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「ロコモ」とは？
運動器の障害のために移動能力の低下をきたして、要介護になっていたり、要介護になる危
険の高い状態を「ロコモティブシンドローム（略称：ロコモ、和名：運動器症候群） 」といいます。
ロコモは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、もしくは複数に障害が起き、
歩行や日常生活に何らかの障害をきたしている状態です。2007年に日本整形外科学会は人類
が経験したことのない超高齢社会・日本の未来を見据え、このロコモという概念を提唱しました。
具体的には、ロコモか否かを判定する自己診断ツール（ロコチェック）、ロコモ度を判定する基
準（立ち上がりテスト、2ステップテスト、ロコモ25）、ロコモ予防および軽減化対策としてのロコ
モーショントレーニング（ロコトレ）が提案されています。
いつまでも自分
の足で歩き続け
ていくために、
ロコモを予防し、
健康寿命を延ば
していきましょう。 とちぎリハビリテーションセンター
所長 星野雄一
社会全体としてのロコモ予防意識の高まりに
伴い、運動習慣を生活の基本と認識する社会へ
の変革が促進され、これは運動器障害の予防に
とどまらず、メタボや認知症の対策としても有効
と考えられています。

４月、５月、６月の予定
・「高齢化社会における温泉療法医の役割と連携」 4月10日 鳥取県中部医師会にて講演

森山俊男

・２型糖尿病治療の最新の話題 4月15日 栃木県北地域糖尿病講演会 松村美穂子
・マハロバによるウクレレ演奏 4月17日(木)15：00～ 塩原病院１階ホールにて
・日本温泉気候物理医学会 温泉療法医研修会「温泉療法医・学会認定制度」 5月10日 小山田記念病院 講師 森山俊男
・「温泉療法専門医の現状と展望」 高齢化社会の置ける温泉療法医の役割と連携
5月12日 第79回日本温泉気候物理医学会総会・学術集会 京都国際会議場

発表 パネリスト 森山俊男

・糖尿病患者に対する温泉療法の抗動脈硬化さようについて～温泉療法機関別での比較検討
5月13日 第79回 日本温泉気候物理医学会総会・学術集会 京都国際会議場 研究発表 松村美穂子

・Long-term Effects of Repeated Hot Spring Aquatic Exercise Combined with Physical Therapy on Muscle Strength and Endurance of Patients.
５月１１日～１４日 39th ISMH Yusuke Sakaguchi
・Long-term Effects of Repeated Hot Spring Aquatic Exercise Combined with Physical therapy on Balance Ability of Patients.
５月１１日～１４日 39th ISMH Akira Sano

ＩＳＭＨ（国際温泉医療学会） 国立京都国際会館にて研究発表
・輸血講演会 5月14日

安全な輸血の取扱い・実施ができる

・個人情報についての講演会 6月10日
・医療安全講演会

個人情報保護法について理解を深め実践につなげる

「ロコモティブシンドロームを予防して、健康寿命を延ばそう」
6月18日

とちぎリハビリテーションセンター 所長 星野雄一

・那須拓陽高校陸上部へのトレーナー活動
長距離部門の選手に、ボランティアで、月に2回、トレーニングメニューを組んだり、ストレッチの方法を指導したり、
インソールを作成したりしています。担当：蒲澤・水上・長谷川・今泉
・高次脳機能障害者グループ活動「オルガノ」
交通事故や脳卒中などにより脳が部分的に障害を受け、言語や記憶などの機能に障害を持つ方のグループ活動に
月に2回、ボランティアとして参加しています。 担当：古牧・鶴田・池澤
4月13日、6月8日：嚥下障害について
・家族教室の開催
4月27日、6月22日：介助方法について
5月11日：脳卒中について
患者様に近づけた体験を通じて、患者様の病気を理解していただき、
5月25日：高次脳機能障害について
介護の方法を指導しています。担当：藤川
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新人スタッフを紹介します

