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さくら診報 
    For Others 

平成 19年 4月 1日 発行 第 43号 

愈々春爛漫。真夏、真冬といいますが、真春、真秋と言わないのは何故でしょう。 

さて、中内先生による『脳の不思議』その 6を、 

祖川先生による『すわる』について、お送りいたします。 

❏【 脳の不思議 】(その 6) 

今回は小さなミクロで見てみましょう。 

最も小さく考えるとそれは量子力学にほかならないようです。 

人体の解剖学、組織学、生理学、生化学、分子生物学などは、一般書でも結構理解で

きるところが多いですが、さらなるミクロの素粒子の世界は、物理学者でないとつい

てゆけません。人体は骨格や筋肉で大まかに形づくられ、内部に種々の臓器を持ちす

べてが神経系、循環器系、内分泌(ホルモン)系などでつながれているようなものです。

全ての組織はどこも細胞群で構成されています。いろんな臓器が役割分担して活動し、

バランスよく生命現象を営んで全体が出来上がっています。酸素を吸いながら、炭水

化物、蛋白質、脂質、その他の栄養を食物として摂り、各細胞内で呼吸と代謝をおこ

ないエネルギーを産み出しています。そのエネルギーで活動しています。各細胞はそ

の場に合った形や機能をもっていますが、その細胞の中の種々の物質が動き変化しま

す。蛋白質を作ったり、蛋白でできた酵素で別の生化学反応をおこしたりします。 

物質はあくまで物質で、その動きが生命だといえます。 

 脳の細胞も例外ではなく基本的には同質の現象を営むのですが、コンピュータ配線

のように生理学的に電気現象をおこして、情報を伝えたり、神経伝達物質を出して他

の神経を刺激したり抑制したりして、複雑なネットワークを構成しています。生化学

的物質変化現象も、電子など素粒子レベルで考えると、量子力学的に｢なぜそう動く

のか｣を考えねばなりません。最近では、無秩序から秩序を生む自己組織化現象(ひと

りでにまるで意志があるかのように生命が出来上がっていくような現象)も云われは

じめ、生命ができゆくこと自体が謎に包まれたままのようです。その神経細胞群が、

無数に集まり同時に活動することによって意識―心が生まれているようです。 

ミクロの世界に入っていっても生命・心が｢物｣としてはなかなか見えないのが実情で、

謎のままです。 

 以前述べましたクオリア(qualia)；質感が心の本質なのでしょうか。 

それがもっとわかれば幸せにつながるような気がします。 
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❏【すわる】 

