2015～16 年度 国際ロータリーテーマ
「 世界へのプレゼントになろう（ Be a gift to the world ）」
RI 会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン
2015～16 年度 関ロータリークラブテーマ
「 ONE FOR ALL ，ALL FOR ONE 」
第 50 代会長 藤井 淳

第 2388 号
前例会の記録 第 2387 回 9 月 29 日（火）12：30
「東海北陸道グループ I・M の報告」
古田貴巳さん・池村真一郎さん
◆開会点鐘
◆「四つのテスト」斉唱
◆ビジター紹介 米山奨学生 呉紅玲さん
◆会長挨拶 藤井淳
慢性の腰痛は、
「腰」ではなく「脳」
に原因があり、劇的に改善する可能
性があると先日放送された NHK スペ
シャルで紹介されました。（ご覧に
なった方もみえますか？）治療して
も効果がなく、一度治ってもぶり返
すなど長引く原因不明の「慢性腰
痛」。最先端の治療現場では、
「脳」の働きを改善す
ることによって慢性腰痛を克服する対策（脳のリハ
ビリ）が、大きな成果をあげています。たとえば腰
痛の不安を解消する映像を見たり、恐怖心を克服す
る運動をするだけで、改善する人たちがいます。専
門的な心理療法で、極めて重い症状の患者の腰痛が
改善するケースも出始めています。ただし今回の治
療法は、脊椎ヘルニア、骨折、脊髄損傷など明らか
な原因がある腰痛は対象ではありません。検査をし
ても異常が見つからない原因不明の慢性腰痛が対
象です。厚労省研究班の調査によると、いま腰痛に
お悩みの方は２８００万人、実に日本人の４人に１
人に及ぶと言われています。中でも問題なのは、３
か月以上続く「慢性腰痛」の人が半数以上を占める
と考えられていること。ヘルニアや脊椎管狭窄症な
どの原疾患が無い場合、腰痛は３か月たたずに改善
するはずです。検査をしても異常が無いのに、なぜ

平成 27 年 10 月 6 日（火）
か痛みが長引く人がたくさんいるというのは、一体
どういうことなのでしょうか？ 最近の研究で、痛
みの長期化（慢性化）に「脳」が大きく関わってい
ることがわかってきました。脳にはもともと、痛み
を抑える鎮痛の仕組みが備わっているのですが、慢
性腰痛の人ではその仕組みが衰えていることがわ
かってきたのです。カナダのメリーランド大学の調
査で、慢性腰痛の人は DLPFC（背外側前頭前野）と
いう脳の部位の体積が健康の人に比べて極端に減
り、活動が衰えていることがわかりました。筋肉の
異常によって炎症が起きると、その情報は神経を走
る電気信号によって脳に伝えられます。脳の神経細
胞が興奮し痛みの回路が作られ、ここで初めて脳が
痛いと感じます。元々の腰の炎症が治まっても脳の
痛みの回路の興奮はすぐには収まりません。このと
き活躍するのが DLPFC で、痛みの回路の興奮を鎮め
る指令を出し、痛いという感覚をなくします。しか
し DLPFC の活動が衰えると鎮まれという指令が出
にくくなり、痛みの回路の興奮が続きます。この結
果、腰が治っているのに腰が痛いと感じるいわば幻
の痛みに苦しめられることになるのです。脳が痛み
を感じるということに、違和感を覚える方もおみえ
になると思いますが、例えば、手や足を切断した人
が、手や足の指先が痛いと訴えることがあります。
実際には無い体の部位の痛みを感じるのは、脳が痛
みを感じているということなのです。話がそれまし
たが、なぜ DLPFC が衰えるのかというと、痛みへの
恐怖が関係していることがわかってきました。強い
恐怖があると DLPFC にストレスが加わり、DLPFC の
神経細胞の活動が衰えることがわかってきました。
そのため痛みに対する恐怖をなくして痛みを抑え

