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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 ⑫
都賀治療院 院長 藤 代

が少なくないのは残念で
す。長期化している痛みが
一般に考えられている様に
変形と年齢だけが原因では
なく別の要因がある訳で
す。しばしば主治医は、なか
なか治らないのは「変形が
あるから」、あるいは「年だ
から」と言って、治らないこ
とは仕方ないように患者さ
んに告げるのですが、これ
は責任の放棄です。告げら
れた患者さんにしてみれ
ば、期待して受診したのに
絶望の渕に突き落とされた
ようなものです。
変形と年齢が主な原因で
あれば今更手の施しようが
無いわけで、諦めなさいと
言っているようなもので
す。患者さんにとって専門
家の言葉は重いのです。こ
れをあるひとは医者の呪い
と呼んでいます。
実際、ダメージから立ち
上がれないひとが沢山いま
す。ひとは希望が無くなっ
たとき、しばしば治る力や
生きる力までも失うもので

す。そして多くの患者さん
たちは完治することを諦め
て、これ以上悪くならなけ
ればと、消極的な思いで通
院している人が沢山いま
す。しかも治らないと言っ
ているその医師のところ
へ、延々と通い続けるので
すから実に不思議です。
治らないと思っている医
者と、治らないと思ってい
る患者さんが、ペアで治療
に取り組むのですから、治
りにくいのは当然です。こ
れを絶望のコンビと呼びま
す。下図は画像上で異常が
あるが、症状のない人の割
合ですが、無症状の人の実
に７～８割に椎間板の異常
が認められるというデータ
です。これは変形イコール
痛みではないことを如実に
物語っているし、また、決し
て諦めなくてもよいことを
示しています。
完治のために重要な安静
の新しい定義を述べます。
４．安静とは痛みを出さな
い姿勢や動作のこと
安静とは単に動かないで
ジッとしていることを言う
のではなく、痛みを出さな
い姿勢のことをいいます。
その意味は安静イコール動
かさないこととは限らない
ということです。というの
も腰椎椎間板ヘルニアなど
でうつ伏せや仰向けで、下
肢の方へ放散痛が次第に増
してくる場合があります。
そういう姿勢は神経根の傷
口を突出した髄核が圧迫し
ている姿勢ですから、そう
いう状態で治療したり、安
静にしていても治らないば
かりか、痛みが増強して次
第に悪化 してゆきますか
ら、治療中や日常の姿勢な
ども大切な要因です。
痛いということは、今現
在傷口を刺激しているとい
う証明ですから、繰り返し
痛みを出していれば炎症が
治まらず、痛みが慢性化し
て行くのです。また自宅で
安静のつもりで寝ていても
ダメージポジション（痛み
を悪化させる姿勢）で寝て

いては、痛みが増してくる
ばかりでなく長期化します
ので、あくまでも痛くない
姿勢が治る条件です。ある
いは安静にしているにも関
わらず、痛みがひどくてど
うしても治まらない場合
は、中でも一番らくな姿勢
を捜し出して、それを維持
していると、やがて痛みが
軽減してきます。次の段階
として動かさなければ痛く
ないようになり、さらに良
くなると動かしても痛くな
いという風にして治ってい
きます。
（以下次号に続く）

上田 真弓

ＮＨＫテレビ「日本人のおなまえっ！」
成田市
家型の墓には格子状だ
けではなく、他の形が彫ら
れた墓も映っていた。
中に入っていたという
小さな像がいつ入れられ
たのか分からず、それは仏
像かもしれないし、亡くな
った人をかたどった人形か
もしれない。
キリシタンであることを
隠さなければならないの
に、珍しい名字を名乗った
り、珍しい形の墓を作った
り、墓の正面に穴を彫って
中に像を入れたりしたら、
逆に目立ってしまう。家型
の墓は成田市内にもいく
つかあり、正面に空いた穴
のまわりに鳥居の形が彫
られているものが多い。
以上の理由から隠れキリ
シタン説には無理があ
る。単に出牛（でうし）が
デウスに似ているという
だけで、何か結びつくもの
はないかと無理やり考えて
いるようだ。元々の地名の
呼び方が「じゅうし」なら、
デウス説はありえない。
私がこの説を否定したい
のは、このような発想で考
えると日本中の墓や石碑
などに隠れキリシタン説が
生まれかねないからだ。
番組ではあれもこれもと
いろんな説を紹介するので
はなく、もう少し信憑性の
高い説にしぼって放送し
てほしかった。地名の呼び
方「じゅうし」の調査もお
願いしたいものだ。
ともあれ、地名を調べる
といろいろなことが分かっ
てきておもしろい。
皆さんも身近な地名の
由来を調べてみてはいかが
でしょうか。

