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毎月1回健康教室を開催しています。詳しくは下記までお問合せ下さい。

参加費無料  申込不要 ＊お気軽にご参加ください

健康教室だより
  ～28年度第4回(28.7.15実施)より～

「ねたきりにならないために」
講師： リハビリテーション科　中馬　孝容 部長

日常で体を動かすことが大事

いすに座ってできる運動

寝たきりにならないために

健康創生センターを開設します！

　新館1階に開設する「健康創生センター」において、
健康情報の提供と、3つのドック（血管ドック、脳ド
ック、乳腺ドック）をスタートします。
　また、健康創生センターの開設を記念して県民公開
講座を開催しますので、ぜひ、ご参加ください。

【廃用症候群の悪循環】

平成28年11月新病棟オープン

県民公開講座　 健康創生センター開設記念セミナー
がんのリスクを減らすために　今できること
■日時　平成28年11月12日（土）　14：30～16：30
■プログラム
　◦かかりつけ医が支援するがん予防
　　　　　　　　　ふくだ医院 院長 (守山野洲医師会長)　福田 正悟先生
　◦感染症には打つべき手がある　
　　　　　　　　　成人病センター 疾病・介護予防推進室長　水田和彦/消化器内科 部長　藤本昌澄
　◦滋賀県の平均寿命、健康長寿の推移と将来予測 およびがん、生活習慣との関連性
　　　　　　　　　滋賀県衛生科学センター 副所長　井下英二 　　　　　　　　　　　　　　ほか
■場所　成人病センター 研究所講堂
■定員　150名
■お問い合わせ　滋賀県成人病センター　総務課　電話：077-582-5031(代)

　長い間安静にし続けると、足腰が弱り、この結果心身へ有害な影響が生じることを「廃用症候群」と言います。
　筋肉を動かさないと1日2％ずつ筋力が低下し、1カ月で半減するといわれています。
　加齢によって大腰筋（股関節屈曲させる筋肉）の面積は減少し、　20代と比べて70代前半で 40％、70代後半で50％減少
します。 
  ふだんから、しっかりと動くように心がけましょう。
　また、じっとしたままだと関節も硬くなります。  
予防するには、 1日5回、ゆっくりと大きく関節をす
みずみまで動かしましょう。

1 筋　肉 筋萎縮、筋短縮、筋力低下
2 関　節 腱・じん帯・関節包の硬化・変形・拘縮
3 骨 骨萎縮、異所性骨化、骨粗鬆症
4 末梢神経 圧迫性障害（尺骨神経麻痺など）
5 皮　膚 萎縮、褥そう

6 心臓・血管 心収縮力低下、一回心拍出量低下、心負荷予備力低下、
深部静脈血栓症、循環血漿量低下、浮腫、起立性低血圧

7 呼吸器 誤嚥性肺炎、肺活量低下など

8 内分泌・代謝 ホルモン分泌低下、インスリン抵抗性の出現、基礎代謝
低下

9 消化器 食欲低下、逆流性食道炎、吸収不全、便秘
10 腎・尿路 尿路感染、尿路結石、失禁
11 精神機能 不安、不眠、うつ状態、意欲低下、認知症、QOL 低下

運動するときは息を止めないように注意しましょう。
「１、２、３、４、…」のように 数え
ながら行うと、呼吸も止まらず
運動ができます。

①膝を伸ばす
・膝を伸ばして5～10秒静止
②足踏み
・ ゆっくりでいいので、しっか

り足を上まで上げる
 ・ 余裕があれば腕ふりをつける

と、体の旋回が加わりさらに
効果的（腕をつけるのがむずかしい場合は足踏みだけで
も十分です）

「サルコペニア」
　加齢に伴い生じる筋肉量と筋力の低下

「フレイル」
　  加齢に伴い筋力や心身の活力が低下した状態。以下
のうち３つ以上該当する場合はフレイルの疑いがある。
　①体重減少、②筋力低下、③疲労感、
　④歩行速度の低下、⑤身体活動の低下など

