
2019
VOL.35

◎ロコモティブシンドロームについて　3P・4P　◎はじめよう転倒予防    5P　
◎TMAT（徳洲会災害医療救援チーム）の研修に参加して　6P

PET/CT 装置新機種導入のお知らせ

じっとスモモさんが見つめるその先に
我が家の熱帯魚達が。
何を思いながらスモモさんは見つめているか、
それは人間にはわかりません・・・
ただここ最近、アベニーパファーの数が
減りつつありますが、なぜか死体があがらない。
いやっ、消えている(｀Д´)!?
なんてミステリアスな濵田家(‾ε‾；)
犯人は..・・・・！？

フグにやられて
背びれがないコリドラス

世界最小のフグといわれる
アベニーパファー

※アベニーパファーは気が荒い魚で、ほかの魚と
飼うことは難しい。と、言われている。
いや、まったくその通り。

こんにちわ
MEの濵田です！
家で飼っている
熱帯魚にスモモさん
興味深々です。

1P・2P
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近江草津徳洲会病院
PET/CT 装置新機種導入のお知らせ

　近江草津徳洲会病院では、平成 17 年 8
月より PET 画像診断センターをオープン
し、悪性腫瘍の治療戦略・治療効果判定
の目的のため 25000 例を超える検査を施
行しました。今後も地域医療に貢献して
まいりたく、新型 PET/CT 装置導入の運
びとなりましたので、お知らせします。

GE 社製 Discovery IQv

新機種の 4つの特徴

１．新世代 PET 画像再構成法で画質と定量精度を向上
新型　PET/CT 装置では　最新鋭のコンピューターを搭載し、新たな画像再構成法を用いて
画質と定量精度双方の向上を実現しています。

２．新設計 PET 検出器搭載
検出器に高感度 BGOクリスタルを用い、
微小病変描出と短時間撮影が可能となりました。

３．撮影可能範囲の拡大
新型 CTの搭載により、撮像可能範囲がさらに広がり、
患者さんに優しい検査が可能となります。

４．低被ばく高画質を実現
ASiR は、投影データから統計的ノイズモデルと被写体モデルを使用した、逐次近似画像再構成法で、
CT値を変化させずに画像ノイズを低減、密度分解能を 25%改善します。画質向上性、低被ばく性、
操作性のバランスが評価され広く用い
られています。プロジェクション3次
元データから画質を劣化させることなく
最大 40% の低被ばくを実現する画像
再構成術です。

近江草津徳洲会病院　副院長　　永田　保

みなさまへ
上記以外にも数多くの改良が施された新型 PET/CT 装置で、従来機以上に臨床での役割を果たすこ
とが期待されます。PET 検査は　悪性腫瘍病期診断・再発診断はもとより、心臓サルコイドーシ
スなどの病変評価も保険適応となり、ますます利用されています。また、がん検診の分野でも　
すべての悪性腫瘍に有用というわけではありませんが、『PET がん検診で、異常なしとのコメント
をいただき、非常に安心した』との　、受検者様からの声も数多くございます。今後も皆様のお
役に立てる様、職員一同努力いたしますので、よろしくお願いいたします。
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ロコモティブシンドロームについて

整形外科  医長　齋藤　英貴
日本整形外科学会認定整形外科専門医
ロコモアドバイスドクター

　今回は比較的新しい概念である「ロコモティ
ブシンドローム」についてお話しさせていただ
きます。ロコモティブシンドロームという言葉
は、日本人の健康寿命を伸ばす取り組みを促す
ために、日本整形外科学会が 2007 年に提唱し
たものです。
　日本は世界にさきがけて高齢社会を迎え平均
寿命は約 80 歳になっています。これに伴い運動
器の障害も増加しています。運動器とは、骨・
関節、筋肉や神経などで構成されており、自分
の身体を自由に動かすために必要な機能です。
日常生活の中のあらゆる動作は運動器の働きに
よって行われますが、加齢とともに体のあちこ
ちに不調が現れ運動器機能の衰えも進みます。
　運動器の障害のために移動機能の低下を来した
状態のことを「ロコモティブシンドローム（運動
器症候群）」といい、進行すると介護が必要にな
るリスクが高くなります。骨、関節、軟骨、椎間板、
筋肉といった運動器のいずれか、あるいは複数に
障害が起こり、「立つ」「歩く」といった機能が低
下している状態をいいます。要介護・要支援の原
因の第１位は運動器の障害と言われており、運動
器を元気な状態に保つことが、健康寿命を延ばす
ことにつながっています。いつまでも自分の足で
歩き続けていくためにも、運動器を長持ちさせる
ことが、必要とされています。

