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新連載・間違いだらけの痛み対策
疼痛の心理学的特徴 ⑮
都賀治療院 院長 藤 城

何を改善するか、どうし
て欲しいか、示さなければ
ならない。自分自身のため
に、そして何よりも次世代
の高齢者のために。
年金減額や支給年齢の引
き上げは法律さえ改正すれ

れだけ重大なことなの
に、政府が、国会が、真剣
に議論していることが伝わ
ってこない。テレビはいつ
も与野党間の足の引っ張り
合いばかり報じる。
大臣が何かやらかそ う

という音とともに痛みも出 それを勘違いして痛みを いとき、激しい運動をして ニングをし なければと思
る様になります。そうする 我慢し、筋トレをして膝の 一度壊したことのある人 い、悪い最中に痛みを我慢
とわずかな日常動作で痛み 強度を上げようと努力する は、ゆっくりと膝の変形が してリハビリを始める専門
家や患者さんがいますが、
が出て、ますます水が溜ま 人がいます。痛みは私たち 進んでゆきます。
り、腫れて熱も発生します。 に、それが間違っているこ 日本人の場合は膝の内側 こういう場合ほとんどの人
骨の近くで炎症があると骨 とを知らせているのです。 がすり減ってＯ脚になりや が悪化するか長引きます。
は増殖する性質があること さらに進むと変形の為に すい傾向があります。また あくまでも安静にして痛み
関節可動域も減少します。 一定の変形のある人がもっ がなくなってからリハビリ
が原因です。
因みに、骨折後、仮骨が出 階段の昇降や正坐、シャガ と丈夫にしようと多少の痛 をやるのが順序です。
て骨がくっつくのも、骨折 ムなどの和風生活、和風ト みを我慢して、熱心に運動 しかしリハビリテーショ
時の出血が引き金になり炎 イレなどが不便になり、歩 すると１０ ０％悪 化 し ま ンと言う学問の中には、ま
症が起きて、その炎症に誘 行困難、夜中のうずきなど、 す。特にいけない動作はス るで「安静」と言う項目が無
導されて骨が増殖するとい 膝の障害は大変な生活の不 クワット運動（立った位置 いかの如く、専門家が動か
からしゃがむように腰を落 したがるのは不思議です。
うメカニズムがなければ、 自由さを来たします。
永久にくっ つかないので こういう場合、初期にし とす）と階段の昇降ですが、 また、リハビリを始めるに
す。こうして関節内では骨 っかりと膝の痛む理由を理 しばしばリハビリと称し あたり、今日やっと痛みが
が再生しようとする能力が 解し正しい対策をとると、 て、専門家がスクワットや とれたので明日からすぐリ
裏目に出て関節の変形が進 大事に至らずに早期に治る 膝の屈伸などの筋トレを指 ハビリ開始、というのは止
訳ですが、間違った対策を 示することがありますので めましょう。さらに、１～
みます。
膝の関節面を覆っている とると延々と長期にわたっ 気をつけてください。そし 週間くらい安静を続けて、
硝子様軟骨は、軟骨の中で て、炎症と痛みが慢性化し てあくまでも「痛む動作は 恒常的に全く痛まない状態
は最も硬いのですが、一度 次第に悪化して行きます。 しない」の原則を守り通す が安定して続く様になって
破壊されると二番目に硬い そして最悪の場合は、障害 ことです。どちらが正しい から始めましょう、なおか
線維性軟骨で再生されま 者か人工関節ということに かは、どちらが軽快するか つ決して痛みをぶり返さな
い範囲内の運動強度と運動
で自ずと証明されます。
す。したがって痛みが治っ なります。
たとしても、元の強度には 膝の関節症は、 歳以上 重要なリハビリ開始のタ 量に留めます。リハビリを
なっていないので、少しの の女性で肥満で脚の筋力低 イミングとその方法
成功させるコツは決して回
無理で痛みが出やすくなっ 下（特に大腿四頭筋）のある 痛みが出たのは筋力低下 復を急がないことです。
ています。
方がなりやすい。そして若 が原因だから、筋肉トレー
（以下次号に続く）

