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厚生連だより 大分２
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夏に向けて
「ロコモ」で健康体なカラダへ

わき や ひろ ふみ

はじめに

　急な運動は体調不良や怪我の原因にもなりますの

で、注意が必要です。

　また、高齢になると運動機能が低下し、段差のあ

る所でつまずいたり、転んだりして骨折する人が多

くいます。特に足や股関節を骨折すると動けなくな

り、寝たきりの原因となります。

　近年、リハビリ分野では運動機能の低下の予防に

力を入れており、そこで出てきた言葉がロコモティ

ブシンドロームです。

ロコモティブシンドロームとは

　運動器の障害により「寝たきり」や「要介護」に

なる危険が高い状態をロコモティブシンドローム

（通称ロコモ）と呼びます。

　運動器は連動して働いており、どの器官ひとつ悪

くても、からだの動きは悪くなります。また、同時

に複数の器官が障害を受けることもあるため、身体

運動の器官を全体としてとらえています。

－「ロコモ」は健康寿命の短縮に関与－

　近年では、ロコモは「寝たきりや要介護状態」だ

けではなく、メタボ（メタボリックシンドローム）

や認知症と並んで、「健康寿命の短縮」の三大要因

のひとつとも言われています。

　「ロコモ」は「メタボ」や「認知症」を合併しやすい

という報告もあります。歳をとって、寝たきりや認

知症になって要介護となることはできるだけ避ける

といった「健康寿命の延伸」、「生活機能低下の防止」

には、予防、早期発見、早期治療が重要です。

①運動器症候群
　（ロコモテイブシンドローム）
　・身体機能低下、痛み、外傷など運動器の障害

　・要介護に至る原因の約30％を占める

　・主な疾患（骨折・転倒・関節疾患・脊髄損傷）等

②内臓脂肪症候群
　（メタボリックシンドローム）
　・心臓や脳血管など内臓の病気

　・要介護に至る原因の約35％を占める

　・主な疾患（脳血管疾患、心臓病、糖尿病）

③認知症
　・要介護に至る原因の約12％を占める
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※たんぱく質と糖質を運動直後から２時間以内に摂取すると
　たんぱく質合成力が上がる。

役　　割 関係している
栄養素

筋肉が収縮するときのエネルギー

体の組織消耗の補充

運動後の体の修復にはたんぱく質が必要

糖　　　質
脂　　　質
たんぱく質

たんぱく質
脂　　　質
ミ　ネ　ラ　ル

「ロコモ」予防のための対策

①生涯スポーツの継続
　運動すると、骨や筋肉は基本的に壊れます。しか

し、運動後、栄養や休養を上手に摂ることで成長ホ

ルモンが分泌され、壊れた部分を修復することによ

り、骨や筋肉は壊れる前よりも強くなっていきます

（超回復）。体を１日に集中して動かすのではなく、

少しずつでいいので、継続的にスポーツを行うこと

が重要です。

②効率よく骨格を造る
○栄養素

○成長ホルモンとは
　脂質分解、たんぱく質合成に関与しています。成

長ホルモンは運動などの身体活動によって、分泌が

促されますが、安静時では分泌量が低下していきま

す。また、夜の睡眠（就寝後３時間：シンデレラタ

イム）では運動刺激によって促される分泌量が５倍

になります。

○ロコモーショントレーニング（ロコトレ）
　「ロコモ」にはいろいろなレベルがあり、それはど

れくらい歩けるかによってかわります。十分に歩

ける人と、よく歩けない人では、ロコトレのやり

方も違います。自分にあった安全な方法で今回は

「開眼片脚立ち」と「スクワット」をご紹介します。

普段からロコモを意識した７つのチェック項目
□ ①片脚立ちで靴下がはけない

□ ②家の中でつまずいたりすべったりする

□ ③階段を上がるのに手すりが必要である

□ ④家のやや重い仕事が困難である

□ ⑤２kg程度（１リットルの牛乳パック２個程度）の
　 　買い物をして持ち帰るのが困難である

□ ⑥15分くらい続けて歩くことができない

□ ⑦横断歩道を青信号で渡りきれない

上記の中から、ひとつでも該当すれば「ロコモ」の疑いがあります。早期に専門医による診察が必要です。
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●開眼片脚立ち

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。

机に両手をついて
行います。

指をついただけでもできる人は、
机に指だけをついて行います。

床に着かない程度に
片足を上げます。

左右１分間ずつ、
１日３回行いましょう。

支えが必要な人は、医師と相談して
机に手や指をついて行います。

支えが必要な人は、医師と相談して
机に手をついて行います。

●その他のロコトレ

開眼片脚立ちとスクワット以外にも、いろいろな運動を積極的に行いましょう。

ストレッチ 関節の曲げ伸ばし ラジオ体操 ウォーキング各種
スポーツなど

●スクワット
＊椅子に腰かけるように、お尻をゆっくり下ろします。
＊お尻を軽く下ろすところから始めて、膝は曲がっても
　90度を超えないようにします。

机に手をついてのスクワット

スクワットができないときは、椅子に腰かけ、机に手を
ついて、腰を浮かす動作を繰り返します。

膝がつま先より前に出ないようにします。
膝の曲がる向きは、足の第２趾の方向にします。

足は踵から30度くらい外に開きます。
体重が足の裏の真ん中にかかるようにします。

深呼吸をするペースで５～６回繰り返します。これを１日３回
行いましょう。痛みを感じた場合は、お尻を下ろし過ぎないよう
にしたり、机などを支えに使ったりしてみてください。