他10名が跳満達成

ます。確かに変形はある程
度、痛みの発生に関与して
いると思われますが、それ
が絶対的な要因であれば決
して治ら ないはずです。
しかし、不思議なことに
Ⅱ 画像診断の程度と症状 的を射た治療とライフスタ
（痛み）の強さは必ずしも一 イルを工夫することで、頑
致しない
固で長期化した痛みも手術
１．レントゲン写真や画像 せずに、保存的治療で治っ
診断はあくまでも参考程度 てしまうことの方が圧倒的
にして「症状」を優先する。 に多いのです。それにも関
レントゲン写真や、Ｘ線 らず、その患者さんの治癒
ＣＴ、ＭＲＩ（核磁気共鳴 後の画像診断は治癒前と全
断層装置）の画像などで脊 く同じです。 このことは、
椎のユニット（背骨や軟骨） 変形イコール痛みではない
に異常を指摘される場合が ということを証明するもの
あります。すなわち椎体や です。従ってＸ線写真やＭ
脊柱管、椎間軟骨、椎間関 ＲＩなどの画像所見はあく
節などに変形や椎弓の分離 までも参考程度にすべきで
（一種の骨折）、椎体の変 すが現代医療は画像や検査
形、脊柱管や椎間孔の狭小 数値に頼り過ぎる傾向にあ
化や椎間板ヘルニアなどが るため、治るかもしれない
指摘されることが多々あり 可能性を、諦めている場合
とっても、相撲協会にとっ
ても、なにより相撲ファン
にとって、大変な悲劇だ。
「いずれかの一門に属さ
なければならなくなるのに
貴乃花を受入れる一門はな
「す
い」と報じたり、いや、

私は 年前に「成田地名
・歴史研究会」を発足して
サークル活動していること
もあり、ＮＨＫテレビの
「日本人のおなまえっ！」
を楽しく見ている。
人名は地名と関係して
いることが多いので、この
番組は非常に興味深い。
毎回大変勉強になる
が、７月５日放送の出牛
（でうし）という珍しい名
字の由来には納得がいか
なかったので、指摘してお
きたい。埼玉県秩父郡の出
牛（じゅうし）という地名
が元で、地元の人がいくつ
かの説を紹介していた。
そこは川が大きく曲が
っている場所で、川が氾濫
して土砂が押し寄せる、そ
の土砂を押し出す力が牛の
ようだ、またその災害で心
憂し（こころうし）の思い
から出牛という地名にな
ったという説や、ヤマトタ
ケルが川を渡る時に牛に乗
ったという説など、漢字の
説明が紹介されていた。
しかし、なぜ地名は「じ
ゅうし」と読むのか、肝心
な説明がなかった。地名は
元々の呼び方が重要で、漢
字はあとから音が同じも
のを当てることがよくあ
る。漢字だけで由来を考え
ると間違えることが多い。
また、「でうし」はデウ
ス（神）からきていると話
す地元の人がいて、近くに
隠れキリシタンの里があ
る、珍しい家型の墓に彫ら
れた格子状の穴が十字架
に見える、中に入っていた
のはマリア像だろう等の説
があったが、根拠がない空
想だと思う。

