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さくら診報 
       For Others 

平成 19年 2月 1日 発行 第 41 号 

28日しかない 2月は、あっという間に過ぎてしまう感があります。 

雅名は如月(きさらぎ)と、とても優雅で素敵な響きです。2 月といえば、節分も忘れ

てはいけませんが、世間はバレンタインデー一色です。鬼がいないと知り、年々盛大

に華やかさを増してゆくバレンタインデー。プレゼントするだけでは勿体無いと、思

わず自分で食べたくなるチョコレートが、今年もたくさん登場してくることでしょう。

このままの状態でいくと数年後にはどうなってしまうのでしょうか。尐し心配です。 

さて、今回は中内 幹雄先生による｢脳の不思議｣その 4を、 

祖川信雄先生による｢つえのはなし｣を、お送りいたします。 

 

❏脳の不思議(その 4) 

中枢神経は脳と脊髄を指しますが、脳はさらに、大脳・脳室・大脳辺縁系・間脳・

中脳・橋・延髄・小脳などの部位があります。大脳について前回、右半球・左半球の

違いと不思議についてのべましたが、大脳各半球はさらに、前頭葉・頭頂葉・側頭葉・

後頭葉に分かれています。概略、前頭葉は運動と理知的判断など、頭頂葉は入力され

た感覚情報の統合など、側頭葉(とその奥)は記憶や情動など、後頭葉は視覚情報感知

などに携わっています。これに右脳・左脳の特徴が加わります。これらも一線を画す

るような役割分担でなく、約 1000 億本の神経細胞(繊維)で繋がり合っています。繊

維同士はシナプスと呼ばれる接点(ミクロレベルでは離れている)各々10000 箇所位で

繋がり合い、複雑なネットワークを構成しています。 

さて、脳の一機能、記憶ひとつとっても謎めいています。いろんな分類があるので

すが、どこが担うかはさておくとして、大きく、｢頭で覚える記憶(陳述記憶)｣と｢体

で覚える記憶(手続き記憶)｣があるとみるのが、分かりやすいかもしれません(陳述記

憶はさらに生活のエピソード記憶と知識の意味記憶にわけられ、これに長期・短期記

憶などが加味されますがとりあえず、頭か体かに分けてみましょう)。記憶のプロセ

スには、入力・保持・出力があり、いずれが障害されても記憶障害が出現します。コ

ンピュータも原理は同じですが、脳の複雑さは意識・情動も加わり比べ物になりませ

ん。生活にまつわる諸雑事の記憶、言語や五感で知識として貯えた記憶(+学習)、無

意識で行っている日常動作の記憶など、これらが分かれて喪失したり、渾然一体とな

って喪失したりします。知識が失われても自転車にさっと乗れるとか、道具の名前や

機能を説明できないまま、爪切りをもつと爪が切れるとか、不思議な現象は枚挙にい

とまない程です。 
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側頭葉と奥の海馬という部位とパペッツの回路と呼ばれる部位辺り記憶の主座ら

しいですが、意識・心の主座は脳全体のようです。｢みかん｣と聞いた瞬間、｢あのつ

やの皮につつまれ、むいて口に入れると、甘酸っぱく、冬の炬燵や紅白歌合戦まで思

い出すなあ｣など、その言葉の全質感が、全部の脳をあちこち使って連想されるよう

です。この、脳という物質がかもし出す不可思議な質感意識のことを、東大の知性、

茂木健一郎先生はクオリア(qualia)(最初に言ったのは別の方ですが)として、研究テ

ーマとされています。意識、記憶、情動を物質が担っている訳で、物質はどこから生

命なのでしょうか。 

医療人としては、皆様の不思議な脳が、幸せを感じて頂くお手伝いが使命です。 

医療法人財団秀行会 

阿部クリニック 

副院長 中内 幹雄 

 