・運動
・栄養
・楽しみを見つける　（趣味など）
・外出する機会をもつ
・自分でできることは自分で行う
・社会の中で役割をもつ  （仕事でも家事でもよい）

参加費無
料

申込不要

駐車場無
料

サルコペニアとフレイル

足腰の筋力が弱ると、持久力も低下し、
全身の機能低下につながる
→足腰の筋力を弱めないことが重要
運動の習慣をつけ、無理をせず楽しく
続けられるような工夫をしましょう！

【廃用症候群】

1

2

いすがあればだれでもできる簡単な運動ですが、継続
して行うことで、とても効果の出る運動なので、毎日
の生活に取り入れてみましょう！



< 股関節 >

身体の中で最も大きな関
節。身体を支え、立つ・
歩くなどの日常生活動作
を行う上で重要な関節。
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< 膝関節 >

膝には４つの靭帯がある。
膝が悪いと、大腿四頭筋
がやせていく。

大腿四頭筋
後十字靭帯

前十字靭帯

外側側副靭帯

外側半月板

軟骨

軟骨

内側側副
靭帯

内側半月板

健康教室だより
～28年度第3回(28.6.17 実施)より～

「うつ病とその予防」
講師： 精神科　大下　顕　科長

「うつ病かな？」と思ったら、早めの相談
（保健所、心療内科、精神科）

健康教室だより
～28年度第2回(28.5.20 実施)より～

減量と運動が大事

日頃からバランスや筋力を鍛える運動に取り組みましょう。

　関節軟骨がすり減って痛みがでてくる病気を変形性関節症と呼び、股関節に起
これば「変形性股関節症」、膝関節に起これば「変形性膝関節症」です。

「ロコモティブシンドローム」とは、体を動かすための器官（骨、筋肉、靭帯、腱、
神経）の障害によって介護が必要な状態になったり、そのリスクが高まった状態
をいいます。

うつ病の治療 ストレスをコントロールする

見逃さないで！うつ病のサイン

早期発見・
早期治療が重要！

変形性股関節症 変形性膝関節症

原因 生まれつき作りが不十分で
あること多い

スポーツや肉体労働による膝関節の酷使、肥満、
加齢、Ｏ脚、Ｘ脚など

対 策・
日常の
注意点
など

・体重を増やさない 
・冷やさない
　 （湯船で関節を温める

と動きがよくなる）
・無理をしない
　 （痛い時は安静にして

鎮痛剤を服用）

・杖の使用
・ 補高装具
　（足が短くなっている場合）

・足底板でO脚の矯正
・ヒアルロン酸関節注射（関節の循環促進）

運動
療法

・関節可動域訓練と
　ストレッチ
・筋力増強訓練、
　足挙げ訓練
・プール歩行、水泳、
　サイクリング

なぜ、運動が大事なのか？
　関節が動きにくいと → 筋力が落ち、
　筋力が落ちると → 関節が不安定になる
　筋肉をつけることで、関節を強くする
 　 特に水泳やサイクリングは関節に

力を加えず 筋力が鍛えられて有用。

ロコチェックを
してみましょう！

　７項目のうち、ひとつでもあてはまるときはロコモ
の可能性ありと判断されます。

（厚生労働省 平成22年国民生活基礎調査の概況 要介護者の状況より）

ここ15年間で、うつ病の患者数は3.5倍に増加

◆うつ病チェックシート◆
　以下のうち５つ以上の症状（必ず①か②を含む）がここ２週間ある
場合、「うつ病」の可能性があります。
□ ①  ほとんど１日中、ほとんど毎日、抑うつ気分(悲しみや 空虚感、

絶望感)に陥っている
□ ②  ほとんど一日中、ほとんど毎日、興味や喜びを 感じない
□ ③ 体重が著しく減少、または食欲がない
□ ④  ほとんど毎日の不眠
□ ⑤  動作が遅れる。口数が少なくなり、声が小さくなる。焦燥感が

