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さくら診報 
    For Others 

平成 19年 6月 1日 発行 第 45号 

春から夏へと変わりつつある今日この頃です。季節の変わり目であるこの時期、 

体調を崩し易いと言われています。風邪などひかないように、注意して下さい。 

さて、中内先生による『脳の不思議』その 8を、 

祖川先生による『たつ』その 2について、お送りいたします。 

❏【 脳の不思議 】(その 8) 

 これまで中枢神経(脳と脊髄)のうちの｢脳｣について、 

正常な機能を述べてみましたが、意識・心の神秘が語り尽くせない程です。 

 この辺で病態について概説したいと思います。 

脳という臓器に物理的に異常が発生あるいは外界から侵入して病気をひきおこすの

を｢器質的｣異常、それらが明らかにはないが、働きが異常となるのを｢機能的｣異常と

呼び、大別できます。器質的異常の方がどちらかというと理解し易く、例えばここに

脳腫瘍ができたらこんな異常が出るというふうに、概ね対応させることができます。

器質的異常も結構多く、先天奇形、脳血管障害(出血や梗塞)、脳腫瘍、外傷、感染症、

代謝異常によるものや、原因不明のまま神経が種々のパターンでこわれていく病態

(神経難病)等たくさんあります。脳神経外科・神経内科・一般内科が担当する疾患群

です。機能的異常も種類は多く、てんかんや心身症、双極性障害(そううつ病)うつ病

性障害、統合失調症、種々の恐怖感やパニック障害など、これもたくさんで中身が複

雑です。心療内科・神経内科・精神科・一般内科などが担当する疾患群です。 

 高次脳機能という語があります。思考・言語・見当識・記憶その他人間特有の認識

機能です。Cogito ergo sum.(ラテン語でコギトー・エルゴー・ズムと読む)＝I think, 

therefore I am.日本語訳は｢我思う、故に我あり｣です。この cogito 由来の

cognition(コグニション・認識)があり、 cognitive function(コグニティブファン

クション・認識或は認知機能)そしてその障害が cognitive dysfunction(コグニティ

ブディスファンクション・認識あるいは認知機能障害)で、これを高次脳機能障害と

和訳では呼びます。 

 今話題の認知症 dementia(ディメンシア)は、高次脳機能障害が中核となっている

ことが分かります。 

 脳の障害では運動障害、感覚障害、感情障害、そして高次脳機能障害等がさまざま

な形で発症します。脳の病態も奥が深く悲惨でもありますが、その中にも幸せは感じ

とれます。 
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❏【たつ】(その 2)  

 電車に乗っていると立ちながら携帯電話を 

一心に操作している若者をよく見かけます。 

 

私などは電車がスピードを変えるたびによろけそうになるので 

つり革や手摺につかまらないと不安なのですが、 

若者はどこに寄りかかるでもつかまるでもなく 

携帯の画面から眼を離さず平然としています。 

立っているときにバランスを取る動作では 

前回申し上げたように、まず働くのが足関節(足首の関節)です。 

ここでバランスを取っているときには身体は見かけ上ほとんど動いていません。 

足関節で手に負えないような揺れが来たときは股関節が働きます。 

おしりを引いたり身体がのけぞったりするのはそのためです。 

それでも危ないときは足を踏み出して倒れるのを防ぐようにします。 

平然と立っている若者は私より足関節の働きが優れていたわけです。 

 

足関節のバランスを取る機能は年令とともに衰えていって 

80才代では 20代の 3分の 1程度に落ちます。 

転倒予防のための体力測定ではファンクショナルリーチテストというものが 

よく行われます。 

これは直立した状態で肘を伸ばしたまま腕を体の前に水平に挙げ、 

そこから前方に足を踏み出したりつかまったりせずに 

どこまで遠くへ手が伸ばせるかを測るテストです。 

手を伸ばした後もどこにも触れずに元の姿勢に戻ることが条件です。 

これには足関節の働きが大切なのですが、 

この結果が 15cm以下となると日常生活で転倒の危険性が 

かなり高くなるといわれているのです。 

私のバランス機能はどうかなと思う方はお試しください。 

25cmぐらいが 60～70代の平均です。 

でもテストで転ばないようにご注意くださいね、 

それこそ本末転倒ですから。 

 