る恐怖克服方が考えられています。
＜＜ 痛みへの恐怖克服 ＞＞
① 映像を見る
腰痛への対策法をテーマにした「映像」を見ること。
正しい知識をつけることで無用な恐怖や不安が減
れば、腰痛が改善する効果が期待できます。NHK の
番組では３か月以上長引く腰痛にお悩みのかた１
７５人に映像を診てもらった結果、およそ４割の方
で改善効果が見られました。この映像は NHK オンラ
インの NHK スペシャル「腰痛」特集ページでご覧に
なれます。
（NHK スペシャルの HP の最初のページを
資料としてお配りしましたので、興味のある方は覗
いてみて下さい）また同じような映像をオーストラ
リアではテレビの CM として繰り返し流し、腰痛の
人が大幅に減少したようです。
② １回３秒、背を反らす姿勢をとる
1. 足を肩幅より、やや広めに開く
2. おしりに両手をあてる
3. 息を吐きながら、ゆっくり上体を反らす
4. 上体を反らしたまま、その姿勢を３秒ほど保つ
※骨盤を前に押し込むイメージです
【注意】腰からヒザにかけて、しびれが出る場合は
中止してください。腰痛があっても背中を反らせる
姿勢をして、その痛みが増強しない（痺れが出ない）
のであれば、それは神経を圧迫していないというこ
と。背中を反らせる経験を重ねることで、痛みへの
恐怖心が減り DLPFC が働くようになる。 番組では
映像を見るだけでは改善しなかった 70 人中 32 人が
この方法で改善しました。映像を見ただけで腰痛が
改善した人とあわせて、56％の人が改善しました。
③ 「認知行動療法」～専門家（高井先生のような）
によるサポートのもとで心理療法を受ける
オーストラリアの病院では、薬や手術でも効果が得
られない重度の患者に対し、３週間にわたって１日
８時間カウンセリングと運動を繰り返すという徹
底的な認知行動療法を行い、大きな成果をあげてい
ます。日本でも３年前、腰痛治療の指針となるガイ
ドラインで、認知行動療法は行うことを強く推奨で
きる「グレードＡ」に位置付けられました。（亜急
性、慢性腰痛の場合）ただし認知行動療法は整形外
科では保健適応外となるため、取り入れられている
施設は少ないようです。整形外科の専門医である○
○（喜久生）先生にも確認したところ、一部にはそ
のような人も確かに見られるが、そんなには多くな
いのではないか。また痛みの原因が十分に追求され
ていないのではないか、というコメントも頂きまし
た。原因不明の慢性腰痛に悩まれている方に少しで
も参考になればと思って紹介いたしましたが、腰が
痛いからといっていきなり今日ご紹介した内容を

実施することはお勧めできませんので、ご留意下さ
い。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員長 加藤照彦
会員 46 名中 出席 30 名 出席率 68.19％
◎ニコボックス委員会 委員長 掛布真代
会長・副会長・幹事の皆さん・・・先だって、9 月 14
日に郡上八幡で行われた IM の報告、池村さん、古
田副会長よろしくお願いします。基調講演での加賀
修様の素晴らしい話には私も聞き入ってしまいま
した。
山村、山谷、池村、長尾、堀部、清水（善）後藤の皆
さん・・・IM の報告楽しみにしています。
亀井、長尾、今峰、酒向、林（昇）、尾崎の皆さん・・・
昨日、大澤さん IGM にて、テーマ「50 周年につい
て」という事で大変活発なお話ができました。大澤
さん大変お世話になりありがとうございました。
杉浦孝志さん・・・女房の誕生日にバースデーカー
ド送付有難うございました。
◆幹事報告
◎10 月の例会予定表配布
◆IGM の報告
報告者 尾崎嘉彦
日時：9 月 28 日（月）
場所：だいえい
ホスト：大澤竜一
リーダー：亀井髙利
R 情報：長尾一郎
義務出席者：酒向薫・林昇
特別出席者：今峰徹・尾崎嘉彦
◆米山奨学生へ奨学金贈呈

◆「東海北陸道グループ I・M の報告」古田貴巳
平成２７年９月１３日（日）に郡上の地にお
いて郡上八幡ロータリークラブのホストのも
と東海北陸道グループインターシティミーテ
ィングが行われました。羽田野ガバナー補佐の
点鐘に始まり、岡田ガバナーの祝辞の後、加賀
パストガバナーの講演が行われました。終了後、
次期ＩＭ開催クラブの発表があり、各務原ロー
タリークラブが紹介されました。