十年先に高齢者になる、今
の若者の課題だ。
だが、肝心の若者には高
齢者になった経験がないか
ら、高齢者になって何がつ
らいかは、わかるべくもな
かろう。だから、高齢者は声
を上げなければならない。

が、野党の追及が生ぬるか
ろうが、そんなことはどう
でもいい、もっと大事なこ
とがあるはずだ。高齢者が
直面するのは健康問題だ。
医療費の抑制ばかりが話
題になるが、介護タクシー
の充実は重要事項の一つ

今 村 敏 昭

ば済むが、将来の年金支給
を約束して保険料を徴収し
たはずなのに、土壇場で約
束を反故にするようなこと
を民間がやれば、詐欺に問
われかねないだろう。やむ
を得ない措置だとは言え、
高齢者は何も言わない。そ

稲毛新聞論説委員

高齢者の矜持（きょうじ）

に支えてもらわなければな が見込まれ、このままでは
らないからと、受け入れる。 我が国の経済が破綻しかね
高齢者に直接関係のないオ ない危機は、外国人労働者
リンピックに巨費が投じら を急いで受け入れなければ
れても異を唱えない。優し ならないほど切迫してい
る。これは今の高齢者だけ
い高齢者ばかりだ。
高齢者ばかりになるこれ の問題ではない。ほんの数

から、高齢者施策ばかりに
費用をかけると、国も地方
も財政が成り立たなくなる
ことが分かっているから、
いつのまにか声高に高齢者
施策を主張する者がいなく
なってしまった。
確実に若い労働力の減少

だ。足腰の弱った高齢者が
いつでも外出できるよう
に、運送事業者と提携する
のも必要だ。高齢者になっ
てみないと考えが及ばない
ことはほかにも多い。それ
を次世代に伝えていかなけ
ればならない。
若い世代を通り過ぎ、高
齢者世代の入り口に到達し
たばかりの世代の責任は重
い。物言わぬ先輩高齢者を
おもんばかり、それを若い
世代に伝える重要な役目が
ある。なにも今の高齢者の
ためだけではない。なによ
り、今の若者が次の高齢者
になったときのために必要
だからだ。はなたれ小僧の
うちに、何かひとつでもや
り遂げなければならないと
思う。

人が収容所に入れられ過
酷な仕打ちを受けた。
台湾語も日本語も禁止さ
れて北京語が強要され、徹
底した反日教育と反共産
党教育が行われた。
従って、この時代に教育
を受けた台湾人の日本に対
する感情は複雑だ。
蒋介石は台湾中に自分
の銅像を建て、個人崇拝を
強要した。完全な独裁者
で、慈悲の心などまったく
感じられない。私は父親を
殺された方や弟を銃殺され
た方など、親しくしていた
だいた日本語世代の台湾
の方々から詳しく話を伺っ
ている。蒋介石に対する台
湾人の恨みは並大抵のもの
ではない。
蒋介石が死んだ後に息
子の蒋経国が総統にな
り、国民党の中国人による
一党独裁政治が続いた
が、１９８８年に蒋経国が
病気で急逝し、副総統だっ
た台湾人の李登輝氏が総
統になった。
蒋介石の妻の宋美齢
は、台湾人が総統になるな
んて絶対に認めないと猛
反対したが、李登輝氏は台
湾人の支持を受けながら台
湾を選挙で政治家を選ぶ民
主的な国とし、やっと独裁
政治を終わらせた。
公の場で台湾語も日本
語も話せるようになり、学
校では日本時代に台湾が
発展した歴史も教えら
れ、今の台湾の若者や子供
たちはみんな日本が大好き
だ。日本人が蒋介石に感謝
する必要などない。
日本人が感謝すべきは李
登輝元総統だ。