月 日（日）午後 時より千葉商工会議所で

核兵器廃絶をめざす千 また、小谷孝子さんの
葉の会では 月 日（日） 腹話術で語る被爆体験と
午後 時から 時 分ま 若者シンポジウムとして
で千葉商工会議所第一ホ 平和活動に取り組む学生
ールで「若者が考える各 や若者が参加する。
廃絶・僕らがつくる核な 広島、長崎に原爆が投
き世界を」のシンポジウ 下されてから 年。今な
円） お世界には、人類を何度
ム。（参加費
当日の基調講演は元Ｓ も滅ぼすことのできる量
ＥＡＬＤｓメンバーの林 の核兵器が存在する。今
回は被爆者の怒りと悲し
田光弘氏が務める。
みに突き動かされ、核廃
絶のために立ち上がった
若者が大勢いる。今回は
林田さんのお話を中心に
平和活動に取り組む若者
たちが本音を語る。

住まいの救急社

漏った・詰った・壊れたから新築まで
地元のリフォーム工事店・㈲マイケン

倍 満 中川様・関様・本田様

受けの相撲のようで厳しい い。それだけに、父親であ
攻めを見せたり、土俵際の る初代貴ノ花や、師と仰い
詰めの完璧さは、私の前職、 でいた北の湖前理事長を失
塾の教員流に表現すると、 ったことは、貴乃花にとっ
偏差値 の最高クラスの相 て途方もない痛手になった
撲がとれる稀有な力士だっ だろう。かけがえのない相
た。相撲っぷりは、文句な 談相手をなくしたからだ。

今 村 敏 昭

貴乃花親方の退職

ならない。
日馬富士を引退させ、協
会を告発し、協会との直接
交渉をことさらに避ける貴
乃花に対する思いは察する
に余りあるが、ずば抜けた
功労者に送られる「一代年
寄」（現役のしこ名のまま
親方になれる特例。大鵬、
北の湖、貴乃花の３人だ
け）を授けた相手であるし、
それを全国の相撲ファンも
受け入れた。貴乃花の存在
は、貴乃花自身のものでも、
相撲協会のものでもない、
相撲ファンのものだという
ことを、貴乃花も相撲協会
も忘れているように思えて
仕方がない。
貴乃花の退職は、あって
はならない。相撲ファンを
悲しませないでほしい。

凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵

人が華やかな雰囲気を楽しむ

核なき世界のシンポジウム

「貴乃花は来年の参院選に
出る」とも発言した。
真偽は不明だが、そんな
ことはどうでもいい。現在
の事態の背景をきっちり取
材して、細かな情報を提供
してほしい。
私たちはマ
スコミに振り
回されるだけ
で、真実にた
どり着けない
からだ。頑な
な貴乃花にも重大な落ち度
があろうが、頑なな貴乃花
が出ていくことになる事態
を防げなかった協会にも責
任を感じてもらわなければ
なるまい。
日本相撲協会は高度な公
益性がある「公益財団法
人」であることを忘れては

べての一門が受け入れる用
意があった」などと、ワイ
ドショーは相変わらずだ。
一門制度を詳しく紹介しな
いまま、一門所属の是非を
論じたり、「引退届」か「退
職届」かなどを大きくとり
あげても意味はない。
有名なコメンテーターが

稲毛新聞論説委員

く尊敬に値する。ただ、貴乃 相撲界を知り尽くしてい
花の根底にある一途なまで る二人が健在だったら、今
の「実直さ」が、実は、孤 回のようなこともなかった
高を呼んだのかもしれない だろうし、日馬富士の暴行
と感じている。
事件も違った展開を見せて
一人で考え、一人で悩み、 いたはずだ。
一人で決断する、それが貴 相撲界を熟知しているは
乃花の「相撲道」に邁進する ずもない弁護士だけが相談
覚悟の現れなのかもしれな 相手だとしたら、貴乃花に