　ロコモティブシンドロームの原因は、運動器
の疾患と加齢による運動器機能の低下です。ま
た、自覚のない病気が原因となっている可能性
も考えられます。
●筋力の低下：加齢による筋力の低下と筋肉の
萎縮は、特に下半身に現れやすく、高齢者の転
倒事故を招く大きな原因となっています。高齢
者でなくても、運動不足によって筋力が低下す
るケースもあります。
●バランス感覚の低下：バランス感覚を保つに
は、「視覚」「三半規管」「筋力」という 3 要素の
連携が重要です。視覚が衰えると明るさや暗さ
を感じにくく、色や物の形がぼやけて距離感を
つかみづらくなります。平衡感覚は三半規管に
よって保たれていますが、この働きが衰えると、
めまいやふらつきが起こるようになります。平
衡感覚の低下を招くのは、加齢と運動不足、そ
して脳の障害です。高齢者には老眼や白内障な
どで視覚の低下が起こり、三半規管も衰えてき
ます。高齢者でなくても運動不足の人は、3 要
素の一つである筋力が低下しているため、視覚
などに問題がなくても体を支えてバランスを取
るのが難しくなります。
●骨・関節・筋肉にかかわる病気：骨や関節、
筋肉の病気も、ロコモティブシンドロームの原
因になります。

・骨粗鬆症：年齢とともに骨密度が低下し、骨
がもろくなる病気です。
・変形性膝関節症
膝の関節のクッションになっている軟骨がすり
減り、関節炎や変形を生じる病気です。
・脊柱管狭窄症
首から腰まで、いわゆる背骨を作っている椎骨
の中の空洞を脊柱管といい、この中を通る神経
が圧迫されることによって、足の痛みやしびれ
を起こします。
　ロコモティブシンドロームの原因が脳の障害
や病気である場合、いくら運動不足を解消して
も状態は改善されません。自分で気付いていな
い病気の症状が現れている可能性もあるため、
ロコモティブシンドロームの兆候が見られたら
すみやかに医師の診察を受け、早い段階で原因
をはっきりさせたほうが良いでしょう。
　ロコモティブシンドロームを予防するには、
生活習慣の改善や適度な運動が有効です。特に
食生活の見直しは重要です。骨や筋肉を作るの
に必要なのは、カルシウムとビタミン D、ビタ
ミン B6、そしてタンパク質です。カルシウムは
牛乳や乳製品、ビタミン Dは魚類、ビタミン B6 
はレバーやにんにく、タンパク質は肉類に豊富
に含まれていますが、単にこれらをたくさん食
べればいいというわけではなく、ほかの栄養素
とのバランスを考えて摂取する必要があります。
関節に負担がかからないような歩き方や靴を選
ぶことも良いでしょう。軽い体操やストレッチ
ングなど暮らしの中に運動習慣を取り入れて、
継続していくことが肝要です。

もう少し詳しく知りたい方は、ロコモ ONLINE
（https://locomo-joa.jp：日本整形外科学会公式
ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト）
をご覧ください。また、病気の診断や治療はも
ちろんですが、少しでも気になることがありま
したら、是非一度、お気軽にご相談ください。

ロコチェック
自分のロコモ度は「ロコチェック」を使って簡単に確
かめることができます。7つの項目はすべて、骨や関節、
筋肉などの運動器が衰えているサイン。1 つでも当ては
まればロコモの心配があります。0 を目指してロコトレ
( ロコモーショントレーニング ) を始めましょう。