名前 邵双燕
職種 理学療法士
趣味 映画鑑賞
ジョギング、水泳

田中恵
理学療法士
バレーボール
ランニング

平野新治郎
石川敦啓（
理学療法士
理学療法士
ダンス、料理、柔道 野球、バスケット

小川貴大
理学療法士
野球、音楽鑑賞

鈴木啓介
理学療法士
サッカー

小林敦
理学療法士
サッカー

砂押 亜利紗
作業療法士
なぎなた、料理

加藤 らいと
言語聴覚士
Webデザイン
アクリル絵画

佐川達哉
理学療法士
アウトドア、野球
スポーツ観戦

稲葉祥平
言語聴覚士
野球

・新人教育プログラムの予定

磯優平
事務
テニス
ロボット工学

オリエンテーション救急蘇生 AED 病棟実習 夜勤実習 当直実習 接遇研修 消防設備研修 ゆけむりマラソン補助

栄養サポートチーム（NST)を紹介します
活動内容
一人一人の患者さ
んに応じた適切な栄
養管理を行います。

スタッフ
委員長：佐藤敏通（医師）
委員：土佐亜紀子（看護師）
大塚れんげ（看護師）
渡部智香（看護師）
矢野目昌明（看護師）
大木恵美子（看護師）
片股沙織（栄養士）
佐藤栄慈（薬剤師）
長島征大（言語聴覚士）

血液データを用いない栄養アセ
スメント方法とサルコペニアにつ
いて、昨年11月21日に勉強会を行
いました。
サルコペニアとは、加齢に伴う
筋肉量の減少と筋力の低下のこと
で、タンパク質とアミノ酸の摂取
が重要です。摂取するだけでは排
泄されてしまうので、筋トレが必
要です。

患者さんの嚥下機能
を評価して、それぞ
れの能力に応じた食
事形態を判断して提
供します。

摂食嚥下障害リハビリ
テーションにおいて、
他職種の連携を強化し
て、情報を共有するよ
うにしています。
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歯っぴいクイズ
めざせ！ 全問正解 ○か×で答えてください
Q1. 生まれたばかりの赤ちゃんには虫歯の菌がいない。
Q2. 最も虫歯になりやすいのは奥歯である。
Q3. スポーツドリンクは、虫歯と関係ない。
Q4. 唾液の多い人は虫歯になりにくい。
Q5. 歯磨きは食べ終わってすぐするほうが良い。
Q6. 歯ぐきから血が出たら歯磨きはやめたほうが良い。
Q7. 口から食べない人は口腔ケアは必要ない。
Q8. 食事の時、使ってないないなら入れ歯は必要ない。
Q9. 歯周病が良くならないと糖尿病も良くならない。
Q10.ガラガラとうがいするのは虫歯予防に効果的である。

水中運動と温泉プール療法について

当院の温泉プール
縦10m×横5m、水深は80cm・100㎝・120cmの3段階と
なっています。水温は37～38℃に設定しています。

リハビリテーションでは、水を治療に利用した「水治療
法」が行われています。一般的には温水を使っています
が、当院では、「温泉水」を使用しています。当院の源泉
は、含食塩泉ということで高い保温効果があります。低刺
激性なので体力の低下している方も安心して利用できま
す。湧出量は毎分240リットルで、プールの温泉は毎日入
れ替えています。
さて、この温水を用いた水中運動ではどのような効果
があるのでしょうか。まず１つ目の効果として、温熱で体
を温めることで、緊張した筋肉が柔らかくなり、筋肉のこ
わばりが軽減されます。また、温熱によって循環も改善さ
れるため、関節や筋肉の痛みが軽くなるなどの効果も期
待できます。
２つ目の効果は、水の浮力で足腰の関節にかかる体重
が軽減される「免荷効果」です。ちなみに、「へそ」の高さ
まで水中に入ると、体重の４０―５０％程度が軽減されま
す。特に股関節や膝関節など、陸上の運動ではどうして
も「体重のかかる関節」が痛む方の運動療法として関節
に負担をかけずに効果的に筋肉や持久力を鍛えること
が期待できます。
３つ目の効果として、皆さんも水中で手足を動かすと実
感できると思いますが、水中の動作には抵抗が生じます。
具体的にどのくらいの抵抗かと言うと、水中では空気中