上田 真弓

蒋介石に感謝する必要はない
成田市

少し前のことだが、９月
４日の産経新聞に「蒋介石
氏の恩情を忘れない」と題
する投書が載っていた。
「終戦直後、蒋氏は国内
外へ向けたラジオ演説で
以徳報怨（徳をもって恨み
に報いる）と話し、日本に
寛大な処置をとった」と書
いている。
いまだに多くの日本人
がこのことをもって蒋介石
を高く評価しているが、蒋
介石は共産党との戦争に
備えて日本軍の武器がほ
しかったのであり、一刻も
早く武器を置いて日本に帰
ってもらいたかったのだ。
ソ連のように満洲の日
本人を殺しまくり、日本兵
をシベリアに連行して強制
労働させるようなことが大
犯罪なのであり、蒋介石が
日本兵に何もしなかった
のは当たり前だ。
蒋介石にそんな慈悲の
心がないことは、国共内戦
や台湾に渡ってからの残
虐性を見れば明らかだ。ユ
ン・チアンとジョン・ハリデ
ィ共著『マオ 誰も知らな
かった毛沢東』にも詳しく
書かれている。毛沢東の残
虐性もひどく、中国人はよ
くもこんな残虐なことが
できるものだと驚くこと
ばかり書かれている。
日本が戦争に負けて台湾
から引き揚げた後、毛沢東
の共産党との戦争に敗れ
た蒋介石の国民党が逃げ
てきて台湾を支配し、徹底
的に台湾人を弾圧した。
１９４７年に起きた二
二八事件では数万人の台
湾人が殺され、その後も長
く続いた弾圧で多くの台湾
■営業時間／AM9：00～PM18：00

http://www.miyabi-sougi.com

ト、バレーボールなどの膝
に過酷なスポーツは強大な
重力が繰り返し加わり膝を
損傷しますが、スポーツの
なかった時代には膝をこれ
ほど過酷に使ったことはな
膝関節に変形性関節症が かったはずです。
多発する最大の理由に、膝 このように膝に繰り返し
関節は二つの長い骨で構成 外力が加わり、限界を越え
されていて折れ曲がりのモ ると炎症が発生して水が溜
ーメントが他の関節より圧 まります。この膝の水が溜
倒的に大きいためと思われ まった状 態を長引かせる
ます。さらに膝を構成して と、骨の表面をクロムメッ
いる二つの骨は、関節面に キの様におおっているつる
浅いくぼみがありますがほ つるな硝子様軟骨が破壊さ
ぼ平らなため、骨性のつな れ、その下の硬骨や神経末
がりが弱く、基本的にとて 端が露出して痛みに敏感に
も壊れやすくなっていま なり、さらに剥離した軟骨
す。しかも日常的には跳ん の下から硬骨が増殖して、
だり、急に方向を変えたり、 関節面がでこぼこに隆起し
しゃがむなど極めて過酷な て来ます。
使われ方をしているのが現 関節面が骨増殖すると神
経も露出して、曲げ伸ばし
状です。
特にスキーやバス ケッ のときこすられてゴキゴキ
年末年始の会合でよく聞
かれた。「今村さん、いくつ
だ？」「３月で６２歳です
よ」「若い、若い、はなた
れ小僧だな（笑）」。
高齢者の末席に仲間入り
したつもりが、先輩高齢者
からすると私はまだ若者に
属するらしく、仲間に入れ
てもらえない。けなされて
いるようで、実は心温まる
思いがした。
高齢者は、若者の経験が
ある。子育ての難しさや、
生活の厳しさを乗り越えて
きた人も多いから、子育て
支援の必要性が理解でき
る。だから、高齢者対策の費
用が削減されても文句は出
ない。みんな我慢する。
子育て支援に重点予算が
あてられても、若い労働力

楽しい和の文化の集い

千葉営業所／若葉区多部田町

電話0120-812-313

健康麻雀の王様

ずさんなビル改装工事

四暗刻

発注元、是正を約束

満

※場所・千葉市生涯学習
センター小ホール
＊入場無料
○内容・津軽三味線の演
奏や篠笛の演奏・プロに
よる伝統芸能の公演。
○講師の指導で来場者
に伝統芸能の体験
○出演・三味線＝村松大
○篠笛＝久保木智康
○和太鼓＝菅谷大樹
○着付け＝山本俊子
◎主催・特定非営利活動
法人
◎共催・特定非営利活動
法人まちづくり千葉

