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　人生100年時代と言われている。厚労省の発表（H29年9月15日）によると、
100歳以上の方が約67,000人もいると言う。医療技術の進歩などの影響が大
きいとみている。さて健康志向が高まる中、健康寿命を延ばし少しでも楽しい人
生を送る事を考えてみたい。江戸時代に養生（健康・健康法）について書かれた指
南書で『養生訓』と言う著書がある。
　『養生訓』は、筑前国（現在の福岡県）黒田藩貝原寛齊の五男として寛永7年

（1630年）に生まれた貝原益軒（かいばら　えきけん）によって著された。
これは貝原益軒が自分の死の前々年83歳の時に書き、その翌年正徳3年（1713年）には上梓された。後生のた
めを思って著した遺言とも言うべき書で、世人が真の楽しみ、真の幸福を得ることを願う温情の上に成っている。
益軒は医者ではなく儒学者・本草学者である。益軒先生が人生の真の楽しみとしているものには3つの面がある
と言う。その1つ目は道を行い善を楽しむことであり、その2つ目は病なく快く楽しむことであり、3つ目は長寿
の楽しみである。先生は、この3楽を如何なる富や権勢名誉の貴さよりも優ったものとしている。先生の言う長
寿長命とは、ただ有機体の一物として長く生きていると言うことではない。先生自身が自ら示している様に、80
余歳にして尚世人後生の事を思って自らの道を楽しみつつある様な「ひと」の生き方を言っているのである。
　その様な楽しみを得るにはどうしたら良いのか、と言うのがこの書の訓えるところの養生の道である。その訓
は単なる養生の技術や知識を述べたものではなく、そこで説かれているのは永遠のいのちを生きる人間の知恵
である。
　84歳に至るまでの経験知を踏まえて書き綴られた本書は、『養生訓』が身体の養生のみならず「こころの養生」
を説いていることに注目しなければならない。
　私は先生の口の中を覗いたわけではないが、先生は83歳まで一本の虫歯も無かったと言うからびっくりする様
な身体である。ここでいくつか内容を紹介したい。

　何事にも勤勉で努力すれば、必ず効果がある。たとえば、春にまいた種子を、夏の間によく養えば、秋の収
穫が良いようなものである。人の健康についても同様で、養生の術を学び持続して実行すれば、身体壮健にし
て病むことなく、天寿を保ち長生きをして、長く楽しむことは必然であろう。これは自然の理であって疑ってはな
らないものである。

養生訓（ようじょうくん）

養生の心がけ
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　養生法の第一は、自分の身体を損なうものを除去することである。身体を損なう物とは内から生ずる欲望
と外からやってくる邪気である。前者は、飲食の欲、好色の欲、眠りの欲、言語を欲しいままにする欲や、喜・
怒・憂・思・悲・恐・驚の 7 情の欲を言う。後者は、風・寒・暑・湿の天の四気を言うのである。そこで内
から生ずる欲望をこらえて少なくし、外部からくる邪気を恐れて防ぐことが出来れば、たえず健康で元気で
はつらつとして、病気にかからず天寿を全うすることができよう。

　さて養生の根本は、内欲をおさえる（我慢する）ことである。この根本をしっかり務めれば元気が強くなっ
て外邪におかされることもない。内欲を慎まないで元気が弱いと外邪におかされやすくなって大病にかかり
天命を保つことができない。ではいかにして内欲をおさえることができるのか。それは飲食を適度にして過
食をせず、脾臓と胃とを傷つけて病を誘発するものを食べないこと。また色欲を慎み、精力を蓄え、正しく
睡眠をとり、長時間眠ることや坐ることを避けて、程よく運動をして気の転換をはかることなどによるので
ある。ことに食後は数百歩の散歩がよい。食後に安座したり、昼寝をしたり、食べたものがまだ消化してい
ないのに早く眠ってしまう習慣をつけると、身体に滞りが生じて病気となり、繰り返しているうちに衰弱す
る。日頃から元気を消耗することをなるべく避け、多弁をせず、七情を程よく調えるがよい。七情の中でも、
とくに怒り、悲しみ、憂い、思いをなるべく少なくすることを心がけることが大切であろう。欲を抑え、心
を平静にし、気をやわらげ、物事に動ぜずして騒がず、心はたえず平和で安楽でなければならない。憂い苦
しんではだめだ。これがすなわち、内欲をこらえて元気を養う道である。またこうした心がけが、風・寒・暑・
湿の外邪に勝つ力となる。このような内外のさまざまな注意こそは、養生の大切な項目である。これらをよく
よく慎み順守しなければならない。
　これは『養生訓』のほんの一部であるが、この様な事が色々と書かれている。
　益軒の『養生訓』といえば、多くの人々が「知っている」と答える。『養生訓』はそれほど現代に生きて
いるのである。もちろんこれが現代医学の知識として読まれているわけではなかろう。今日の医学からすれ
ば大いなる間違いや不足もあろう。養生・健康・楽しみ・そして平
和な生活によって天寿を全うする人生の全過程が、益軒自身の体験
を通して語られている。それは中国知識の借り物ではなく、嘘のな
い益軒の思想であった。（「養生訓」伊藤友信訳より）
　総務省の推計によると高齢者（65 歳以上）の人口は 3,514 万人
とも言われている。総人口に占める割合は 27.7％となり過去最高
を更新した。QOL ※ 1 ではないが少しでも質の高い人生を送るため
に貝原益軒先生の『養生訓』は良い指南書である。