片脚立ちで
靴がはけない

家の中でつまづいたり
すべったりする

階段を上るのに
手すりが必要である

家のやや重い仕事が
困難である

15分くらい続けて
歩くことができない

横断歩道を青信号で
渡りきれない

2Kg 程度の買い物をして
持ち帰るのが困難である

チェック欄
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はじめよう転倒予防

災害の定義から国内の災害の特徴、実際の TMAT の過去の活動内容や DMAT など他医療支援団体との
違い、行政との関わりなどを講義から学んだ。私の災害医療のイメージはトリアージや救命処置など危
険な場面での活動であったため、ICU など救急医療や急性期の経験がなければ TMAT の活動に参加する
のは難しいのではというものであった。しかし震災発生地だけでなく避難所での生活の支援や一般病棟、
慢性期患者のフォロー、災害発生からしばらくたってからの PTSD など活動時期によるニーズの違いな
どがあり、全く無縁なことやできない
ことではないとわかった。グループワー
クでは実際に派遣され活動するという
シミュレーションをしたため、具体的
に自分が活動するならどうするかを考
えることができた。グループ内に、東
日本大震災発生時にボランティアとし
て参加した方がおられたため活動内容
を聞くことができ勉強になった。
災害医療や TMAT ということに身構え
ずに興味をもっていきたいと思った研
修であった。

1．転ばないカラダづくり　―転倒予防体操―
転ばないカラダに大切なものは、①柔軟性、②筋力、③バランス能力の3つです！

＜ラジオ体操＞
ラジオ体操はいつでも・どこでも・だれでもできる運動です。普段の日常では行わない動きをするため、
全身の関節や筋肉だけでなく脳にも刺激が加わるため、繰り返し行うことで転倒防止効果が期待でき
ます。無理のない範囲で始めてみましょう。

＜バランス感覚を鍛える片足立ち＞
両目を開けて、床につかない程度に
片足を持ち上げます。右足立ち１分間、
左足立ち１分間、1日３回（朝・昼・夜）行います。

＜下肢筋力の向上を目的としたスクワット＞
肩幅より少し広めに足を広げて立ち、椅子に腰かけるようにお尻をゆっくり下ろします。
深呼吸をするペースで 5～ 6回繰り返し、1日 3回目標で行いましょう。

「健康寿命」を短くする原因の一つに「転倒による骨折」があります。
転びにくいカラダを作り、元気に長生きしましょう！

2．転倒リスクを下げる環境づくり

□床に物を置きっぱなしにしない

□玄関など段差のあるところでは、台を置いて段差を小さくする

□滑りやすい靴下、スリッパを履かない

□浴室やトイレ、階段に手すりや滑り止めを設置する

自分の周りの環境を見直して、安全に生活できるように調整していきましょう！

転倒しないように
必ずつかまるものが

ある場所で
行いましょう

目線をまっすぐに
背筋を伸ばして
行います

安全のため
椅子を後ろに
置いて行います

膝がつま先を
超えないように
行います

スクワットが
できない場合は、
椅子に腰掛けて
机に手をついて
立ち座りをしても
効果があります

出張での医療講演も無料にて行って
いますのでお気軽にご利用ください。
◎自治会・老人会・婦人会・幼稚園・企業など…など

★講演内容に付きましては、
   担当者が打合せいたします。
   総務課までご連絡下さい。

※お問い合わせ（総務課・内藤）

●講演料・講師料無料　●少人数規模から OK
●必要機材等ご用意します

出張医療講演の案内
近江草津徳洲会病院では、地域の病院として皆様に親しまれる病院づくりを目指しています。皆様の
日常がより健康で、充実した毎日を送れるようなテーマで医療講演を無料で行っております。

077-567-3610

4 階東病棟看護師　角川　舞

□寝室の枕元や廊下の足もとに照明を設置する

□必要に応じて杖などの歩行補助具を使用する

□適切な薬の服用に心がける

TMAT（徳洲会災害医療救援チーム）の
研修に参加して

TMAT（徳洲会災害医療救援チーム）の研修に参加して



2019
VOL.35

◎ロコモティブシンドロームについて　3P・4P　◎はじめよう転倒予防    5P　
◎TMAT（徳洲会災害医療救援チーム）の研修に参加して　6P

PET/CT 装置新機種導入のお知らせ

じっとスモモさんが見つめるその先に
我が家の熱帯魚達が。
何を思いながらスモモさんは見つめているか、
それは人間にはわかりません・・・
ただここ最近、アベニーパファーの数が
減りつつありますが、なぜか死体があがらない。
いやっ、消えている(｀Д´)!?
なんてミステリアスな濵田家(‾ε‾；)
犯人は..・・・・！？

フグにやられて
背びれがないコリドラス

世界最小のフグといわれる
アベニーパファー

※アベニーパファーは気が荒い魚で、ほかの魚と
飼うことは難しい。と、言われている。
いや、まったくその通り。

こんにちわ
MEの濵田です！
家で飼っている
熱帯魚にスモモさん
興味深々です。

1P・2P