役

日本人として自国の
文化を知り、それを世界
に発信していくことは
とても大切なことと思
います。そこでこの会で
はこれまで実際に手に
触れたり演奏したこと
のない和楽器の演奏
や、夏祭りでおなじみの
浴衣の着方などを体験
する場をもうけ、日本文
化を身近に感じてもら
う目的の集いです。
※日時・２月 日（日）
※開演・ 時 分
※終演・ 時 分

本田様・今泉様

住まいの救急社

満

0120-148-237

フリーコール

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹

279-1234㈹

ときや不動産
株式
会社

千葉県知事第3588号
京成大久保駅より徒歩3 分

稲毛構内タクシー
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

会員登録 （
無料）で
祭壇一式20%割引あり

㈱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

2

漏った、詰まった、壊れたはトンデ行きます
地元のリフォーム工事店・㈲マイケン

倍

まだ間に合う！
床暖房・インプラス

吉田様・近藤様
3回達成

の日を祝う千葉県民の集
いを開催します。
今回の内容は第一部
式典（セレモニー）に続き
第二部は特別記念講演
として講師に米国カリフ
ォルニア州弁護士のケ
ント・ギルバート氏を招
き「日本覚醒・素晴らし
い国日本に告ぐ」と題し
て講演。もう一人の講師
は日本総研研究センター
代表の伊藤哲夫氏が「御
代替わりの意義 と国 民
の心構え」と題して講
演。入場料は一人千円。
また、当日の 時 分
から 時半頃まで千葉中
央公園で今上天皇ご退
位にあたり「提灯行列」
（会長・吉成庸子氏）を予
定しています。
お誘いあわせの上参加
してください。
・
・
▼電話
（藤井）

他8名が跳満達成
満

察署に直ちに現場の指 こと」などの申し入れに
導を要請した。当日の工 ついては謝罪があり、
事はまもなく停止された 「次の工事に入る前には
が、千葉市環境規制課が 近隣に不安を与 えな い
現地を確認した結果、ア ようにすることや事前に
スベストは存在しない 工事内容についてお知
ことはわかった。ビルの らせすること」を約束し
所有者は「日拓ホーム株 た。ビル内部の改装工事
式会社（東京都渋谷区）」 であり、ビルそのものの
で、かつてプロ野球日拓 解体工事ではないこと
ホームフライヤーズを保 が分かったが、パチンコ
有していた会社だ。
店撤去にともなうビル内
日 拓 ホ ー ム に よ る 部の解体工事が工事の
と、「建築士事務所に施 標識も掲げられてお ら
工内容を確認し、不動産 ず、ずさんな実態は改善
部門を通して施 工 業者 さ れ な け ら ば な ら な
に改善を指示した」との い。この４月から外国人 来る 月 日（月・祝
ことであり、本紙の「粉 労働者の受け入れが緩 祭日）は建国記念の日で
塵や悪臭で近隣に迷惑を 和されるが、早くも課題 す。千葉県民の集い実行
委員会では今年も左記
かけたこと、違法な施工 が露見した形だ。
方法である疑いがある
【文・武田弥太郎】 により、第 回建国記念

中川様
跳

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年
他27名が満貫達成

霊園案内サービスセンター

- 812-313
粟村様
5回達成
貫
満

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

890ポイント
580ポイント
560ポイント
83500点
様
様
様
様

稲毛駅東口の パチン
コ店の入っていたビル
の改装工事が行われて
いたが、読者から「外国
人労働者だけで作業し
ている。粉塵や悪臭がひ
どい。必要な対策が取ら
れておらず、アスベスト
の飛散が心配だ」と悲痛
な連絡が本紙に 寄せら
れた。
現場に急行し てみる
と、確かに現場責任者ら
しき人はおらず、ビルの
最上階の窓を開放 し て
粉塵を輩出したり、警察
の許可も取らず、警備員
も配置せずに市道を勝手
に通行止めにするなどの
状況が確認できたこと
から、千葉市と千葉西警