強くなったり、落ち着きがない
□ ⑥ ほとんど毎日の疲労感、または無気力
□ ⑦  ほとんど毎日、「自分には価値がない」などと根拠なく自分を責

める
□ ⑧ 思考力や集中力、決断力の低下
□ ⑨ 「自分は死んでもよい」「いっそ死んでしまいたい」 と考える。

ストレス社会で病気になる人が多く
なったこと、また、うつ病に対する
認知度が高まったことで、受診する
人が増加したとも考えられる。

◆からだのサイン
・疲れやすい
・眠れない、または眠りすぎる
・食欲の低下、または増加
・吐き気　　　　・頭痛
・肩こり　　　　 ・めまい
・ひどい便秘　など

◆心のサイン
・悲しい、憂うつな気分、沈んだ気持ち
　が１日中、ほぼ毎日続いている
・何事にも興味がわかない
・何をやっても楽しいと感じない
・気力、意欲、集中力の
　低下を自覚する
・人に会いたくない　　など

◆周囲の人が気づくサイン
・以前と比べて元気がない、表情が暗い
・体調不良の訴えが多い
・仕事や家事の脳率低下、ミスが増える
・周囲との交流を避ける
・外出しなくなる
・遅刻・早退・欠勤が増える
・飲酒量が増える　など

うつ病は単なる気分の問題ではない、
医学的なケアが必要な、誰もがかかる可能性がある身近な病気

★精神科の受診がためらわれる場合、保健所で相談することができます★

まずはしっかり休養！
・怠けているという気持ちは切り替える
・周囲の理解が大事
◆薬物療法…抗うつ薬
・脳内の機能的な不調を改善　　
・ 即効性はなく、効果測定は2～3週間か

かる
・ 副作用はあまりなく、あっても数日で

おさまる。
◆精神療法（カウンセリング）
　例：認知行動療法　
　 ものの考え方や行動を変えることで、 

ストレスを受けにくい考え方に修正し
ていく方法　など

●生活リズムを整える
　早寝早起き、軽い運動、１日３食規則正しい食事
●腹式呼吸
　鼻からゆっくり大きく息を吸い(｢1、2、3｣)、少し止めて(｢4｣）、
　口からゆっくりと息を吐く(｢5、6、7、8、9、10｣）

●斬
ぜんしんてききんちかんほう

新的筋弛緩法
　 ストレスで緊張状態になっている筋肉を、  意識的

に力を入れて(5～10秒)､ そのあと  一気に緩める
（20～30秒）ことを繰り返すことでリラックスし
ていく方法。

　・両手をぎゅーっと握り、ゆっくり広げる。
　・両肩を上げてギュっと緊張させた後、ストッと力を抜く。
　・つま先を上にあげて､ すねの筋肉を緊張させ、力を抜く。

うつ病の総患者数　（単位：千人）

（厚生労働省「平成23年患者調査」より）

➡

中年以降に軟骨のすり減りが起こり症状が出てくる場合が多くなります。
痛みがでる⇒動きが悪くなる⇒活動性が低下する⇒周りの関節（腰、膝、
股関節）に痛みがでてくる。

「 関節を若々しく保つ！」
講師： 整形外科　川那辺　圭一 科長

関節疾患や骨折・転倒等、関節に起因する割合は
20％にもなります。

➡

□ ①  片足立ちで靴下がはけない
□ ②  家の中で、つまづいたり、すべったりする
□ ③ �横断歩道を青信号で渡り切れない
□ ④  階段を上がるのに手すりが必要である
□ ⑤  15分くらい続けて歩けない
□ ⑥  2kg以上(1ℓの牛乳パック2本程度)の荷物

