新連載・間違いだらけの痛み対策
ひざ関節痛の特徴 ⑯
中年過ぎたら、今から鍛
えてもっと丈夫にしようと
いう考えを持たないことで
す。鍛えようと思った瞬間
から、やり過ぎになり壊れ
る運命は始まっていると思
えば当たっています。
膝の関節軟骨も物理的摩
耗の原則に従います。それ
は使い過ぎて限界を超える
とどんな正常な関節でも炎
症が起きて水が溜まり、や
がて変形が始まる運命にあ
ります。したがってせいぜ
い機能を維持する位に考え
ると丁度よいのです。そう
すれば結果的には一番よい
状態が保てるのです。それ
でも加齢で機能がゆっくり
と下降するのは避けられな
い運命にあります。
最終目標は、生涯に渡っ
て無事全うすることにあり
ます。（無事これ名馬）結果
としてそういう態度のひと
の方が長持ちしているのが
現状です。
変形性膝関節症は若い時
運動や仕事で無理をしたひ

法令の定めにのっと
って、時間をかけて手続
きを進め、どうしても所
有者が応じないときに
はじめて行政が直接乗
り出す、これが通常のや
り方だ。

とや、現在無理をしている の昆虫が減ったので食材に 的衝撃の三つが主に合わさ
人に発症します。現に運動 キチン質が不足して、関節 って変形性膝関節症が発生
器系の痛みを長期間抱えて なども弱りやすいという説 します。
人類は歩行時に荷重が片
いる人の共通項は「努力家」 もあります。
従って特別な軟骨成分を 脚にかかる際、膝の部分で
と言う条件があります。
この人たちは人生を努力 含む食材や、場合によって 左右にゆすられるうえ、体
して成功した経験がありま は軟骨の材料になるサプリ 重とのバランスをとるため
すから、多少痛みを我慢し メント（Ｎ―アセチルグル 筋や靭帯などの力が加わっ
てでも筋肉トレーニングを コサミン、コンドロイチン て、膝関節には歩行時、体重
続けて、この痛みを乗り越 等）を治療と予防に用いる の ～ 倍、階段昇降時は
えようと言う意思が強いで 方法が、世界的に行なわれ 倍の応力がかかります。
すから、皮肉にも努力家ほ ていて一定の効果を出して 人類の生活様式も加わっ
ど治らないという傾向があ いるようです。中高年は足 て膝が一番負担のかかる関
ります。逆にいい加減な人 腰に問題がある人が多いの 節で障害も出やすい。また
は努力や我慢が嫌いですか で、グルコサミンやコンド 機能を軟部組織に依存する
ら、痛いことはしませんの ロイチン製品は良く売れて 関節の構造とも関係して、
でよく治ります。またさら いるようです。
膝の関節症は肥満と筋力低
に栄養も大事な要素です。 、膝関節は体重が影響 下との関連の最も深い関節
昔の食品には軟骨の材料 変形性膝関節症は加齢に といわれます。
であるキチン質や糖鎖など よる変化が主ですが、他に 特に女性の中高年の肥満
が入っていたのですが、最 遺伝、栄養、ホルモン、代 症の両側性の膝関節炎が特
近のものには少ないそうで 謝、体重、関節外傷の有無、 徴です。従って肥満による
す。その理由は昔の稲の葉 運動量、筋力、性別などで 膝関節症は生活習慣病と言
にはイナゴが沢山止まって す。要は膝の関節部分（大腿 うこともできます。例えば
ｇ
の過体重の人は、なに
いましたが、稲の葉はイナ 骨と脛骨のつなぎ目）でぐ ｋ
ゴの足からキチン質を吸収 らぐら揺られる力と、関節 をするにも常に子供を一人
して硬さを作っていたのだ 軟骨に重力がかかった状態 おんぶして、暮らしている
での摩擦力によるすり減る のと同じです。
そうです。
（以下次号に続く）
今は、農薬で甲穀類など と、関節軟骨に加わる機械

分たちの負担で工事を
行うと区に相談した人
も複数いるというが、行
政が「所有者の承諾が必
要」と言えば、地域の人
々も「そうだよな」と思
う。だったら、恐れをい

ちを守ろうとしている。
これだけ地域が苦労
しているのだから、こん
どは行政が答えなけれ
ばならないと思う。みん
なが期待している。
現場の簡単な補修は
した。しかし、長年生い
茂った樹木の根が張る
ことで擁壁に影響を与
え、太くなった幹の部分
がもたれかかった圧力
でブロックを壊した状
況を改善する本格的工
事は、市がやるしかな
い。所有者が無応答なの
は、改修工事の必要はわ
かっていても、それがで
きない何らかの事情が
あるからだ。だからもう
あとは、市長、何とかし
てくれ！

