない病気です。こ
さんは、こういう理由から、 の病気の人たちは 歳以上
痛みを我慢して動かし続け 生きた人はいないことが分
ている結果、治らないで無 かっています。このように
駄に苦しんでいる人が殆ど 実際、痛みの感覚がなけれ
ば、最後は命を守れないと
なのです。
さてここで、本テーマで いうことです。
ある「痛みの意味」を考えて 私が痛むことをしなけれ
見ましょう。誰しも痛みは ば最短時間で治るという原
不快で辛いものですから、 理に気付いたのは、うちの
そんなものない方がいいに 犬のゲンが怪我をしてビッ
コを引いていた時でした。
決まっています。
しかし、もし痛みを感じ 右の前足がパンパンに腫れ
なければ死ぬまで異常が分 ていて、その足を完全に持

続いている地元の零細企
業からは通常の発注の回
復を求める声や、削られた
公共サービスや高齢者福
祉の復活を求める声は多
い。過重な負担を強いられ
ている教育公務員の待遇
改善も喫緊の課題だ。

ち上げて３本足で歩いてい
ましたが、治るに従って少
しずつ悪い方の足をつくよ
うになり、完全に治ったと
きは普通に歩いていまし
た。この時ビッコの引き具
合（体重の掛け具合）の判
断基準はどうしているのか
と興味を持ち、観察した結
果、たどり着いた答えは、悪
い方への体重の掛け具合
は、その重さで痛みがある
か無いかだと気付いたので
す。その原理を治療に応用
したところ、いろいろな医
療機関で長期間治らなかっ
た、頑固な腰痛や、膝の痛
み、頚腕症、腱鞘炎などが極
めて高い確率で治って行っ
たのです。
長期間治らなかった患者
さんに、生活指導はありま
したかと聞いてみますと、
ほぼ全員が特にされていな
いということでした。つま
り多くの医療機関の専門家
が治療よりもっと大事な痛
みの意味と正しい対処法を

指導していないことも問題
ですが、さらに、リハビリと
いう形で、急性期の激痛が
過ぎて、まだ少しは痛みが
残っている段階で、少しず
つ動かした方が良いと指導
するので、治りがグーンと
遅れるのです。
また、患者さんもほとん
どの人が、安静にしている
と筋肉が弱ったり、関節が
固まったりするので少しは
動かした方が良いと考えま
す。つまり、治療家と患者の
双方が間違っていますから
治りにくいのは当然です。
その結果、痛みが無駄に
長引いたり、悪化したり関
節が変形したりして、取り
返しのつかない状況に追い
込まれることもあります。
例え ば変形性膝関節症
が進行すると、人工関節と
いう大手術以外に痛みか
ら解放される方法が無い
ということにもなりかね
ません。
（以下次号に続く）

今村 敏昭
それらをすべて受け入
れるのは現状では不可能
な財政状態だ。
宣言の解除で明るい期
待を持ってもらえるのは
大事だが、かなわないとな
ると落胆に変わる。宣言を
解除しないまま、「財政健
全化は第二ステージに入

数字は工場などで働く女
子挺身隊と混同して報じ
たと説明したが、そんなこ
とを間違えるわけがない。
朝日新聞は吉田清治氏
の証言以外にも、さんざん
読者を騙すような記事を書
いてきた。こうして広まっ
た嘘を韓国は最大限に利用
しているのだ。韓国でここ
まで慰安婦問題が大きく
なった最大の原因は朝日
新聞の報道にある。韓国で
燃え広がった火を消す責任
は朝日新聞にある。しかし
確信犯的に慰安婦問題を広
めた朝日新聞に期待はで
きそうもないので、日本政
府は韓国政府に次の回答を
要求するべきだ。
強制連行されて慰安婦
にされたという 万人の
女性の名前と住所。日本軍
に無理やり連行されて慰安
婦にされたという娘の親
は黙って見ていたのか。抵
抗したり、警察か役所など
に抗議した親はいなかっ
たのか。いたなら親の名前
と住所。殺されたという慰
安婦の名前と住所と殺さ
れた証拠と殺された場
所。娘が殺されたと知って
怒った親はいなかったの
か。どこかに抗議したり捜
索願いを出したり遺体を引
き取った親がいたなら、そ
の名前と住所。もしそんな
親はいなかったとなる
と、韓国の言っていること
は完全な嘘である。
日本政府は、ちゃんとし
た回答がなければ韓国の
言っていることは嘘だと
明言し、この質問を世界に
公表して韓国に答えさせる
べきだ。