① ②

③④

安全のために椅子やソファーの前で行いましょう。

① ②

③④
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第72回 通常総会の開催

～ 可 決 議 案 ～

新　　任 退　　任

前経営管理委員会会長　矢羽田　正　豪

前経営管理委員　小　川　一　男

前経営管理委員　北　崎　安　行

前経営管理委員　関　屋　治　且

前経営管理委員　二　宮　伊　作

前代表監事　義　経　隆　美

前　監　事　門　脇　利　男

前　監　事　石　井　之　俊

前代表理事理事長　髙　田　健　二

佐藤経営管理委員会会長就任あいさつ
　この度６月30日開催の通常総会並びに

経営管理委員会において経営管理委員会

会長に選任され、就任いたしました。

　少子高齢化や新型コロナウイルスなど

医療業界を取り巻く環境には多くの懸念

材料が山積しております。

　このような保健・医療・福祉を取り巻く諸情勢の中、そ

の責務の重大さを痛感しており、微力ではありますが、厚

生事業の発展のため、誠心誠意尽力をいたす所存でござい

ますので、今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げます。

石井代表理事理事長就任あいさつ
　この度、代表理事理事長に就任いたしました

石井でございます。

　大分県厚生連は昭和23年に設立以来、多く

の県下組合員や地域住民に支えられ、発展して

きました。高度がん治療病院としての鶴見病院

を中心に、保健・医療・福祉が連環したサービ

スの充実に努めてまいります。

　今後も経営管理委員の佐藤会長のご指導のも

と、厚生連のさらなる飛躍にむけ、役職員一同

全力を尽くしてまいりますので、ご支援、ご協

力のほどよろしくお願い申し上げます。

　６月30日、ホテル別府パストラル
にて大分県厚生連の第72回通常総会
を開催しました。はじめに、矢羽田会
長のあいさつがあり、議長に選任され
た矢﨑組合長の進行のもと、以下の４
つの議案全てが承認されました。
　第４号議案では、役員の退任に伴い、新たに役員の選出を行いました。新体制となりました
大分県厚生連にこれからもさらなるご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

第１号議案　「令和元年度貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、注記表、
　　　　　　　附属明細書及び事業報告承認に関する件」
第２号議案　「定款の一部変更に関する件」
第３号議案　「常勤役員退職慰労金の支給に関する件」
第４号議案　「役員選任に関する件」

経営管理委員会会　長　佐　藤　隆　博
経営管理委員会副会長　門　脇　利　男

経営管理委員　村　上　　　潔
経営管理委員　宮　園　　　稔
経営管理委員　義　経　隆　美
経営管理委員　佐　藤　昌　弘
経営管理委員　壁　村　雄　吉
代表監事　麻　生　俊之輔
監　　事　片　倉　恭一郎
監　　事　矢　﨑　和　廣

代表理事理事長　石　井　昌　年
常務理事　羽田野　宝　三
理事院長　鈴　木　正　義
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理事長退任式
　６月30日鶴見病院にて髙田代表理事理事長の退任式が開かれました。

　髙田代表理事理事長は昭和54年に入会され、各部門で実績を積まれ、職員時代と

役員時代を合わせて41年間もの長きにわたり、当会を支えて頂きました。

　退任式では、髙田代表理事理事長のあいさつが行われた後、職員より、花束と記

念品が贈呈されました。

　最後に、職員全体で記念写真をとり、多くの方に見送られました。

花束贈呈あいさつをする髙田代表理事理事長



★介
護老人保

健施設

シェモア鶴見でのひととき★

　令和２年６月10日にシェモア鶴見では25周年記念となる創立祭を開催しました。

　毎年６月に開催している創立祭ですが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より施設内への立ち入り制限をしているため、地域のボランティアの方々の参加を見合

わせる形となりましたが、その分スタッフによるカラオケ大会やゲーム等により入所者

さんを大いに楽しませていました。

　また今年は25周年記念ということもあり入所者さん全員に記念品を贈呈しました。

シェモア鶴見
２５周年記念創立祭を開催

厚生連だより 大分 ７



　７月に入りましたが、まだまだ、じめじめした日が続いていますね。年々、雨量が増加してい

ますが、やまない雨はありません。みんなで協力し合ってがんばっていきましょう。（S.T）
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編集
後記

※鶴見病院のホームーページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.com/

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームーページにアクセス
　
http://www.ok-kenkou.com/

健健 康康 のの ワンポイント

健康な肌を保つために
　健康な肌を保つためには、紫外線や

乾燥を避けることが大事です。紫外線

は肌の弾力やハリを保つためのコラー

ゲンやエラスチンを変性させ、皮膚の

老化を促進させるため、外側から化粧

水やクリームなどで水分を補うスキン

ケアを行うことが大切です。また、外

側からだけでなく内側から栄養を取る

ことも大切です。とくに皮膚の成分の

70％を占めるコラーゲンの生成には、

ビタミンＣが必要になります。

　レモンやピーマンやキウイなどに多

く含まれていますので積極的に摂ると

よいでしょう。