｢坐｣という字を見ると 

私は胡坐をかいている人の正面像を連想するのですが、 

字の起源は土の上に二人の人が向かい合ってすわって

いる様子で、家の中で坐わっていると｢座｣という字に

なるそうです。現代では座るというと椅子に座ることが多いですね。 

人間には体重を支えるために適した場所が 2ヶ所あります。ひとつは足の裏、もう

ひとつは坐骨の出っ張りとそれを取り巻くお尻の部分です。それらで体重を支えると

筋力を効率よく使い適度に体重のかかる部分を移動させてストレスを分散させる機

能が働きます。ところが人間はなるべく楽をしたいものですから、身体を支える労力

を最小限にするため、背もたれや肘掛のある椅子では 

それらにもたれかかり体重を預けようとします。すると、もたれることによって身体

の自発的な動きが封じられ、同じ部分にストレスを受けることになります。 

また、もたれた部分からは身体を押し返す横方向の力が働き、 

背骨は自然な状態を保てなくなり身体は歪んでいきます。 

良い座り方とはどのようなものでしょう。 

まず椅子ですが座面がしっかりしたものが良く、 

身体の沈み込むソファーのようなものは適しません。 

椅子には浅く腰掛け、足を前に投げだしたり背にもたれたりはしません。 

つまり太腿の半分から膝までは座面から外に出るように座り、 

膝は 90度程度に曲げ、足の裏面は床にぴったりと着くようにします。 

では姿勢を整えましょう。 

お尻が土台で、その上に腰・肩・頭を順に乗せていくのが基本です。 

まず骨盤を少し前に傾けます。すると背骨が伸びていくのが感じられると思います。

このとき骨盤を前に傾けすぎると背骨が過度に反ってしまうので注意してください。

次に肩を少し後ろに引きますと背骨の上部が伸びてゆきます。 

そして肩の上の方に耳の位置が来るように顔を正面に向けたまま 

頚(くび)を起こします。 

どうです、頭がスッキリしてきたでしょう、座禅を組んだ時のような雰囲気です。 

常にこの姿勢で座るのは難しいですが、 

時々このようにして姿勢を整えると歪んでいた身体はストレスから解放されます。 

 

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 】 

❏ 訪問看護師より 

3月下旬より桜がほころび始め、 

暖かさを感じることが多くなってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？ 

今まで季節に合わせた内容で書かせていただきましたが、 

今年度は、テーマを決めて書いていこうと思っております。 

テーマとして 

フットケア・・・・足の爪の切り方について 

口腔ケア・・・・・口の中をきれいにするといいことが＊＊＊ 

便秘・・・・・・・なかなか聞けないけどとっても困りますよね 

肩こり・・・・・・肩こりの解決策は何？ 

暑さに向けて・・・暑くなった時に注意することって何？ 

などを、考えています。 

皆様の身近な話題だと思いますので、お楽しみに 

❏ 介護支援専門員より 

平成 18年 4月の介護保険の改正から 

ヘルパーさんの事、ベッドの事、車椅子の事、 

大変な思いをされた方もいらっしゃると思います。 

｢何で？｣と思うことも多かったのではないでしょうか？ 

いろいろな話を聞かれた方もいらっしゃったのではないでしょうか？ 

私たち介護支援専門員も 

｢福祉用具を借りている方は、半年に 1回は担当者会議をしなさい｣とか 

｢モニタリングは毎月しなさい｣とか 

本当に書類に振り回されています。 

でも、それは介護保険を使っている方に自立に向けての援助が出来ているのか？ 

利用者さんの希望だけを聞いてケアプランを作っていないか？ 

等の点検の意味が含まれています。 

介護保険でできることできないことがありますので、 

そのことについて来月から書いていければと思っております。 

 

 

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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4 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≫、4月より診療科目の変更があります。ご注意ください。 

 

≪代診について≫、7(土)千村先生から中内(幹雄)先生、 

12(木)、19(木)狩野先生から中村院長へ、それぞれ、変更させていただきます。 

 

【編集後記】｢忘｣という字は､心が亡びると書きます。存在は、忘却の彼方に押しや

りたいところでしょうが、心を亡ばしてはならないと自戒を込めて思います。 

須賀先生、斎藤先生、長い間ご苦労様でした。 

そして、公私に渡りありがとうございました。                          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日       16月 中村  中内 中村  岩田 

2月 中村  中内 中村  岩田 17火 秋下 高橋  大池 廣田  

3火 秋下 高橋  大池 廣田  18水 中村  中内 中村  宮田 

4水 中村  中内 中村  宮田 19木 中村 明石  中内  宮田 

5木 狩野 明石  中内  宮田 20金 中村  中内 中村  岩田 

6金 中村  中内 中村  岩田 21土 千村 石神     

7土 中内 石神     22日       

8日       23月 中村  中内 中村  岩田 

9月 中村  中内 中村  岩田 24火 秋下 高橋  大池 高橋  

10火 秋下 廣田  大池 高橋  25水 中村  中内 中村  宮田 

11水 中村  中内 中村  宮田 26木 狩野 明石  中内  宮田 

12木 中村 明石  中内  宮田 27金 中村  中内 中村  岩田 

13金 中村  中内 中村  岩田 28土 千村 石神     

14土 千村 須藤     29日       

15日       30月       

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