上田 真弓

慰安婦 万人の証拠を要求せよ
成田市

韓国政府は国立墓地「望
郷の丘」に慰安婦の追悼碑
を設置することを決めた。
アメリカのサンフランシ
スコ市の公園にも慰安婦
像が設置され、慰安婦の像
や碑は増える一方だ。それ
らには約 万の朝鮮人女
性が強制連行されて性奴
隷にされ、多くが殺された
などと書かれている。
韓国では慰安婦像をバス
に乗せて走らせ、慰安婦記
念日を制定する動きが進む
など、常軌を逸した状況が
続いている。
日本政府は、性奴隷との
表現が不適切、 万人・強
制連行といった主張を受け
入れていないと説明して
いるが、そんな弁解じみた
説明で相手が納得するわけ
がない。「そんなの嘘だ」
とはっきり言わなければ
ならない。
そもそも慰安婦問題
は、吉田清治という人が朝
鮮人の若い女性たちを無理
やり連れ去って慰安婦にし
たという慰安婦狩りの話
を、朝日新聞が大きく報道
して広まったものだ。
慰安婦問題の火付け役
の朝日新聞は２０１４年
８月５日・６日の記事「慰
安婦問題を考える」で、日
本軍が朝鮮人女性を強制連
行して従軍慰安婦にした
とするそれまでの記事を撤
回した。吉田清治氏の嘘の
証言に騙されたと言い訳
したが、家が貧しくて身売
りされた女性のことを日本
軍が強制連行して慰安婦
にしたと書いた記者に問
題はないとするなど、説明
は不十分だ。 万人という

イイね ウィルチェアラグビー
り合いが許された唯一のパ
ラリンピック競技である。
ぶつかり合いはタックルで
あるため、激しい音がする。
四肢麻痺者など、比較的
重い障害を持つ人たちが競
うことのできるチームスポ
ーツとして考案され、障害
の程度によって各選手に持
ち点が設定される。
熊谷市長も会場に駆けつ
け、市民とともにウィル
チェア体験を楽しんだ。
千葉敬愛高校のダンスサ
ークルや、チアリーディ
ングが花を添え、カソリ
ーヌやちはなちゃん、風
太くんなどの千葉のゆる
キャラも参加。大会を大
いに盛り上げた。（水元）

■営業時間／AM9：00～PM18：00

日本食養の会会長 藤城 博

除は早かったのではない
かという気がしてならな
い。近く突入する超高齢化
社会や教育無償化が実現
すると、その分の重い財政
負担が発生することは明
らかだ。公的扶助や国保財
政の先行きも懸念されて

いるのだから、引き続き緊
縮財政を続けなければな
らない。熊谷市長もそこは
認識しているからこそ「財
政再建は次の段階に進
む」とのコメントが出され
たものだと思う。
緊縮財政のもと、公共事
業の受注が減って嘆息が

稲毛新聞論説委員

「脱・財政危機宣言」解除

させられる。
千葉市の財政事情はま
だまだ深刻な段階だ。
危篤は脱したものの集
中治療室に入っているよ
うな 状態で、体力を回復
して退院したわけではな
い。
った」と宣言してほしかっ
た。
熊谷市長の言う「海辺の
にぎわい」が実現する日が
早く迎えられるといい。
千葉駅東口再開発や、千
葉神社門前町構想の実現
を見たいと思う。
初当選後すぐに凍結し
たモノレールの延伸も検
討できるようになるとい
い。
そして千葉市にいれば
安心な老後を迎えられる
と言われるような日が来
てほしい。それには財政健
全化が大前提になる。
だからこそ、「今後も油
断することなく財政健全
化に取り組む」という熊谷
市長の言葉を信じる。将来
へのツケをできる限り減
らせるよう期待したい。