施する。
件があったが、そのころ
入院の継続ではなく、 から今回の事件の前兆が
通院による医療継続や退 見られたのだろう。
院が許可された場合であ 次の選挙には立候補し
っても、３年間は厚生労 なかったが、議員を終え
働大臣が指定する医療機 た後に、悲惨な結末を招
関への通院が義務付けら くことになった。
れ、保護観察所の監督下 市民の間からは、人を
に置かれることになる。 害する犯罪を繰り返して
議員時代から指摘され いることや今回の事件が
て いた 様 子 のおかし さ 重 大で あ る こと な どか
は、心神喪失のレベルが、 ら、刑務所に入れられな
殺人を犯したのに地検が いのなら、ずっと入院さ
不起訴を選択するほどに せるなど社会から隔離し
まで高まった。６年間の てほしいとの声が上がっ
議員在籍中にも実父を棒 ているが、法の定めに従
で殴っ て 行 方不 明 とな って、厳しく処遇される
り、のちに逮捕される事 ことを見守るしかない。

最近の貴乃花の言動に
対する賛否、好き嫌いのい
かんにかかわらず、貴乃花
が相撲界の大功労者である
ことには疑いの余地はな
い。だから、突然の退職は残
念だとしか言いようがな
い。現役時代の貴乃花ほ
ど、基本に忠実な力士はい
なかった。
見事な四股は、両足とも
きれいに高く上がっていた
し、上げたまま静止すると
いう見せ場もあった。
横綱土俵入りのせり上が
りのとき、最近の横綱は左
右に広げた手の指が開いて
いるが、貴乃花はしっかり
閉じていた。張り手やかち
あげは見たことがない
し、ましてや、立ち合いの
変化技はなかったはずだ。

状態で重大な他害行為を
行った者の医療及び観察
等に関する法律」の規程
によれば、重大な他害行
為を行った心神喪失者で
不起訴か無罪が確定した
者について、鑑定を行う
医療機関に入院させ、裁
判官と 精 神 保健 審 判員
（特別の資格を持った医
師）が、処遇を判断し、保
護観察所の社会復帰調整
官が生活環境の調整を実

小田求元千葉市議、不起訴
稲毛区の居酒屋で、自 「心神喪失で刑事責任は
身の誕生日に家族に切り 問えない」として、不起訴
つけ、姪の幼稚園児を殺 処分とした。地検は同時
害し、妹夫婦に重傷を負 に千葉地裁に対し心神喪
わせたりなどした小田求 失者等医療観察法に基づ
元千葉市議（ ）につい く鑑定入院の申し立てを
て、千葉地検はこのほど、 行い、地裁がこれを認め
たことから、小田元市議
は一定期間鑑定入院させ
られ、入院の継続か在宅
での通院かの判断が下さ
れることになった。
正式名「心神喪失等の

心神喪失で鑑定入院へ

ぱぶ・か・らん開店 周年記念パーティー

約
昭和 年、中央区富士
見町にオープンし今年
周年を迎えた「ぱぶ・か・
らん」（代表・髙梨洋子
さん）は、去る 月 日
（土）、京成ホテルミラ
マーレにて「ぱぶ・か・ら
ん開店 周年記念パーテ
人
ィー」を開催。約
が出席する盛大なパーテ

むらまつ ひ ろし

跳 満 2回達成 伊東様・石本様・竹形様・石井様

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹

本社

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

稲毛構内タクシー

JR幕張本郷駅より徒歩５分

■営業時間／AM9：00～PM18：00

0120-533-990
http://www.miyabi-sougi.com

土地・マンション・売買・仲介
幕張本郷ホール

タクシー、ハイヤーのご用命は…
JR新検見川駅より徒歩4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

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！

0120-148-237

フリーコール

千葉営業所／若葉区多部田町

電話0120-812-313

健康麻雀の王様

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年
他28名が満貫達成

霊園案内サービスセンター

- 812-313
満 貫 8回達成 関澤 様

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

800ポイント
730ポイント
580ポイント
85300点
様
様
様
様

セクション に
ャ、
よるジャズ演奏が披露さ
れ、フィナーレは洋子さ
んと同級生らがステージ
で肩を並べ「卒業写真」を
大合唱した。中締めには
東邦オート、秋葉邦男氏
が挨拶し 時間半に渡る
パーティーは盛会裏に閉
宴した。
新年号となる記念すべ
年に新たな門
き
出を迎える老舗ぱぶ・か・
らん。「街の社交場」と
して、これまで以上に千
葉を活気づけてくれるだ
ろうと多くの方から期待
されている。【真田】