の運動に比べ約19倍の抵抗を受けることになります。この特性を利用した抵抗歩行や、水中体操などで筋力や持久力などを強
化します。また、水の抵抗や水圧により、運動時の筋肉の収縮速度は陸上の１／4となるので、筋肉痛を起こしづらくなる効果
のほか、呼吸機能（心肺機能）を強化する効果もあります。
このように、①温熱効果が期待でき、②関節に負担をかけず、③筋肉や持久力を鍛えられる、という意味で、「温泉プール療
法」は非常に有効な治療方法です。その他にも、水圧によって血液循環を助け心臓の負担を軽減するといった効果や、37～39
度のぬるめの微温浴（当院ではこの温度に設定しています）では、血圧・脈拍・体温の変化が少なく精神的にもリラックスした状
態を保つことができるなど、水の特性を生かした様々な効果が期待できます。また、当院の場合には源泉に塩化物（ナトリウ
ム）が含まれているので、温泉プール実施後の温熱保温効果も期待できます。
最後に当院には温泉研究班があり、「足湯内での足趾
運動が身体バランスに与える影響」「温泉運動浴でのス
トレッチがバランス能力に及ぼす即時的効果の検討」な
ど実績を上げています。

過流プールとジャグジープールでは、筋肉や関節に程よい刺
激が加わり、リラックスできます。

理学療法課管理教育課長

大島広一
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左手だけで日光彫を彫った渡辺さんの作品が
病院ロビーに展示してあります

昨年 下野新聞に掲載された記事を紹介します。
渡辺さんは、1992年に脳梗塞で倒れ、一命を取り留めたが、右半身は麻痺し、しばら
く言葉も話せない失語症となった。リハビリテーション訓練を頑張り、96年ごろに日光
彫と出会い、日光彫教室「大島工房」に98年から通うようになった。
「日光彫なら左手だけでできる。多い日で1日4～5時間、彫刻刀を握りました」と渡辺さん。99年の作品展から出品して、
これまでの出品作は150点に及ぶ。日光彫を始め、次第に簡単な日常会話も交わせるほどに回復したという渡辺さん。
「日光彫は生きがい。木彫りに地紋も入れた作品にぜひ取り組んでみたい」とさらなる技術の向上を目指している。

歯っぴいクイズの答え
A1. ○ お母さんの口に入れたスプーンを使うことなどにより、虫歯菌が移ります。
2歳まで感染しなければ、一生虫歯になりにくいです。
A2. ○ 見えないところ、磨きにくいところから虫歯になります。
A3. × 歯のエナメル質はｐH5.5以下でとけます。お茶、牛乳、水以外はエナメル質が溶けるとお考えください。
A4. ○ よく噛んで唾液を出しましょう。
A5. × 食直後には、虫歯菌が酸を出すので、その時に歯磨きをすると歯を脱灰させてしまいます。
食後30分くらい経過すると中性になりますので、その時に歯磨きしましょう。
A6. × 歯ぐきを傷つけないようにやさしく歯磨きしましょう。
A7. × 口から食べない人は唾液が減っていますので、乾燥してカンジダなどの感染症が広がりやすいです。
口腔ケアは大切です。
A8. × 入れ歯を入れると唾液の分泌が増え、筋肉の委縮も防止できます。
A9. ○ 歯周病があるとINFαが増加するのでインスリンの働きが低下します。健康管理には口腔ケアが大切です。
A10. × うがいは1分以上することが望ましく、ガラガラうがいでなく、ブクブクうがいが効果的です。

馬渡亮司先生を紹介します。
先生は那須塩原市に開業されていますが、3年前から当塩原病院
に往診して、歯科の治療をしてくださっています。「塩原温泉病院は
活気があって毎週来るのを楽しみにしている」とのことで、患者さん
が楽しんで食べられるためのお手伝いをしてくださっています。
先生は、なるべく削らない、抜かない治療を心がけていて、小さい
お子さんはお母様のひざの上でも治療しています。今回の「歯っぴ
いクイズ」は、昨年先生が当院職員に対して講演をしてくださった内
容を抜粋したものです。クイズの横の絵は先生が趣味で描かれた
絵で、子供たち3人をきゃり－ぱみゅぱみゅ＆黒執事風にアレンジし
たもので、左の絵は先生が長男を背負っているところの絵だそうで
す。
副院長 李俊熈

入院のご案内
医療相談室では、入院の相談だけでなく、患者さん・ご家族の抱える不安・心配事のご相談に乗り、ともに考え、解決に向けて
援助をさせて頂いています。直接相談室に来院されてもかまいませんが、ゆっくりお話を伺うために、お電話での予約をお願い
することがあります。

≪相談室の利用時間≫
平 日：9:00～17:00
土・日曜日・祝日はお休みです
◆医療相談室の利用は無料です
◆相談に来られた方の秘密は必ず守られます

〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原1333
☎0287（32）4111

