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さくら診報 
    For Others 

平成 19年 5月 1日 発行 第 44号 

例年、山形県蔵王ではエコーライン開通に備え除雪に忙しく、 

片や干葉県東庄町では、既に早場米｢ふさおとめ｣の田植えが始まっている、となるが

年々各地により、様子が変化するのではないでしょうか。 

さて、中内先生による『脳の不思議』その 7を、祖川先生による『たつ』について、

お送りいたします。 

❏【 脳の不思議 】(その 7) 

｢感動｣ということばがあります。文字どおりには感じて(心や身体が)動くというこ

とでしょうか。感じる心を現す言葉も喜怒哀楽に始まり無数にあり、さらに言葉にな

らない名状し難い心理状態もあります。言葉を話さない(鳴き声など、人間の言葉に

比して単純な音声を放つ)動物たちも心や感情を持っています。心の主座は脳と述べ

ましたが、心臓移植を受けた人の心が臓器提供者(ドナー donner)の心や好みがそっ

くりになって、人柄や身動きのクセまで変わってしまう例があることを考慮しますと、

心はやはり心臓にもあるのだろうかと思ってしまいます。これは心臓内分泌物質が、

脳の記憶や情動を担う辺りの回路のシナプス(神経のニューロンの接合部)の伝達物

質や受容体に、何らかの作用を及ぼして起きているのだと思われ、やはり心の主役は

脳だろうと思います。 

 一方、 動きも単純な動きからフィギュアスケート選手やその他多くのスポーツや

芸や芸術にかかわる複雑な運動も無数にあります。一部繰り返しになりますが、意図

(意識)して運かす動きに関わる神経ルートは錐体路(すいたいろ)、無意識の絶妙な反

射運動に関わる神経ルートは錐体外路(すいたいがいろ)と呼ばれ、心も動きながら神

秘的な動きが人を感動させます。それぞれの道の天才は、どうやって脳を働かせてい

るのでしょう。 

 種々の外界からの刺激(情報入力)に対して瞬時に感動し名状し難い思いがわき上

り、心臓も動悸がしてドキドキしますが、脳が抱くこの全体像的質感が前述のクオリ

ア(quolia)で、それに対して心も身体も動かしながら抱く情念もクオリアでしょう。

脳内現象はひとすじ縄では表現できません。神秘的です。前述しましたように、東大

の脳研究者の茂木先生は、1982年オーストラリアのフランク・ジャクソンが提唱した

クオリアを引用発展させ、哲学にまで言及されています。このクオリアを念頭に、正

常(生理的)状態と、異常(病的)状態について、今後お話してまいりたいと存じます。 

 脳に幸福感が生まれれば病気でも幸せです。 
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❏【たつ】 前回が｢すわる｣でしたので今回は、｢たつ｣についてお話します。 

およそ 400万年前に猿人が 2足歩行を始めました。 

2 本足で立つことにより手は体重を支え

る仕事から解放され、それからさらに数

十万年後に道具を使う原人が現れるよう

になります。立つことがヒトをヒトとし

て存在させる基盤をつくったのです。 

 立位姿勢では足の裏が土台となります

が足関節(足首の関節)を支点として重心

はたえず移動しています。 

足関節を動かす筋肉では、つま先を上げ

る働きをする向うずねの外側にある前脛

骨筋(ぜんけいこつきん)と、つま先を下

げる働きをするふくらはぎにあるヒラメ

筋や腓腹筋(ひふくきん)が主に活躍します。 

安定して効率のよい立ち方では身体が前に倒れるのを背面の筋肉が支えている状態

となっています。足関節ではヒラメ筋や腓腹筋が頑張ってくれているわけです。 

このときのヒラメ筋は 10％程度の収縮力で働き、身体を支える他の筋肉は 

わずか 2～3％の収縮力でしか働いていません。 

身体はかなりの省エネモードとなっています。 

バランスの取れているときの身体の重心線は横から見ると足の外くるぶしの約 2cm前

を通ります。かかとからつま先までの距離の 30％以内のところに重心線が移動すると

自動的に前脛骨筋が働いて身体を前に倒すようにします。 

このように足関節は安定して立つためにとても大切な部分なのです。 

よく運動前の準備体操で足首をまわしたりアキレス腱を伸ばしたりしまずが 

(そのとき前脛骨筋・ヒラメ筋・腓腹筋がストレッチされているのです)その重要性が

わかっていただけるでしょう。 

良い座り方を前回お話いたしましたが、良い姿勢

とはそもそもは良い立ち方が基本なのです。バラ

ンスよく立っているときの背骨や骨盤の状態が座

っていても寝ていても保てるような状態が良い姿

勢とされているのです。 

 