行政の常識では現在の
市の財政状況は「財政危
機」とは言わないのだとし
ても、熊谷市長の思いの中
では一段落したのだとし
ても、８００億円減らした
とはいえ市債残高がそれ
でもまだ１兆円近くある
ことを考えると、宣言の解

派遣社員が楽しむ社員旅行

銚子市の派遣会社アイテックが斬新な試み

むらまつ ひろし

村松大の
津軽三味線生演奏
各種ライブ
毎日やっています！

他6名が跳満達成

％超の見込みが ％程度
までに下がり、将来負担比
率（収入に対する将来負担
することになる借金の割
合）が３１１・６だったも
のが１８６・２にまで低く
なったことは熊谷市政８
年の実績であることに相

違ない。
しかしながら 「脱・財政
危機宣言」の解除は、市民
に対し「借金がなくなっ
た」との誤ったメッセージ
として伝わりかねないこ
とを考えると、宣言を解除
してよかったのか、解除す
るにしても今なのか、考え

のざわ米店でうまいものバザール

の高い医療を提供するに
は職場環境を整える必要
があるからだ。
月 日（日）千葉ロータ
月
日（日）に誰でも自由に参加
一方で大きな問題もあ
リークラブ（ 藤澤武彦会
本紙広告でおなじみの で、「うまいものバザール」 長）主催で「第一回千葉ロ
る。合併移転新装となる
と病院が遠くなって困る 小深町の「のざわ米店」で を開催する。
ータリークラブカップ
年イイね ウィルチェ
患者さんが出るかもしれ は来る 月 日（日）午前 実りの秋を迎えて、餃
時から、同店の駐車場 子、焼き鳥、豚汁、焼きそ アラグビー」が鎌取コミュ
ないことだ。
ば、お汁粉や、新鮮で安い ニティーセンターで開催。
また、青葉病院は新築
ウィルチェアラグビーは
野菜、りんご、小間物など
して間もないことから、
車椅子に乗って戦うラグビ
の即売もある。
巨費を投ずることに慎重
また、有志たちによる持 ーで、車椅子同士のぶつか
にならざるを得ない事情
ちつき大会も行われ、その
もある。
場であんこ餅や黄粉餅を
両市立病院の給与体系
振舞う。歌謡・横戸台太鼓
が近隣の民間医療機関に
などの生演奏が華を添
比べて条件が低いことか
え、夕方まで賑わう。
ら不足がちな看護職員が
常時募集状態であること
など、他にも改善すべき
問題を抱えているが、合
併移転新装で諸問題の改
善が進むなら、構想を進
める意味はありそうだ。

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹

http://www.miyabi-sougi.com

千葉県知事第3588号
京成大久保駅より徒歩3分

279-1234㈹

ときや不動産
株式
会社

習志野ホール

本社

0120-533-990

土地・マンション・売買・仲介
JR幕張本郷駅より徒歩５分

稲毛構内タクシー
㈱雅セレモニーホール

誠実をモットーに地域社会に奉仕する

タクシー、ハイヤーのご用命は…
幕張本郷ホール

会員登録 （
無料）で
祭壇一式20%割引あり

が解っていないため、痛み
を伴いながら、必死で筋ト
レをしている人が沢山いま
す。そのほとんどの人は次
第に悪化して行き、とうと
人生で痛みを経験したこ う寝た切りの運命をたどる
とのないひとは先ずいない ことになるのです。
と思います。中でも身近な 良かれと思って、努力し
痛みとしては中高年に多く たひとほど、悪化するとい
発症するロコモティブ・シ う全く皮肉な結果になって
ンドローム（運動器症候群） います。日本中でこういう
と言われる腰や下肢、膝、 現象が起きています。
首、肩、上肢などの運動器 それは痛みの本当の意味
疾患があります。それらの が分からないから起こって
痛みに対する治療と対策が いる現象なのです。本人の
間違っているために、無駄 苦痛もさることながら、看
に長引いたり、治らないま 病する家族や、医療費や介
ま慢性化や悪化しているケ 護費の無駄遣いなど良いこ
ースが痛み患者の９割を占 とは一つもありません。そ
めています。しかも、医療機 の痛みに対する共通の間違
関やリハビリ専門の介護施 った考え方とは以下の通り
設などでも痛みの真の意味 です。