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 

濃い緑に吹くさわやかな風から、しっとり雤にぬれる季節となります。 

気温差も大きく体調を崩されてはいませんか？ 

さて、今回は食中毒についてです。最近は暖房機器の普及、輸入食品の増加、 

食品の大量流通で食中毒は一年を通して発生しやすい状況です。 

食中毒の予防の 6つのポイントをお話します。 

ポイント 1：食品の購入  新鮮なもの、消費期限を確認して購入する。 

ポイント 2：家庭での保存 持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫で保存する。 

ポイント 3：下準備    手を洗う、きれいな調理器具を使う。 

ポイント 4：調理     手を洗う、十分に加熱する。 

ポイント 5：食事     手を洗う、室温に長く放置しない。 

ポイント 6：残った食品  清潔な器具容器で保存する、再加熱する。 

6つのポイントを確実に実行することが大切です。 

また、練馬区では 6月から 11月まで 65歳以上の方に検診を実施しています。 

お知らせが届きましたら、早めに近くの協力病院で検診を受けましょう。 

❏ 介護支援専門員より 

先月に続き、介護保険のヘルパーさんのサービスが、 

人により受けられたり、受けられなかったりするのでしょうか？ 

家族と同居しているかどうかで、違ってきます。 

どんなに家族が忙しく朝から晩まで仕事をしていたとしても、 

介護保険でのヘルパーさんは掃除や洗濯や買い物で入ることはできません。 

家族と同居している場合も、あるもので食事の準備と見守りができるかどうかです。

それも、目が見えなかったり認知症だったり、人の手がないと食事ができない人のみ

の場合です。同居というのは、世帯が一緒かどうかというものとは違います。同じ屋

根の下なら、1 階 2 階に別れていても同居です。敷地内に家が 2 軒建っていいても同

居です。詳しくは、練馬区の介護保険課に聞いていただくか、包括支援センターや各

支所・担当の介護支援専門員にお聞きください。 

 

 

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 

桜台訪問看護ステーション便り 
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6 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金 中村  中内 中村  岩田 16土 千村 石神     

2土 千村 石神     17日       

3日       18月 中村  中内 中村  岩田 

4月 中村  中内 中村  岩田 19火 中村 高橋  大池 廣田  

5火 秋下 高橋  大池 廣田  20水 中村  中内 中村  宮田 

6水 中村  中内 中村  宮田 21木 狩野 明石  中内  宮田 

7木 狩野 明石  中内  宮田 22金 代診  中内 中村  岩田 

8金 中村  中内 中村  岩田 23土 千村 石神     

9土 千村 須藤     24日       

10日       25月 中村  中内 中村  岩田 

11月 中村  中内 中村  岩田 26火 秋下 高橋  大池 高橋  

12火 秋下 廣田  大池 高橋  27水 中村  中内 中村  宮田 

13水 中村  中内 中村  宮田 28木 狩野 明石  中内  宮田 

14木 中村 明石  中内  宮田 29金 中村  中内 中村  岩田 

15金 中村  中内 中村  岩田 30土 千村 石神     

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。 

代診・休診については受付のお知らせをご覧ください。 

 

【編集雑記】地球上の植物の葉は殆どが緑色です。春から紅葉では風流もない。何故

緑色なのでしょう。葉緑素の為というのも決して間違いではないが、他に理由が。そ

れは、単に植物の先祖が緑色だったから。植物の先祖は、動物の先祖が海の生物のよ

うに、やはり海の中に。アオノリ、アオサなどの緑藻がそれ。海藻には、緑藻に他に、

ヒジキ、アラメなどの緑藻は浅い所、褐藻は中間、紅藻は深い所。この中で光を吸収

するのがもっとも苦手だったのが緑藻。その為、緑藻の中には、｢もっと光を｣とばか

り地上に出没。そのまま居つくものもいた。これが現在、地球上を覆っている植物の

先祖という訳です。もし、緑藻が海底の方が居心地良く、変わって紅藻が上陸してい

れば、地球上の植物は、皆赤い色をして、1 年中紅葉を楽しめたということに。波音

で目を覚ます優雅な水上コテージ生活。バルコニーから直接海に、のんびり読書、満

天の星空を眺めることも、無理なのかも。みな、赤色ですから。           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/