※ 1　Quality of life（クオリティ　オブ　ライフ）とは、
生活の質、生きがい、満足度のこと

内なる欲望と外なる邪気

七情を慎む
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公益社団法人埼玉県柔道整復師会　事務局
048-651-1211　　　　　048-651-2840

連絡先

電　話 FAX

県 民 の 相 談 日

体の痛み（首、肩、腰、膝、手・足等）でお悩みの方は、ぜひ専門家（柔道整復師）に
ご相談下さい。随時受付けております。

　秋になり、少しずつ冷え込むようになってきました。冷房の使い過ぎや冷たい物の食べ
過ぎ・飲み過ぎ等による、夏の疲れが出やすいこの時期にこそ健康には心掛けたいもので
す。身体が冷えて寝付きが悪い、疲れやすい等のお悩みをお持ちの方は多いのではないで
しょうか。『冷えは万病の元』というように、身体の冷えは様々な体調不良を引き起こす原
因となります。また、寒くなってくると動くことが億劫になり、運動不足になりがちです。
そこで、今回は自宅で簡単にできるふくらはぎの筋肉を動かす運動を紹介します。

　ふくらはぎは、第２の心臓と言われます。これは、下半身の血液を心臓に押し戻すポンプ
の役割をふくらはぎの筋肉が担っているからです。私達の下半身には、身体全体の約70％
の血液が集中しています。ふくらはぎの筋肉が硬くなったり、筋力低下を起こしたりすると、
ポンプの役割を十分に果たせなくなります。これが、むくみや冷えの原因となるのです。

　ふくらはぎには、腓腹筋とヒラメ筋という筋肉があり、これらを合わせて下腿三頭筋と
いいます。下腿三頭筋は、先述したポンプの役割の他、良い姿勢の保持、また歩行におい
ても重要な役割をする筋肉です。下腿三頭筋を動かすことで、先述したポンプ作用、また
筋力が改善し以下のような効果が期待できます。

歩行の速度が
上がる

むくみや
冷えの改善疲れにくくなる

ふくらはぎの運動で健康に

ふくらはぎは『第２の心臓』

ふくらはぎの筋肉を動かすことで期待できる効果
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公益社団法人埼玉県柔道整復師会　事務局
048-651-1211　　　　　048-651-2840

連絡先

電　話 FAX

県 民 の 相 談 日

体の痛み（首、肩、腰、膝、手・足等）でお悩みの方は、ぜひ専門家（柔道整復師）に
ご相談下さい。随時受付けております。

　以上のように、ふくらはぎの筋肉はとても重要な役割をしています。今回紹介した運動を
毎日継続するだけでも、様々な身体機能の改善を期待することができます。毎日継続して、
ぜひ皆様の健康に役立てて下さい。

　背伸びをします。 手は
軽く支える程度にして下さ
い。20 〜 30回 を2 〜 3
回行います。余裕のある
方は片足でやってみて下
さい。片足で20回行えれ
ば十分な筋力があるといえ
ます。

　壁などに手をつきま
す。身体を前に倒した状
態で前の足を持ち上げま
す。20 〜 30回 を2 〜 3
回行います。写真では左
足（床に着いている足）を
鍛えています。