その後、懇親会が開
催されて、東海北陸道
グループ会員同士の親
睦が図られました。郡
上八幡ロータリークラ
ブの大変素晴らしいお
もてなしのもと、和気
あいあいとした雰囲気
の中で、宴は進んでい
きました。最後は、郡上踊りのおはやしのもと、
会員が輪になっての郡上踊りで閉会いたしまし
た。最近のインターシティミーティングはともあ
れ親睦の要素が強く、本来に意義が薄れていると、
岡田ガバナーからの話の中にありましたが、今回
のＩＭは懇親会は勿論ですが、それだけでなく、
加賀パストガバナーの講演も素晴らしいもので
あり、大変意義のあるＩＭであったと思います。
◆「東海北陸道グループ I・M の報告」池村真一郎
皆様お疲れ様です。9 月 13
日日曜日に行われました東海
北陸道グループの IM につい
てご報告をさせて頂きます。
場所は、郡上八幡ホテル積翠
園で、ホストは、郡上八幡ロ
ータリークラブで開催されま
した。10 時に受付開始し、30
分後、会が開催されました、
ホストクラブの会長挨拶、来賓の挨拶と続き、岡田
ガバナーのお話が始まりました。岡田ガバナーは、
補助金の取得の推進や、会員増強強化、米山を通じ
ての国際化について話され、又、ロータリーの手帳
には、財団の件等ロータリー関連の資料が一部変更
になってるので、確認して頂きたいとお話されてお
りました。そして引き続き、講演が行われ、加賀パ
ストガバナーが、
「日本の文化を伝えよう」という演
題で、約 1 時間程、講演されました。加賀パストガ
バナーにおかれましては、陶芸家としての立場から、
色々なお話をされましたが、日本の伝えたい事、残
したい事を、詳細は話せば、30 分ではすみませんの
で、割愛させて頂きますが、大まかに、自然・言語・
情緒・論理・科学的に 5 つに大きく分け、例えば、
最近では、家を建てる時に、床の間がない家が多く
なっており、昔でいうなら、お客様を呼ぶ為の顔で
あった、自分の顔・いわゆる鏡である床の間が、近
年では、女性の力が強くなったせいか、女性を表す、
台所の方が優先で、立派になってしまったと・・・
又、狭い茶室というのは、頭を下げるという、いわ
ゆる、実るほど頭を垂れる稲穂かなという事に由来
するという意味も話されておりました。すなわち今

の日本は、日本古来の素晴らしい文化とその本質を、
次世代へ伝える事が失われてしまっており、そこを
解決して行かないと、国はいい方向にいけないとの
事でした。又、地方に向けますと、人間の体は 70％
～80％は水で、できている、すなわちいい水がない
といい環境が育たたない。今の若者は、都会にお金
を稼ぎに行くが、呼吸をするのも困難な都会の水の
汚い所では、とてもいい人材が育たない・・・。日
本本来の素晴らしい文化と本来の意味を伝える事で、
若者が地元に居られる、いつでも戻れる環境が大切
である、それが理想的な日本を作るという事で話を
締められました。加賀パストガバナーの素晴らしい
お話を聞いて、1972 年、総理大臣就任後の初の選挙
での、田中角栄氏の演説を思わず思い出してしまい
ました・・・直接聞いたわけではありませんが・・・
大阪・東京へ行ってごらんなさい。呼吸する事も困
難ではありませんか。寝ている所へ車が黙って飛び
込んでくる時代ではありませんか。少なくとも自分
の周りには緑を、そしてきれいな空気を。きれいな
水を。大自然のなかで生まれた人間の生命です。や
はり生活環境をよくしていかなければいけません。
親たちが、我々の為に汗を流してくれたように、我々
も子供達の為にもうひと汗流そうという考えのもと
に初めて、理想的な日本が築き上げられるのであり
ます・・・。私も、きれいな水の中で、まだまだ勉
強しなければなりませんが、素晴らしい日本をそし
て本質を次世代に繋げていければと思いました。今
回の素晴らしいお話を聞き、関ロータリークラブの
素晴らしい先輩に、色々と教えてもらいながら、こ
の先の人生を勉強して行き、そして次年度には、50
周年が御座います。次年度幹事として、頑張って行
きたいと思いますので、ご指導の程宜しくお願い申
しあげまして、簡単ではありますが、報告の言葉と
させて頂きます。最後に追伸になりますが、家と庭
を繋げると・・・家庭であります。すなわち、庭は
大切だと・・・この二文字が離れますと・・・家庭
が成り立ちませんので庭を大切にして下さい・・・
思えば家には庭がありません・・・早急に対策しま
す・・・有難う御座いました。
次例会のご案内
10 月 13 日（火）12：30
「職場例会」
特別養護老人ホームほほえみ福寿の家
担当：職業奉仕報委員会
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例 会：毎週火曜日 12：30（第 3 週は水曜日に 18：30）
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2Ｆ
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア

