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再び福島再び福島へ  ～ 東北は素晴らしい東北は素晴らしい～

　桜が終ってから寒い日が続きましたが、やっと五月

晴れの日々となり街路樹のハナミズキを楽しむことが

できます。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　母の被災地の方々への想いが続き、どうしても訪問

の旅がしたいと思っていることを感じ、4月中旬に母

と娘（長男の嫁）と 3人で福島に行ってきました。2

年前に母と来た郡山の仮設住宅のベランダには、プラ

ンターに花が植えられていました。2年前よりは花々

の色があるため一見明るく見えるのです。しかし、あ

んなに植物が育つ姿を見て、もう 2年以上も被災者

の方々は仮設住宅から出られないのだと思うと胸がい

っぱいになってしまいました。私にできることは、こ

の方々のことを決して忘れることなく出来る援助を続

けていくことだと思ったのです。

　今回は裏磐梯から喜多方までレンタカーで走り、以

前交流のあった方々と再会しました。農家の方々が

色々な所でご自分の育てた野菜を売っていたので、私

達 3人はせっせと買い込みました。するとある農家

の方が私にこんなことを話して下さいました。 “ お客

さん達は東京の人でしょ。福島の野菜は放射能で汚染

されているという噂が東京で広まって、東京に野菜が

送れないんだよ。全然心配ない

のに…。あんた達はいい人だね。”  その瞳がうるんで

いるのを見て、私はまた胸が熱くなってしまいました。

　今回は喜多方の近くの熱塩温泉で古い宿に泊まった

のですが、職員全てが心から私達をおもてなししてく

れて、心の温まる時間を頂きました。しかし外は晴れ

のち雪。満開の桜の花に雪が積もり美しく寒い景色で

す。

元気いっぱいの

野菜達。

福島の方々が愛情

込めて作ってくれ

ました。

4月 21 日の
　　  春の雪。

熱塩温泉
一流の田舎
                より
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学会印象記学会印象記

　第 3回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会

は、3月 23、24 日の 2日間、宇都宮市で開催されま

した。会場はとちぎ健康の森、JR 宇都宮駅からバス

で約 20分程度、自然に囲まれた市街地の喧噪を忘れ

させる立地にありました。ちょうど都心では桜の開花

が報道されたにもかかわらず会場周辺の木々はようや

く蕾が膨らみはじめ、これから春の到来を待ちわびて

いるようでした。この印象記が発行される頃には、き

っと栃木の木々や草花は新緑の季節に向かっているこ

とでしょう。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　さて今回参加した日本腎臓リハビリテーション学会

学術集会は、まだ発足して間もない学会です。今回の

テーマは「あたらしい運動療法の位置づけと課題」と

いうことで、とりわけ運動療法に着目した講演や演題

が活発に発表されていました。そのなかでも大変興味

深い講演があったので紹介したいと思います。

　それは中村耕三先生 ( 国立障害者リハビリテーショ

ンセンター自立支援局 ) により「ロコモティブシンド

ローム ( 運動器症候群 ) と健康寿命の延伸」として、

人口高齢化に拍車のかかる我が国の現状についての講

演でした。既にロコモティブシンドロームについては、

先月号で高木理事長・院長より紹介されており、読者

の皆さんはご存知のことと思います。今月号では、こ

のどこか滑稽な響きを持つロコモティブシンドローム

について、もう少し触れてみたいと思います。ロコモ

リハビリテーションセンター  理学療法士 技士長　本持 英児

ティブシンドロームは略して

“ロコモ ” と呼ぶことが一般的です。言葉の由来は「運

動器」を意味する英語の locomotive organ からきて

おり、日本語で直訳すると運動器症候群となります。

日本語で記すよりも、“ ロコモ ” のほうが呼びやすい

のは、ごくごく身近に存在する病態であるがゆえかも

しれません。“ ロコモ ” という言葉の裏には「年をと

って足腰が弱くなり、放っておくと寝たきりや要介護

になってしまいますよ」という意味が潜んでいるので

す。つまり “ ロコモ ” とは運動器の衰えを示す言葉で

あって、病気の名前ではないのです。

　講演の中では高齢者に増えてきている運動器の疾患

も取り上げられていました。とくにわが国では 50歳

を過ぎると急激に骨、関節、筋肉の疾患が増加するそ

うです。とくに骨粗鬆症に伴う脆弱性骨折、脊椎の変

性、大腿骨頚部骨折、変形性関節症などが挙げられま

す。どこかで皆さんも一度は耳にしたことがある病名

ではないでしょうか。これらの疾患が加齢に伴って、

筋力やバランス低下とともに運動機能全体を低下させ

る要因となっているのです。例えば膝や腰が痛ければ、

運動や歩行が十分に出来なくなり、ついつい安静がち

になります。その結果、筋力低下をきたし、知らず知

らずロコモに陥ってしまうのです。ではロコモの進行

を抑えるにはどうしたらいいのでしょう。進行を抑え

る有効な手立ては、積極的に運動することです。ただ

むやみに運動するのがよいわけではありません。いき

　私達の旅の目的は、いっぱいお土産を買って被災地

の方々を励ますことでした。しかし以前もそうでした

が、私達が土地の方々からたくさんの愛情を頂き、慰

められてしまうのです。

　今回もう一度、2011 年 3 月 11 日のことを思い返

しました。地震だけではなく、津波が全てを奪ってい

ったこと、原発の不備により福島は汚れているなどと

騒がれ苦しんだこと。あれから 2年経って一見落ち

着いているようですが、それは国が建ち上げてくれた

のではなく、全て土地の方々が自らの力で復興してい

ることを感じます。明るく、温かく、純粋に天を見上

げて力強く生きている方々から私は生きる力を頂きま

した。

　私の母はもうすぐ 86歳。その母が私以上に力を頂

いて、キラキラ瞳を輝かせ、福島へ精一杯の愛情を届

けた小さな旅でした。
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なり運動することで、返って体調が悪化してしまうことはよくある

ことです。そこで早く気づいて早く対策をとる手法の一つとして、

ロコモーションチェック ( 以下、ロコチェック )

があります。当院でも 25項目からなるロコチェ

ック表を導入しました。最近、足腰が弱くなった

と感じる方、水曜日の午後、整形外来でロコチェ

ックを受けてみてはどうでしょう。

　現代は昔のように体を動かし回らずとも、対価

を得られる仕事や手段が増えました。そのライフ

スタイルの変化により、生活習慣病を招く結果と

なっています。その中にロコモに該当する方もい

ることでしょう。長寿国日本にとって、これから

運動機能の予防は避けては通れない道だと感じま

した。しかし運動することは大切ですが、まずは

日常生活の食事内容や運動頻度といった生活習慣

を振り返り、見直してみることが優先するのでは

ないでしょうか。

今月のかべ新聞
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5 月の糖尿病教室

会　場  ：  第 1 会議室（織本病院 4F）
時　間  ：  午後 1：00 ～ 2：00（開場 12：45）
参加費  ：  無料
予　約  ：  不要（直接会場へお越しください）

第 27 回　5 月 7 日（火）第 27 回　5 月 7 日（火）

メインテーメインテーマ  マ  『 糖尿病をもっと知ろう !! 』『 糖尿病をもっと知ろう !! 』

講師：看護師・薬剤師

第 28 回　5 月 21 日（火）第 28 回　5 月 21 日（火）

講師：管理栄養士・理学療法士・臨床検査技師

第144 回 腎疾患ゼミナール

腎臓内科 ： 高木由利

看護師からのワンポイントアドバイス看護師からのワンポイントアドバイス

2013 年 5月 16 日（木）
午後 1：00 ～ 2：00
オリモトホール（織本病院 4F）
参加費無料

看護師 ： 村田 卯美

『 『 謙虚な気持ちで謙虚な気持ちで
　　　　　腎不全と向き合おう④ 』 　　　　　腎不全と向き合おう④ 』   

『 正しい血圧のはかり方・『 正しい血圧のはかり方・蓄尿の手順 蓄尿の手順 』』

排便機能障害には、食生活や生活習慣が大きく関わっています。従って、医師だけでなく管理栄養

士も一緒になって治療にあたることが必要であると考えています。

当院の排便機能障害外来では、まず患者様のお話しを充分にお聞きし、現在のお悩みを把握するこ

とから始めていきます。その上で、食生活や生活習慣の改善

に取り組みながら、内服薬による治療や機能訓練なども取り

入れて治療をすすめていきます。
【診療日】
毎週金曜日（午後）
※ 予約可（予約なしでも受付可）

【ご予約・お問合せ】

☎ 042-491-2121

便秘・下痢・失禁 などでお悩みの方はご相談ください。

排便機能障害外来排便機能障害外来 ご案内のの排便機能障害外来 ご案内の


