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さくら診報 
       For Others 

平成 19年 3月 1日 発行 第 42号 

暦のうえでは、雤水・啓蟄・春分と、春に向かって芽吹く季節に入ります。 

また、入学、就職と新しい息吹が芽生える時期に入ります。その影に卒業など別れも

ある複雑な時期です。太陽は地球の赤道の真上を南から北に横切るため、昼と夜の長

さがほぼ等しくなり、気持ちを、暖かく包み込んでくれる季節でもあります。 

さて、今回も中内先生による益々興味深い『脳の不思議』(その 5)として、 

また、祖川先生による『続・つえの話…五十にして杖を持った話』について、 

お送りいたします。 

❏【 脳の不思議 】(その 5) 

心の主座は脳であるとされています。その脳は物質でできています。 

脳を、いや生命全体を、マクロな(巨視的な)面からと、 

ミクロな(微視的な)面から、眺めていけば、心の秘密がわかるかもしれません。 

まず大きなマクロで見てみましょう。それは宇宙の考察にほかなりません。 

サー・フレッド・ホイルの命名(造語)でビッグバンという宇宙の始まりから考えねば

なりません。無から有が生じるように、ある一点に大爆発があって宇宙が誕生したそ

うです。その事自体がまず謎です。 

誕生して、0.0001秒後、飛び交っていたクウォークという物同士が引き合って、 

陽子や中性子が誕生、つづいて温度がさがるにつれて約 38 万年後水素原子が誕生し

ました。他の元素は、約 4億年経って誕生し始め、いろんな反応でいろんな物質がで

きつつ、宇宙が拡がってきました。 

今の大宇宙も膨張し続け、約 150億年経過中だそうです。 

無数の銀河団、各銀河、無数の恒星、惑星、衛星、その他の星屑になってきたわけで

すが、わが銀河系の太陽系の第 3惑星・地球もすべて宇宙構成の物質から成り、その

地球に誕生した生命もつまるところ宇宙の要素です。 

宇宙自体が生命ともいわれますが、どうもピンときません。身の回りの動植物や私た

ちの身体を考えると「生命」感があります。生命誕生から連綿と命が伝えられてきて、

その一部に人間も存在しています。どう考えても、宇宙の物質からうまれてきたわけ

で、いろんな生命のうち、人間は殊に複雑な精神をもつに至りました。 

心―意識は不思議です。 

次回ミクロ考察をしたいです。 

病気があってもなくても、心のやりとりで幸福を分かち合いましょう。 

医療法人財団秀行会阿部クリニック 

副院長 中内 幹雄 
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❏【続・つえの話…五十にして杖を持った話】 

私は昭和 28年生まれでして 50代も半ばを

むかえますが、老けて見られるようで 10 年

も前から電車で立っていると席をゆずられ

たりします。そんなわけではないですけど最

近杖を買いました。といってもスキーのスト

ックに似ていてポールといいます。正確には

｢杖｣というよりは舟の船頭さんの使うよう

な｢棹｣のような物といったほうがいいよう

です。これを 2本両手に持ってクロスカントリースキーのように操るのです。 

これはノルディックウォークというウォーキングエクササイズです。 

やってみるとまず街を歩いている自分の視点が高くなったことに気づきました。 

背が少し伸びたような感じです。 

昨年、歩くことについてお話したときも述べましたが、 

歩くことの重要な要素のブレーキとアクセルの切り替え動作も 

ポールを突くことでとても効率的で、足の踵から地面に着いてつま先で蹴りだす 

一連の動きがスムースに実行できます。 

背筋を伸ばして、腕を振って、 

大股で歩くという一つ一つの動作がとても快適なのです。 

歩きたくてウズウズする気分は長く忘れていた感覚です。 

どのくらい歩けるか試してみようと休日に山手線に沿って歩いてみました。 

10時間歩き続け結構きつかったですけど何とかポールのおかげで 

ぐるりと 1周完歩できました。 

それからも出かけるときはほとんど 2本のポールを持って行きます。 

通勤などで普段歩くことが立派なスポーツになっています。 

私の生活圏ではそんな格好で歩いている人は他に見かけませんので 

ちょっと目立ちますけど、それはそれで自分が見知らぬ街を 

歩く旅人になったような気分が少し味わえます。 

別にノルディックウォークでなくても、 

歩くことが少しおっくうになってきた方が杖を持つことにより 

気軽に歩けたり歩行距離が伸びたりする効果は期待できます。 

道具をひとつ手に入れて新しいことを始めてみるものいいものです。 

 