を持ち帰れない
□ ⑦  やや重い家事が、むずかしい
　　��（掃除機の使用、布団の上げ下ろし
　　　�など）

➡

➡

なぜ、減量が大事なのか？
　膝関節には
　　・歩行時
　　　　…体重の5倍
　　・階段を下りる時
　　　　… 体重の8倍　  負荷がかかっています。
　 3kg減量すると歩く時、膝の負担が15kg軽減さ

れます。
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・周囲の理解が大事
◆薬物療法…抗うつ薬
・脳内の機能的な不調を改善　　
・ 即効性はなく、効果測定は2～3週間か

かる
・ 副作用はあまりなく、あっても数日で

おさまる。
◆精神療法（カウンセリング）
　例：認知行動療法　
　 ものの考え方や行動を変えることで、 

ストレスを受けにくい考え方に修正し
ていく方法　など

●生活リズムを整える
　早寝早起き、軽い運動、１日３食規則正しい食事
●腹式呼吸
　鼻からゆっくり大きく息を吸い(｢1、2、3｣)、少し止めて(｢4｣）、
　口からゆっくりと息を吐く(｢5、6、7、8、9、10｣）

●斬
ぜんしんてききんちかんほう

新的筋弛緩法
　 ストレスで緊張状態になっている筋肉を、  意識的

に力を入れて(5～10秒)､ そのあと  一気に緩める
（20～30秒）ことを繰り返すことでリラックスし
ていく方法。

　・両手をぎゅーっと握り、ゆっくり広げる。
　・両肩を上げてギュっと緊張させた後、ストッと力を抜く。
　・つま先を上にあげて､ すねの筋肉を緊張させ、力を抜く。

うつ病の総患者数　（単位：千人）

（厚生労働省「平成23年患者調査」より）

➡

中年以降に軟骨のすり減りが起こり症状が出てくる場合が多くなります。
痛みがでる⇒動きが悪くなる⇒活動性が低下する⇒周りの関節（腰、膝、
股関節）に痛みがでてくる。

「 関節を若々しく保つ！」
講師： 整形外科　川那辺　圭一 科長

関節疾患や骨折・転倒等、関節に起因する割合は
20％にもなります。

➡

□ ①  片足立ちで靴下がはけない
□ ②  家の中で、つまづいたり、すべったりする
□ ③ �横断歩道を青信号で渡り切れない
□ ④  階段を上がるのに手すりが必要である
□ ⑤  15分くらい続けて歩けない
□ ⑥  2kg以上(1ℓの牛乳パック2本程度)の荷物

を持ち帰れない
□ ⑦  やや重い家事が、むずかしい
　　��（掃除機の使用、布団の上げ下ろし
　　　�など）

➡

➡

なぜ、減量が大事なのか？
　膝関節には
　　・歩行時
　　　　…体重の5倍
　　・階段を下りる時
　　　　… 体重の8倍　  負荷がかかっています。
　 3kg減量すると歩く時、膝の負担が15kg軽減さ

れます。



お知らせ

疾病予防ナビ
滋賀県立成人病センター

「疾病予防・健康づくり」広報誌

滋賀県立成人病センター 疾病・介護予防推進室
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検診受付

毎月1回健康教室を開催しています。詳しくは下記までお問合せ下さい。

参加費無料  申込不要 ＊お気軽にご参加ください

健康教室だより
  ～28年度第4回(28.7.15実施)より～

「ねたきりにならないために」
講師： リハビリテーション科　中馬　孝容 部長

日常で体を動かすことが大事

いすに座ってできる運動

寝たきりにならないために

健康創生センターを開設します！

　新館1階に開設する「健康創生センター」において、
健康情報の提供と、3つのドック（血管ドック、脳ド
ック、乳腺ドック）をスタートします。
　また、健康創生センターの開設を記念して県民公開
講座を開催しますので、ぜひ、ご参加ください。

【廃用症候群の悪循環】

平成28年11月新病棟オープン

県民公開講座　 健康創生センター開設記念セミナー
がんのリスクを減らすために　今できること
■日時　平成28年11月12日（土）　14：30～16：30
■プログラム
　◦かかりつけ医が支援するがん予防
　　　　　　　　　ふくだ医院 院長 (守山野洲医師会長)　福田 正悟先生
　◦感染症には打つべき手がある　
　　　　　　　　　成人病センター 疾病・介護予防推進室長　水田和彦/消化器内科 部長　藤本昌澄
　◦滋賀県の平均寿命、健康長寿の推移と将来予測 およびがん、生活習慣との関連性
　　　　　　　　　滋賀県衛生科学センター 副所長　井下英二 　　　　　　　　　　　　　　ほか
■場所　成人病センター 研究所講堂
■定員　150名
■お問い合わせ　滋賀県成人病センター　総務課　電話：077-582-5031(代)

　長い間安静にし続けると、足腰が弱り、この結果心身へ有害な影響が生じることを「廃用症候群」と言います。
　筋肉を動かさないと1日2％ずつ筋力が低下し、1カ月で半減するといわれています。
　加齢によって大腰筋（股関節屈曲させる筋肉）の面積は減少し、　20代と比べて70代前半で 40％、70代後半で50％減少
します。 
  ふだんから、しっかりと動くように心がけましょう。
　また、じっとしたままだと関節も硬くなります。  
予防するには、 1日5回、ゆっくりと大きく関節をす
みずみまで動かしましょう。

1 筋　肉 筋萎縮、筋短縮、筋力低下
2 関　節 腱・じん帯・関節包の硬化・変形・拘縮
3 骨 骨萎縮、異所性骨化、骨粗鬆症
4 末梢神経 圧迫性障害（尺骨神経麻痺など）
5 皮　膚 萎縮、褥そう

6 心臓・血管 心収縮力低下、一回心拍出量低下、心負荷予備力低下、
深部静脈血栓症、循環血漿量低下、浮腫、起立性低血圧

7 呼吸器 誤嚥性肺炎、肺活量低下など

8 内分泌・代謝 ホルモン分泌低下、インスリン抵抗性の出現、基礎代謝
低下

9 消化器 食欲低下、逆流性食道炎、吸収不全、便秘
10 腎・尿路 尿路感染、尿路結石、失禁
11 精神機能 不安、不眠、うつ状態、意欲低下、認知症、QOL 低下

運動するときは息を止めないように注意しましょう。
「１、２、３、４、…」のように 数え
ながら行うと、呼吸も止まらず
運動ができます。

①膝を伸ばす
・膝を伸ばして5～10秒静止
②足踏み
・ ゆっくりでいいので、しっか

り足を上まで上げる
 ・ 余裕があれば腕ふりをつける

と、体の旋回が加わりさらに
効果的（腕をつけるのがむずかしい場合は足踏みだけで
も十分です）

「サルコペニア」
　加齢に伴い生じる筋肉量と筋力の低下

「フレイル」
　  加齢に伴い筋力や心身の活力が低下した状態。以下
のうち３つ以上該当する場合はフレイルの疑いがある。
　①体重減少、②筋力低下、③疲労感、
　④歩行速度の低下、⑤身体活動の低下など

・運動
・栄養
・楽しみを見つける　（趣味など）
・外出する機会をもつ
・自分でできることは自分で行う
・社会の中で役割をもつ  （仕事でも家事でもよい）

参加費無
料

申込不要

駐車場無
料

サルコペニアとフレイル

足腰の筋力が弱ると、持久力も低下し、
全身の機能低下につながる
→足腰の筋力を弱めないことが重要
運動の習慣をつけ、無理をせず楽しく
続けられるような工夫をしましょう！

【廃用症候群】

1

2

いすがあればだれでもできる簡単な運動ですが、継続
して行うことで、とても効果の出る運動なので、毎日
の生活に取り入れてみましょう！