８年前に就任した熊谷
市長が発した「脱・財政危
機宣言」が解除された。
市の財政事情の改善は
まだ道半ばであるが、千葉
市は一時、あの夕張市に次
いで全国で２番目に危な
い財政状態だった時期が
あったことを考えると、宣
言の解除は将来に向けて
喜ばしい。
市の借金である市債残
高は鶴岡市長の最後の年
に１兆８０９億円に達し
たあと減少傾向に転じ、今
年度末には９９９１億円
にまで減少する見込みだ。
給与カットや様々な歳
出削減を図った成果であ
ることは間違いない。
市債残高だけではな
い。実質公債費比率（収入
に対する返済の割合）は

海浜・青葉両病院合併移転か？
海浜病院が老 朽化に
よる深刻な事態を抱えて
いる現状からは、海浜病
院の改築に合わせて両病
院を合併移転させる案は
確かに一理ある。
医療を支える病院スタ
ッフの労働条件 が過酷
であることの解 消が図
られ、合併移転新装が職
員の負担軽減に つなが
るなら、この面からも病
院の合 併は検討 に値す
る。病院サービスは設備
よりも医師、看護師、コメ
ディカルスタッフなどの
職員のマンパワーに頼る
ところが大きいから、質

大切に暮らそう・修理とリフォームの専門店
も豊富です。
底冷えするお宅は一度マ
イケンに相談を。主張相談、
見積もりは無料。

社長のひとり言

千葉営業所／若葉区多部田町

電話0120-812-313

健康麻雀の王様

『友人の時間』

たまに寂し
くな り 友 人 と
一杯飲みたくなる時があり
ます。お金や財産は努力す
れば増やせますが人間の一
生の時間は減っていくのみ
で増やすこと は で き ませ
ん。友人の貴重な時間を自
分の気を紛らわすために頂
くかと思うと申し訳なく躊
躇します。そんなときは一
人寂しく飲 んでしまいま
す。生まれる時も死ぬ時も
一人ですがやはり一人で飲
むのは寂しいですね。
連絡先・千葉市稲毛区小中
台町１２０１～ ０４３
・２０７・７１２２

他20名が満貫達成

稲毛区小中台町・㈲マイケン
底冷え対策

寒さが厳し
くなってくる
とエアコンや
ファンヒータ
ーを点けても足元が冷える
ということはありません
か？そんなお宅には床暖
房がおススメです。まるで
日なたにいるようにポカ
ポカと暖まります。空気の
対流がほとんどなくホコリ
が立ちません。
電気ヒーター式と温水循
環式があるので設備費、燃
料費を比べ設置する広さや
使い方に合わせて選ぶこ
とが大切です。
インプラス（二重サッ
シ）も底冷え対策に有効で
す。今ある窓の内側に樹脂
の内窓を付けて冷たい外
気を遮断。光熱費が節約で
き結露も軽減します。和室
用、洋室用、浴室用等種類

勝俣様

倍満達成

0120-148-237
フリーコール

5回達成

渡辺（廣）様
4回達成
満
跳

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年

-812-313
満貫

中川様
成毛

20

20

2
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霊園案内サービスセンター

定番お料理付お一人様3000円～
お酒飲み放題！カラオケあり！
四暗刻
様
役満

20

!

!

●いずみ霊園 ●御成霊園

10月の実績報告
28名の方々が楽しく遊びました。
第一位
渡辺（廣）様 630ポイント
第二位
中川
様 570ポイント
第三位
野村
様 430ポイント
最高得点 渡辺（廣）様 69900点

15

いつでも求められる和泉家の4大霊園

１日遊んで1800円 ★満貫で50Ｐ＋跳満80Ｐ＋倍満100Ｐ還元！
◎のぶと会第7クール 11月14日（火）10時～ 5回戦得点上位者に景品あり 参加費2500円