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 】 

❏ 訪問看護師より 

花の便りもあちこちから聞かれるようになり、春もすぐそこです。 

さあ 3月です。3月 3日は桃の節句と、耳の日でもあります。 

皆さんは耳に関心を持っていますか？ 

耳の形は一人一人違うそうです。耳の形で個人を特定するように耳の写真を運転免許

証に使っている国があるとか。またいつの間にかテレビの音量が上がっていたり、人

と話していて聞き返すことが多くなったりしていませんか。耳にトラブルがあるかも

しれません。取れない奥に耳垢があるかもしれません。一度耳鼻科に行ってみてくだ

さい。また快適な日々が帰ってくることでしょう。若い方で気をつけたいのが、イヤ

ホーンを使っている方をよく見かけますが、ついつい音量が大きくなり耳を傷める可

能性があります。マナーと共に耳を守るためにも音量は控えめに！ 

あなたも耳のこと気にしてみましょう。 

❏ 介護支援専門員より 

はじめまして。新任のケアマネージャーの阿部克明と申します。 

よろしくお願いします。今年も確定申告の季節がやって参りましたので 

今月は医療費控除についてお話します。 

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受ける

ことができます。これを医療費控除といいます。 

医療費控除の対象となる医療費の要件は、 

1．納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 

支払った医療費であること。 

2．その年の 1/1～12/31 までに支払った医療費であること。 

医療費控除の対象となる金額は、次の算式で計算した金額(最高で 200万円)です。 

≪算式≫その年に支払った医療費－保険等で補てんされる額－(10 万円又は所得の

5％いずれかの少ない額)＝医療費控除額 

医療費の範囲は差額ベッド代を含む医療費、お産の費用、歯の治療費、はり、灸、 

マッサージ、売薬、漢方、老人保健施設の利用料、特別養護老人ホームの利用料の 

一部、訪問看護ステーション利用料、その他補聴器、オムツ代など多岐にわたります。

また、介護保険制度下での医療費控除の対象となる居宅サービスもありますが、 

やや複雑で分かりづらいので最寄りの税務署または担当のケアマネージャーに 

お尋ねください。 

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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3 月  診 療 科 目 表 

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。 

休診については受付のお知らせをご覧ください。 

尚、今月は 15日(木)狩野先生の代診として中村院長となります。 

 

【雑記】｢犬も歩けば棒にあたる｣よく使われる諺です。これは何か行いをしようとす

るとそれだけで災難にあうことになりますが、棒を災難ではなく、幸運とし、｢何か

を続けていれば思わぬ幸運にめぐり合う｣と捉えることにもできます。｢転がる石に苔

は生えない｣など、座右の銘にしている方もおります。この言葉、｢苔｣をどのように

解釈するかで、意味が変わります。｢苔｣の意味を｢悪習｣とすれば｢常に動き続けなけ

ればならない｣となり、｢技能｣とすれば｢あわてずじっくりと事を成す｣となります。

言葉には多面性があり、常に前向きに考えたいと思います。              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 16金 中村  中内 中村  岩田 

2金 中村  中内 中村  岩田 17土 千村 石神 斎藤    

3土 千村 須藤 斎藤    18日       

4日       19月 中村  中内 中村   

5月 中村  中内 中村   20火 秋下 高橋  小島 廣田  

6火 秋下 高橋  小島 廣田  21水       

7水 中村  中内 中村  宮田 22木 狩野 高橋  須賀  宮田 

8木 狩野 高橋  須賀  宮田 23金 中村  中内 中村  岩田 

9金 中村  中内 中村  岩田 24土 須賀 石神 宮田    

10土 須賀 石神 宮田    25日       

11日       26月 中村  中内 中村   

12月 中村  中内 中村   27火 秋下 高橋   高橋  

13火 秋下 廣田  小島 高橋  28水 中村  中内 中村  宮田 

14水 中村  中内 中村  宮田 29木 狩野 高橋  須賀  宮田 

15木 中村 高橋  須賀  宮田 30金 中村  中内 中村  岩田 

   31土 千村 石神 斎藤    

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