施されていなかった末梢
血幹細胞移植を受けた。
入院は初めの病院を含め
て十一か月にも及び、辛く
苦しい治療だったが私は
なんとか一命を取り留め
た。しかし、退院後しばら
くしてから再発の兆候が見
られ、今度は放射線治療を
一か月受けた。放射線の影
響でつばが出なくなり、口
に入れた食べ物を飲み込め
なくて、 キロあった体重
は キロになった。味覚と
嗅覚がおかしくなり、味も
においも分からない状態
が数年続いた。
厳しい治療でからだの
抵抗力が衰えてすぐに熱を
出し、再発する可能性も高
いので、私は三年間も会社
を休職した。
復職して間もなく、今度
は右の腎臓に癌が見つか
り、摘出手術を受けた。二
種類の癌の再発を心配しな
がら仕事を続けることが精
神的にも限界で、私は 歳
の時に会社を辞めた。
いつ再発して死ぬか分か
らない状況の中、私は歴史
研究の活動や教科書をよく
する活動に参加し、台湾と
の交流も始めた。
千葉市議会議員だった
宍倉清藏氏や成田市の小
泉一成市長など、教育問題
に熱心に取り組む議員た
ちと知り合い共に活動
し、それらの活動の中で佐
藤社長と知り合って論壇
の執筆を頼まれた。
幸い私は元気に生きて
いる。昔から言われている
通り健康が第一だ。
佐藤社長が元気になる
ことを祈っている。

上田 真弓

がんばれ佐藤社長
成田市

稲毛新聞の佐藤社長が
癌と闘っている。 月号に
本人が書かれていたが、一
昨年大腸癌の手術を受
け、昨年肝臓への転移が分
かったとのこと。私も癌と
闘ってきた経験があるだ
けに、佐藤社長も覚悟と希
望の両方を持って、この困
難を乗り越えてほしい。
私は１９９８年、一か月
後に迫ったアメリカ赴任に
向けて忙しい毎日を送って
いた 歳の時、突然ひどい
貧血に襲われた。
病院に行くと即入院と
なり、詳しく検査したとこ
ろ、血液の癌である悪性リ
ンパ腫の四期と診断さ
れ、貧血を治すと同時に抗
癌剤による治療が始まっ
た。主治医から助かる可能
性は パーセントと告げら
れ、アメリカ赴任は中止に
なった。
三週間ごとに抗癌剤を投
与され、それを六回繰り返
す予定だったが、三回目の
投与が終わったあと、主治
医に「治療の効果が見られ
ません」と言われた。
私は死を覚悟したが、紹
介状を書いてもらい、最先
端の医療が可能な大学病
院に転院した。
そこで更に詳しく検査
したところ、私の悪性リン
パ腫は最近の研究で分か
ってきた生存率の極めて
低い難しいタイプである
ことが判明した。抗癌剤の
種類を変え、まだ日本では
承認されていないアメリカ
の抗癌剤も研究目的で使
ってもらい、最後は無菌室
に一か月入って、当時日本
ではまだ百例ほどしか実
■営業時間／AM9：00～PM18：00

博

大事なことは、目の前
の危険を迅速に取り除
くことだ。
緊急避難的に市の負
担で保全工事を行うこ
とだ。そのための行政で

市長、何とかしてくれ！
とわぬ誰かが相談もせ
ず勝手にやるしかある
まい。
地元の人々は壁に注
意喚起の張り紙をする
などの精いっぱいの努
力をし、学校も地域も、
一体となって子どもた

今 村 敏 昭

しかし、優先すべきは
安全確保であり、行政内
部のマニュアル順守で
はない。必要な最小限の
対策を直ちにとるべき
であったと残念でなら
ない。
地元住民の中には、自

稲毛新聞論説委員
あって、費用を支出して
も異を唱える人がいる
とは思えない。
行政のほぼ全分野が
何らかのマニュアル化
されており、この件も一
定の取り扱い基準があ
るだろう。