 

ミレニアム桜台 

理学療法士  祖川信雄
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❏ 訪問看護師より 

今年の春は桜の時期に 19年ぶりに雪が降る異常気象となり、体

調を崩す方も多かったのではないでしょうか。 

こいのぼりも踊る、暖かな陽気から日中は気温があがってきます。 

この時期は目には見えない汗が多く、知らないうちに身体から

水分が蒸発しているものです。夏本番を前にご自身で 1 日にどの

位の水分を飲んでいるかを調べてはいかがでしょうか。病気によっては水分制限をさ

れている方は医師の指示どおりにしていただき、特にない方は最低でも 1000ml(1ℓ)

できればペットボトル 1 本(1500mℓ)は摂っていただくことが理想とされております。 

大変だな！と思われるかもしれませんが、愛用されている湯のみやコップなど 

何 mℓ入るかをチェックしてみましょう！ 

❏ 介護支援専門員より 

4月号で書いた、介護保険で、 

できること・できないこととは、どういうことでしょうか？ 

今回は、ヘルパーさんのことについて、ちょっとお話したいと思います。 

掃除ができないからヘルパーさんに来て貰い、掃除をお願いしたいという 

Aさんと Bさんがいます。 

 Aさん Bさん 

介護保険は？ 使っている。 使っている。 

誰と暮らしているか？ 一人暮らし。 息子さんと同居。でも、 

仕事をしているため昼間

は一人で過ごしている。 

掃除でヘルパーさんに 

来て貰えますか？ 

掃除で来て貰えます。 

できないところの 

サポートをして貰います。 

掃除では 

来て貰えません。 

何でこのようなことがおきるのでしょうか？ 

詳しくは、6月号で！！ 

                         

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 

桜台訪問看護ステーション便り 
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5 月  診 療 科 目 表 

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火 秋下 高橋  大池 廣田  16水 中村  中内 中村  宮田 

2水 中村  中内 中村  宮田 17木 狩野 明石  中内  宮田 

3木       18金 中村  中内 中村  岩田 

4金       19土 千村 石神     

5土       20日       

6日       21月 中村  中内 中村  岩田 

7月 中村  中内 中村  岩田 22火 秋下 高橋  大池 廣田  

8火 秋下 廣田  大池 高橋  23水 中村  中内 中村  宮田 

9水 中村  中内 中村  宮田 24木 狩野 明石  中内  宮田 

10木 狩野 明石  中内  宮田 25金 中村  中内 中村  岩田 

11金 中村  中内 中村  岩田 26土 千村 石神     

12土 千村      27日       

13日       28月 中村  中内 中村  岩田 

14月 中村  中内 中村  岩田 29火 秋下 高橋  大池 高橋  

15火 秋下 高橋  大池 廣田  30水 中村  中内 中村  宮田 

 31木 狩野 明石  中内  宮田 

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。 

 

【編集後記】 真夏、真冬というが、真春、真秋と言わないのは何故？と書いたとこ

ろ、｢夏の暑さ、冬の寒さには頂点があるが、春、秋の気候は穏やかなので、あえて

強調しないということで、その分、春爛漫、秋たけなわなどと言いますでしょう｣と、

知人の小母さんからのお返事が。有難く拝聴致しましたが、知ってますぅ～。互いに

新聞、小説、その他雑学各々より、感動した一言、子供に伝えたい一言など、今ハヤ

リのネタ帳？として収集癖の同士。その小母さんが、｢ヒロシさん、先越されたね、

東京タワー…。今度はときどきオバンで行こうよ｣と。ワンパクの頃より唯一の理解

者であり続けた頭のあがらない春子オバン。ま、自分で言うので良しとしましょう。

いつまでもお元気で、と小春日和の会話でした。                       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/ 

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