　タオルを足に引っ掛け
て伸ばします。気持ちよ
く伸びるくらいがちょう
ど良いです。反動をつけ
ずに20 〜 30秒、ゆっく
りと伸ばします。これを
2 〜 3回行います。
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　介護保険制度がスタートして17年が経過しました。その間制度が変わり続けております。現在は要支援
者に対しては市町村の独自財政から総合事業が開始されました。ただ多くの市町村ではまだまだ整備が遅れ
ています。全体に支援できるまではまだ時間がかかりそうです。要介護認定者もますます増加しています。
その中で多くの方が利用しているデイサービス（通所介護）についての豆知識を提供させていただきます。
　通所介護サービスは大きく3タイプに分かれています。①小規模型、②通常規模型、③大規模型です。そ
れぞれ定員数が異なり利用料金も違いますので、利用にあたりましては担当のケアマネジャーによく聞いて
いただければよいのですが、利用者の立場からは大人数が良いか、こじんまりしている方が良いかの好みが
あるので要望を言っていただく必要があります。また、通所介護サービスに関しては基本の単位数以外に多
くの加算があります。利用者によっては複数の通所介護サービスを利用している方もいらっしゃいますが、
利用料金の差があるのはなぜだろうと思った方も多いようです。それは、加算の内容により変るものとご理
解下さい。その加算の内容はかなり複雑なものですが、詳しくは利用する通所介護サービスの重要事項説明
書に明記してありますのでご確認ください。主な加算は、入浴加算、個別機能訓練加算、中重度ケア体制加
算、認知症加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算、処遇改善加算、サービス提供体制加算などです。また、
送迎サービスを受けない場合は送迎減算もあります。いずれにしてもその加算が必要かどうかは担当のケア
マネジャーや通所介護サービスの相談員によく説明を受けて納得してからの利用をお勧めいたします。
　介護保険については法改正があるごとに複雑化しています。利用者や家族の皆様には分かりづらいかもし
れませんが疑問点がありましたら遠慮なくご相談していただくことをお勧めします。

デイサービス（通所介護）豆知識
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　平成29年10月8日（日）講道館に於いて第26回日整全国少年柔道大会・第7回日整全国少年柔道形競技会が
開催され、埼玉県代表は、ベスト16に勝ち上がったが、惜しくも準優勝した岐阜県に2－0で敗退した。

第26回日整全国少年柔道大会・
第7回日整全国少年柔道形競技会　開催
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講 師　

鈴木 桂治
講 師　

鈴木 桂治

お問い合わせ先 ： TEL ０４８-６５１-１２１１
送付先 ： FAX ０４８-６５１-２８４０

申込締切定 員 200名 11月10日

埼玉県立武道館
第1道場

JR高崎線「上尾駅（東口）」下車、徒歩約25分
※金・土・日・祝日に、JR上尾駅から埼玉県立武道館までのシャトルバスが運行されます。

上尾市内循環バス［ぐるっとくん、上尾駅東口発、原市循環（水上公園先回り）］
［水上公園入口］または「スポーツ研修センター」下車、徒歩3分

14:00～受付時間

14:30～17:00講演時間

申込先 公益社団法人　埼玉県柔道整復師会
埼玉県さいたま市北区宮原町１-１６６-６

対 象 小学4年生以上 中学3年生まで

応募方法

埼玉県柔道整復師会 検索

申込用紙に記入の上、ＦＡＸにてご応募ください。
申込用紙はホームページからダウンロードできます。

ｈｔｔｐ：//www．ｓａｉｓｅｔｓｕ．or．jp

会 場

第10回 市民公開講座

主催　公益社団法人　埼玉県柔道整復師会　後援　埼玉県／埼玉県柔道連盟

少年  少女
柔道教室

入場料
無料12月10日 日

平成29年

セブンイレブンセブンイレブン↑
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線 マクドナルドマクドナルド

上尾運動公園上尾運動公園

陸上競技場陸上競技場

ローソンローソン

東町小学校東町小学校

上尾中学校上尾中学校
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さいたま
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芝
川
芝
川

スポーツ
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スポーツ
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日の出

上尾市東町歩道橋愛宕上尾陸橋

P

P

32351

17

埼玉県立
武道館
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