笠間のつつじまつり
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都賀治療院 院長 藤 城
日 セット位が目安で
す。膝関節をしっかり固定
する役割の大腿四頭筋を中
心に大腿骨を取り囲む前後
左右の筋群が弱くなると、
固定力が低下し、膝がぐら
例えば膝は大腿骨と脛骨 ついて関節炎が発生しやす
と膝蓋骨の間で関節を作っ いので、これらの筋群を補
ていますが、大腿骨と脛骨 強してやります。
の長管骨がぐらぐら揺られ 膝を取り囲む筋群のトレ
たり、関節面が過剰にこす ーニングは、周辺の循環を
られたりして関節炎を発症 よくして関節内部の栄養障
する訳ですから、揺らさず、 害も回復させ、脱落や消滅
こすらなければ治って行き しかけている関節軟骨細胞
ます。従って、体重を掛けた を増殖させる作用がありま
スクワットや階段の昇降な すので、膝の痛みがはっき
どのようなリハビリは極め りと楽になって来たら、痛
て再発しやすいので決して まない範囲で少しずつ開始
します。同時に生活の中で
やらないことです。
初期の筋トレは膝を真っ 膝に負担のかかる動作（痛
直ぐ伸ばしたまま、大腿四 みを誘発する動作）は避け
頭筋を収縮させます。 秒 るように工夫することは、
間収縮させて ～ 秒休む その後長期間にわたり良い
というのを 回繰り返し、 状態を保つには重要です。

柏台小学校区内の空 は思う。ただ、所有者か
き家のブロック塀が倒 ら了解を取らないと着
壊しそうなのに、所有者 工 で き な い と い う の
と連絡が取れないから は、直ちに対策が打てな
と、千葉市が対策をとれ いことの口実に過ぎな
ないでいる。
いとも思っている。
行政内部で様々な手
所有者に連絡が取れ
段の検討はなされてお
り、窓口となる稲毛区役
所地域振興課だけでは
なく、本庁や柏台小学
校、地元自治会、消防団、
市議会議員などの多く
の人々が連携し、様々な
提案、働きかけを行うな ても、「危険だから改修
ど、関係者のご苦労に頭 工事をしなさい」と粘り
が下がる。
強く指導するだけで、
改修工事、保全工事に 「承諾してくれるなら、
は費用がかかるから、市 市 で 工 事 を 行 い ま す
が税金を使って直接工 よ」とは決して言わない
事に乗り出すのは最後 はずだからだ。役所には
でなければならないと 役所の事情もあろう。

生活保護不正受給女性の自宅を調査
月 日（土）～ 月 日（月）まで開催
読者 組（ペア）を抽選で招待

粟村様・鳥飼様・石井様・渡辺様

支援男性からも事情聴取

満

住まいの救急社

倍

り、被害届が出されれば、
別の捜査が始まる可能性 「笠間つつじまつり」は、 訪れる観光客の目を楽しま
も出てきた。自分たちの 昭和 年に市民によるつつ せてくれます。
不正を隠ぺいするために じ一株運動より始まり、昭 会期中は「ツリークライ
画策してきたもので、許 和 年に開園してから今年 ミング」「お囃子の演奏」
などのイベントもありま
しがたい。この女性の反 で 回目を迎えます。
メートル、約 す。入園料は大人一人５０
標高
社会的集団の現役構成員
ヘクタールの園内には様 ０円ですが、稲毛新聞読者
との 関 係も浮 上 し て お
々な種類のつつじが約 千 に入園招待券を 組様に抽
り、次々と明るみになる
百株が山一面に植えられ 選で進呈します。
事実の前に、裁判所や警
ております。見頃となるゴ ご希望の方はハガキに住
察、検察の判断が待たれ
ールデンウイークには、小
所・氏名・年齢・連絡先（携
る。
高い山がまっ赤に染まり、 帯可）を記入の上、〒
生活保護制度の悪用で
千葉市稲毛区小
市をだ ま した 責 任 は 重
稲毛新聞
仲台
い。事情を知りながら女
「つつじ係」宛て今月末まで
性を支援した男性も強い
にお申込みください。
非難に値する。事実を明
※交通・北関東自動車道
より約
友部
らかにするため、困難な
◎お問い合わせ・一般社
調査に努めている破産管
団法人笠間観光協会
財人の活躍に期待したい
・ ・
電話
と思う。

成毛様・近藤様・猿田様

などしてこの女性を支援
していた大手会計事務所
勤務の男性も、破産管財
人から複数回にわたり事
情聴取を受けた。破産前
の女性の生活状況や、破
産申し立てに至る事情、
不正受給の内容や男性の
関与の程度まで、幅広く
聴かれた模様だ。調査の
結果は次回期日の３月１
３日に明らかになる予定
である。
この不正受給の女性と
支援男性は、対立する別
の女性とその弁護士をけ
ん制するため、その弁護
士の事務所建物に中傷ビ
ラを撒く嫌がらせを行っ
た。防犯カメラに証拠映
像がはっきりと映ってお

2回達成

クラブ勤めの収入を隠
し、市の調査に偽造書類
を提出するなどして市を
だまし、市への返還金や
住居を破損した賠償金の
支払いを免れるため自己
破産の申し立てに及んだ
女性が破産管財人による
自宅の調査を受けたこと
がわかった。
破産管財人が財産の調
査権限に基づきこの女性
の自宅を調べた結果、貴
金属や和服等が多数発見
されたことから、これら
を没収した。換金され、配
当に充てられる見込みだ
が、財産隠匿の事実は破
産審理に大きな影響を与
えるものとみられる。ま
た、高級乗用車を与える

満

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

むらまつ ひ ろし

跳

相続の心配、老後の不安を解消！

わせてみることをお勧め ール、同講習室にて 時
から無料相談会開催
する。
「空き家・財産管理・介 「認知症・お墓・ホーム・
護費用・死後事務などの 老後資金・空き家などの
終活スクール＆無料相談 終活スクール＆無料相談
らし・成年後見・遺言・死 会」の開催日時と場所。 会」を開催します。
後の事務・お墓のことな 第１回・２月 日（金） ２月 日（日）
ど、私たちが抱える課題 高洲コミュニティーセ 千葉市生涯学習センタ
ンター講習室１
ー研修室２
は様々だ。
この相談会はどこで相 第２回・２月 日（木） 午前 時から終活スク
談すればよいのかわから 真砂コミュニティーセ ール、 時 分から無料
相談会があります。電話
ずに困っている方には朗 ンター講習室 １
時 分から就活スク ０９０・８７２０・１５１３
報だ。まとわずに問い合

中川様・吉田様
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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12名が跳満達成
8回達成

専門家による終活スクール開催
これからの老後をどう
生きるか、死後をどうし
てほしいか、自分の意志
をどう伝えるか、空き家
をどうするか、認知症に
なったときの準備、家族
信託ってなに など、財
産管理・介護費用・一人暮

ワクワク感いっぱいの
リフォームを！
古くなったフローリング
や壁紙を貼り換えて春を迎
えませんか？家の中が明る
くなって気持ちがリフレッ
シュされます。
新年度を迎える準備で
間取りの変更、部屋の模様
替えを考えている方、マイ
ケンに相談してみて下さ
い。棚を吊ったり、利用し
てなかった空間を活かした
り色々な方法で不便、不安
を解消してくれます。
出張相談、見積もりは無
料です。

0120-148-237

フリーコール

貫

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26名が満貫達成

霊園案内サービスセンター

- 812-313
満

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

4

社長のひとり言

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

1月の実績報告 36名の方々が楽しく遊びました。
第一位 渡 辺 様
9000ポイント
第二位 近 藤 様
780ポイント
第三位 谷
様
670ポイント
最高得点 飯島 様
64300点

いつでも求められる和泉家の4 大霊園

2月12日（火）10時～

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹

279-1234㈹
http://www.miyabi-sougi.com

1

論壇
38

ル、携帯、スマホと移り変わ
り、便利な時
代になりま
したが、これ
から は 機 械
が知識を吸収し学習し判断
するというもっと便利な時
代が来るそうです。そうな
ると人間は脳で考えたり判
断することが要らなくなり
ます。
昔、手塚治虫のＳＦ漫画
で人間がコンピューターの
奴隷になる物語がありまし
たが、お屠蘇のせいか自分
の心配より機械に使われて
しまう人類の将来を心配し
てしまいました。
取り越し苦労に乾杯！
※連絡先・千葉市稲毛区小
～
中台町
（有）マイケン

・
・

稲毛新聞読者感謝ディ 2月20日（水）10時～

優
優良
良霊
霊園
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13クール

53

2

8

博先生

藤城

10

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

有効期限3月20日まで

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
シャッフル&コラージュ5%OFF
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JR新検見川駅より徒歩4分
フォトブック割引券100円（一冊）
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72
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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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つつじ山公園の美しい眺め
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張
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20

『ＡＩの時代』
元旦の新聞の特集で将
来のコンピューターＡＩの
記事を読みました。ポケベ
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42
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3

終活ビジネスが盛んな
中、一般の方にも気軽に
参加いただける専門家主
催の終活スクールが開か
れている。
行政書士による無料相
談会であり、どんな相談
にも応じてもらえる。
?
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