20

論壇
10

1
7

JR新検見川駅より徒歩4分

早期割引 12/12（火）まで

26

検見川ホール

安心価格！雅の家族葬

写真・印刷年賀状

20

ほかの用途につい
ても「検討していく」
（羅社長）という。
ギアはセリフのな
い劇で日本語の分か
らない外国人や子ど
もの人気も高い。
ラオックスは今
回、京都でギアの公演
を手がける小原啓渡
プロデューサーの協
力を得て、千葉ポート
シアター用の「イース
トバージョン」として
独自に企画・運営を担
う。アイドルグループ
「でんぱ組・ｉｎｃ」
の藤咲彩音さんらが
出演する予定。

81

鎌取コミュニティセンターで行われた車椅子ラグビー
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優
優良
良霊
霊園
園
稲毛新聞読者感謝ディ 11月15日 （水）10時～

10

「派遣スタッフと一緒に 京ディズニーシーペアチケ
旅行に行けたら」。社長の ットに当選した女性は、
一言がきっかけで開催さ 「感謝で一杯です。家族みん
れた派遣社員のための社 なで行きたい」と満面の笑
員旅行。企画したのは、千 顔で話した。
葉県を中心に人材派遣事業 日々顔を合わせて働く社
を展開する株式会社アイテ 員だけでなく、同じ職場で
も働く時間帯や業務が違う
ック（本社銚子市）。
三 回 目 を 迎 え た 今 年 ため出会うことがなかった
は、 月 日に千葉県各地 社員同士が交流できるの
名が参加。日 も、この社員旅行の魅力の
から約
帰り組と宿泊組に分かれ 一つとなっている。
横浜からスタートした。
「家の庭仕事をしながら
参加者たちは、大型客船 週 に 三 日 だ け 働 い て い
ロイヤルウィングの貸切ワ る。リタイアした高齢者で
ンフロアで本格中華バイ も場を提供してもらえれば
キングと横浜港内の佳景を まだまだ働ける。このよう
大いに楽しんだ。
な働き方をもっと社会に広
豪華景品が並ぶくじ引 げてほしい」と話したのは
き大会も行われ、一等の東 代の男性。同社では幅広
い年齢層の人材を募ってお
り、最高齢の派遣社員は
歳だ。
代表取締役の高橋智仁
氏は「人材が不足している
中で集まっていただける
のはありがたいこと。派遣
会社らしくない派遣会社
として、頑張っている人が
報われる会社にしていき
たい」と笑顔で話した。
【取材・吉野みどり】
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維持費の縮減と収益体質の改善
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26

昨年行われたバザールの模様
派遣社員と社員同士の交流旅行

赤字が永年続いている
本市の病院事業会計の打
開策として、海浜病院と
青葉病院を合併させ、移
転新装するとの仰天案が

10月25日に行われた製作発表会見

26

1
3 30
0

浮上している。
一般病院が開設しない
収益が見込みにくい診療
科を設置することがある
など、公立病院の赤字体
質は宿命的なもの
であるが、病院の収
益体質強化のポイ
ントの一つは病床
数にある。少ない病
床数では維持に必
要な経費が割高に
なることから、両病
院を合併させて維
持費の縮減を収益
体質の改善につな
げようとの目論見
だ。

25

美浜区磯部にある市立海浜病院

ラオックスが千葉市で劇場開設
22

11

9

17

ＡＲ―」。
物販や飲食に娯楽
施設を加え、商業施設
の集客力を高める。
発表会見にはラオッ
免税大手のラオッ
クスの羅怡文社長（右
クスはこのほど、千葉
端）のほか、藤咲彩音
市内で手掛ける複合
さん【写真右から４番
商業施設「千葉ポート
目】ら出演者の姿も。
スクエア」内に設ける
羅怡文社長は 月
劇場「千葉ポートシア
日、東京都内で開い
ター」を 月 日（金）
た制作発表記者会見
～ 月 日（月」まで
で「海外のお客さんに
に開くと発表した。
だけでなく、関東の皆
座席数は約
さまにも喜んでもら
席。こけら落としの公
いたい」と述べた。
演としてマジックや
千葉ポートシアタ
ダンスなどのパフォ
ーは当面ギアの公演
ーマンス「ギア―ＧＥ
に使う。
10

張
主

氏

博

藤城
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月 日（金）に「無言劇」公開
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