❏ 「つえの話」 

古代ギリシャにエディプスコンプレックスの語源となったオイディプス王のお話

があります。この王様はスフィンクスの出す謎々を解いて人々を救ったといわれてい

ます。その謎々とは｢最初 4本足、それから 2本足、最後に 3本足になるものは何？｣

といったものでした、お解りですか。答えは人間なのです。幼児は這い這いするので

4本足に見え、老人になると杖をつくので 3 本足に見えるということなのですね。昔

から杖は老人の象徴だったようです。そのせいか歩くのが尐し危なっかしくなった方

に｢杖を持ってください｣とお願いすると、｢いや、私はまだ大丈夫です｣と拒絶感を持

たれる方が多いいです。 

日本語では杖は｢杖｣と表すだけですが英語ではいろいろな言い方があります。 

caneケーン、crutchクラッチ、stayステイ、staffスタッフ、stickスティック等々

です。caneケーンは一般的な杖のことで介護用品として紹介されるものはだいたいこ

れです。crutchクラッチや stayステイはもっと身体を支える役割が増え、もたれか

かったり、突っ支い棒のようにして使う杖を表します。足を骨折したときなどに使う

松葉杖は crutch クラッチです。その逆に staff スタッフや stick スティックは身体

を支えるというよりは武器とか権威の象徴のようにして使われるものを表します。 

僧兵が杖術に使うものやカソリックの大司教などが儀式で持つ杖は staffスタッフで

す。stick スティックはステッキのことでこれも紳士のアクセサリーとして使われる

ことが多く、ウイスキー容器が仕込まれているものなど洒落た遊び心に満ちたものも

あります。caneケーンは実用本位で、最近バリエーションは増えてきましたがどうも

野暮ったいものが多いと思います。何かと物騒な昨今、いろいろな面で身を守るため

に｢持ちたい｣と思う杖が多く出てくることを期待しています。 

ミレニアム桜台 理学療法士 

祖川信雄 
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【 桜台訪問看護ステーション便り 】 

❏ 訪問看護師から 

暖冬と言われていますが、大寒の時期はやはり寒さが厳しくなってきています。 

皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

昨年はノロウイルスの流行があり、念入りに手洗いやうがいなど行なわれていたと思

います。関東地方はカラカラの好天気が続き、乾燥注意報が発令されており、外も室

内も乾燥している状態です。乾燥状態はインフルエンザをはじめ風邪など猛威を振る

いやすい状況となります。ひき続き、手洗いやうがいを行い、室内の加湿をお勧めい

たします。加湿器などなくても濡れたタオルを一枚干したり、コップに水を入れ置い

ておくなどされても良いと思います。また、皮膚のかさつきや粉を吹いている状態は

かゆみを伴い、ひっかき傷など生じることがあります。この様なときは市販の保湿剤

や皮膚科医に相談し軟膏など処方されてはどうでしょうか。身体に潤いを与え、カラ

カラの時期を乗り切りましょう。 

 

❏ 介護支援専門員(ケアマネジャー)から 

暖冬といわれていますが、朝、晩の冷え込みはつらいものがありますね。 

今月は医療費控についてです。 

介護保険サービスの利用費が医療費控除の対象となっていることをご存知でした

か？ 

①訪問看護（以下のサービス⑤まで予防も含む） 

②訪問リハビリテーション 

③居宅療養管理指導 

④通所リハビリテーション 

⑤短期入所療養介護 

⑥介護老人保健施設 

⑦介護療養型医療施設へ支払った一部負担金。 

①～⑤のサービスと併せて利用すると生活中心型以外の訪問介護や訪問入浴、通所介

護、短期入所介護等も対象となります。例えば、桜台訪問看護ステーション又はミレ

ニアム桜台のデイケアを利用されながら、ヘルパーさんに入浴介助に来ていただいて

いる方などは全てにおいて医療費控除の対象となるということになります。 

当然阿部クリニックに支払った費用も対象です。 

他、条件を満たせばオムツに関しても対象となります。 

桜台訪問看護ステーション スタッフ一同 

[連絡先] 

〒176-0002   東京都練馬区桜台 2-1-13 

TEL：03-5946-5520  FAX :03-5946-3785 
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2 月  診 療 科 目 表 

◇：中内幹雄先生⇒(月・金)、中内やよい先生⇒(水)となります。 

担当医は、学会等の都合により代診・休診の場合があります。 

 

【編集雑記】男性は 25､42､60 歳の 3 回。女性は 19 と 33 歳の 2 回といえば厄年。男

性の 42歳と女性の 33歳は大厄というが科学的･理論的な根拠はありません。42歳は

｢死に｣､33 歳は｢散々｣に通じるというゴロ合わせに過ぎないそうです。とはいえ男性

42歳、女性 33歳という年齢は肉体的な変化が現れ始める頃で病気にかかり易い時期。

厄年のルーツは､中国古代の易学､又は平安時代に公家の間で流行した陰陽道といわ

れていますが､いずれも占いの一種。一説には､巫女などが厄払いの報酬を目当てに､

厄年を作ったともいわれています｡江戸時代､米沢藩の危機を救った名君･上杉鷹山が

厄年を迎えた時､厄年は根拠のない迷信で､知識人が信じるものではないと断言し厄

払いの行事を撤廃するという大胆な改革を行い､当時厄年を信じる人達には反発され

たそうですが､今日その英断は多くの歴史家に高く評価されているそうです｡ 

チョコにも、何かカラクリが…怖い。                                  小高 広 

編修/発行 医療法人財団 秀行会 阿部クリニック 

[連絡先]〒176-0002 東京都練馬区桜台 2-1-7 

阿部クリニック 広報委員会 

TEL：03-3992-1103 FAX :03-3992-1008 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/ 

日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 

1 診 2 診 3 診 1 診 2 診 3 診 1 診 2 診 3 診 1 診 2 診 3 診 

1木 狩野 明石  須賀  宮田 15木 狩野 高橋  須賀  宮田 

2金 中村  中内 中村  岩田 16金 中村  中内 中村  岩田 

3土 千村 石神 斎藤    17土 千村 石神 斎藤    

4日       18日       

5月 中村  中内 中村   19月 中村  中内 中村   

6火 秋下 高橋  小島 廣田  20火 秋下 高橋  小島 廣田  

7水 中村  中内 中村  宮田 21水 中村  中内 中村  宮田 

8木 狩野 高橋  須賀  宮田 22木 狩野 高橋  須賀  宮田 

9金 中村  中内 中村  岩田 23金 中村  中内 中村  岩田 

10土 須賀 須藤 宮田    24土 須賀 石神 宮田    

11日       25日       

12月       26月 中村  中内 中村   

13火 秋下 廣田  小島 高橋  27火 秋下 高橋  小島 高橋  

14水 中村  中内 中村  宮田 28水 中村  中内 中村  宮田 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/