むらまつ ひ ろし

5回戦得点上位者に景品あり

参加費2500円

●いずみ霊園 ●御成霊園

36名の方々が楽しく遊びました。

12月の実績報告
第一位 吉 田
第二位 中 川
第三位 近 藤
最高得点 吉 田

いつでも求められる和泉家の4 大霊園

1月15日（火）10時～

30 30 17

JR新検見川駅より徒歩4分

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！

稲毛新聞読者感謝ディ 1月16日（水）10時～

15 12

検見川ホール

安心価格！雅の家族葬
定番お料理付お一人様3000円～
お酒飲み放題！カラオケあり！

論壇
『わが社の 周年』
歳で起業
し今 年 で 満
年になりま
す。振り返ると 年間（有）
マイケンを支えて頂いたお
客様に感謝！感謝！です。
経営者としての自分を振り
返ると自社ビルは建ってい
ない、駐車場に高級車は停
まっていない、会社の規模
は小さいままです。
経営者として力のなさを
痛感しています。
経営ポリシーが「お客様
に安く工事を」
「支えてくれ
る職人さん達には高い賃金
を」と一生懸命やってきま
したがこれでは利益を残せ
ないと納得しています。
今年も支えて頂いたお客様
と職人さんの為に更に努力
することを決意しました。
※連絡先・千葉市稲毛区小
～
中台町
（有）マイケン
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・
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１日遊んで1800円 ★満貫で50Ｐ＋跳満80Ｐ＋倍満100Ｐ還元！

◎のぶと会第12クール

避難所宿泊体験

0

5

シートと体操用マットを 一年で一番寒さが厳し
敷き、各自用意した寝具 くなるこれからの季節、床
や防 寒着 に 身を包 ん だ 暖房とインプラス（二重サ
が、早朝、床付近の温度 ッシ）で快適に乗り切りま
は ℃まで下がり、暖房 せんか？床暖房は足元から
器具なしでは過酷な状態 ポカポカと暖まりまるで日
なたに居るような快適さ
に。
参加者からは「避難所 です。空気の対流がほとん
で何日も過ごすのはとて どなくホコリが立ち ませ
も厳しい。安全が確認で ん。温水循環式と電気ヒー
きれば自宅に滞在すると ター式があります。
いう選択肢も考えるべき インプラスは今ある窓
ではないか」「避難所に の内側に樹脂の内窓を付
持ち込む物を普段から各 け冷たい外気を遮断。光熱
家庭で準備しておくこと 費が節約でき結露も軽減
が必要」などの意見が出 します。和室用、洋室用、
た。
浴室用等種類も豊富。床暖
発起人の一人、地元消 房もインプラスもお客様
防団の守屋聡さんは「各 の満足度が高く増設の発
自の防災対策の必要性を 注も多く出ています。
改めて強く感じた。自治 マイケンは出張相談、見
体任せにせず避難所のあ 積もりは無料。気軽に相談
り方を自分たちで考えて してみて下さい。
いかなければ」と語った。
【取材・真田はる代】 社長のひとり言
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会場・千葉県教育会館大ホール
日時・2月11日（月）午後1時～4時
「提灯行列」同日午後5時30～5時30分

2

地区の避難所運営委員 の初運用だ。
会（委員長・大久保覚氏） 太陽光の蓄電設備から
は去る 月 日、柏台小 の送電で、玄関と トイ
学校体育館で避難所宿 レ、体育館の約五分の一
の電灯を一晩中点け、ほ
泊体験を実施した。
地元消防団の有志や自 かにも電気ポットでの湯
治会の防災担当者、市の 沸しや携帯電話数台の充
職員ら 名が参加し、ま 電を行ったところ、翌朝
ず、避難所開設にあたり には蓄電量が ％になっ
体育館と防災備蓄倉庫の たことから、災害時には
鍵の保管場所を共有。続 電気の使用ルールを決め
るなど制限を設ける必要
いて備蓄品を確認。
そして今回、非常に重 があるとわかった。
要となったのが蓄電設備 就寝時、床にはブルー
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柏台小体育館で実施
「今後 年間に千葉市
で震度 弱以上の揺れが
発生する確率は ％」と
いう政府地震調査会の発
表に不安を感じている人
が多いなか「一度、避難
所を体験したほうがよい
のでは？」という市民か
らの要望に、柏台小学校
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建国記念の日を祝う千葉県民の集い

張
主

博先生

藤城

柏台小の備蓄倉庫
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