『今年の夏』
今年の夏は
例年 に な い 酷
暑でした。我が自治会の夏
祭り、以前住んでいた自治
会の夏祭り、親子三代夏祭
りと祭りの手伝いと打ち上
げでお酒の連続でした。
仕事も忙しく、暑い最中
に体と内臓を酷使したせい
か帯状疱疹がお尻から股に
かけて出てしまいました。
場所が場所だけにいや～、
参りました。帯状疱疹は疲
れて免疫力が低下すると発
疹するそうです。ツルゲー
ネフの詩にもありましたが
「疲れたら休め。彼らもそう
遠くへは行くまい」。先を急
がずゆっくり休む大切さを
思い知らされた夏でした。
※連絡先・千葉市稲毛区小
～
中台町
（有）マイケン

・
・

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

32名の方々が楽しく遊びました。

9月の実績報告
第一位 石井
第二位 吉田
第三位 関
最高得点 吉田

いつでも求められる和泉家の4大霊園

10月16日（火）10時～

2

光弘氏

お住まいもお化粧しま
せんか？外壁が傷んでい
ると雨水が浸み込んで建
物の耐久性が落ちてしま
います。ほとんどの建物が
築後 ～ 年で、その後
年ごとに塗り直す必要が
あります。塗装の耐久性に
は塗料と技術の差がでま
す。塗った直後の見た目に
差がなくても月日が経つと
必ず差がわかります。耐久
性に優れた塗料は腕の良
い職人さんにしか塗れませ
ん。マイケンは腕の良い職
人さんが揃っています。カ
ビや汚れに強い塗料、遮熱
性に優れた塗料等色々な
特長を持った塗料があり
ます。
屋根外壁を美しくする予
定がある方、マイケンに相
談してみて下さい。

社長のひとり言

稲毛新聞読者感謝ディ 10月17日（水）10時～
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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！
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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11クール
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林田
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で乾杯。歓談がスタート
すると満員の会場はより
賑わいを見せた。
中盤の花束贈呈ではお
客さんや友人らがスタッ
フへお 祝いの花束を贈
り、洋子さんからは、若い
ころお世話になった恩人
とお母様へ感謝の花束が
贈られた。スペシャルゲ
ストとしてジャズピアニ
ストの大原保人氏 が登
場。さらに千葉滋胤氏が
大原氏のピアノ演 奏で
「思い出のサンフランシ
スコ」を熱唱し、か・らん
のパーティーならではの
コラボレーションで会場
を沸かせた。
アトラクションでは栗
林英明氏とダンスチーム
・スプラッシュによる横
浜伝統文化のハマチャチ
1

14

2
0
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さんが所属する団体のみ
なさんやお店のお客さん
たちの写真も映し出され
会場を和ませた。
主催者挨拶で髙梨洋子
さんは、これまで支えて
くれた方々へ感謝の思い
を伝え、来年 月に富士
見町のハートランドビル
階へ店舗を移転すると
発表した。
友人代表として登壇し
た千葉市長熊谷俊人氏は
「洋子さんは交差点のよ
うな人。たくさんの方が
このお店で出会っ てい
る。交流の場として千葉
を盛り上げていただき感
謝している」と挨拶。
続いて千葉商工会議所
の元会頭、千葉滋胤氏か
らの祝辞の後、千葉東法
人会大岩哲夫会長の発声

ィーとなった。
宴会場のロビーには届
けられた豪華な花々が所
狭しと並べられ、お祝い
ムードを高めていた。開
場時にはこの日のために
ニューヨークから来日し
たプロヴァ イオリニ ス
ト、茂木うららさんによ
る生演奏とウェルカムド
リンクが来場客をもてな
した。
最初に華やかなドレス
をまとった女性スタッフ
らが入場し、スポットラ
イトを浴びながら一人ず
つ挨拶。続いて「か・らん
情熱大陸」と題したスラ
イドショーを上映。洋子
2
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挨拶する髙梨洋子さん
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ぱぶ・か・らんの美女スタッフ
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