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さくら診報 
    For Others 

こと座：べガ 織女(織姫)                                                 わし座：アルタイル 牽牛(彦星) 

平成 19年 7月 1日 発行 第 46号 

梅雨はどこにいってしまったのでしょうか。 

一昔前までは、｢6 月＝梅雨｣という印象でした。昨年、関東の梅雨明けは 7 月 30 日。

今年の状況を考えると、｢7月＝梅雨｣でしょうか？ 

じめじめした雨の日が続くのは鬱陶しいですが、それ以上に水不足が心配です。 

さて、中内先生による『脳の不思議』その 9を、 

祖川先生による『たつ』その 3について、お送りいたします。 

❏【 脳の不思議 】(その 9) 

脳の｢器質的｣異常で最も多いのが、脳血管障害(脳卒中)です。 

分類もいろいろありあますが、まずは脳内出血とクモ膜下出血を述べます。 

出血部位分類も、概略して被殻出血・視床出血、これらは運動神経の隣に位置します

ので、反対側の運動麻痺即ち、右または左の片麻痺(半身不随)をきたします(運動神

経は延髄まで下がって 9 割方左右に交差し反対側を支配しますので)。 

高血圧や高脂血症を背景として発症しますので、そちらを治療するのが予防です。 

 クモ膜下出血は、脳の表面のクモ膜の下のクモ膜下腔を走る血管にコブ(動脈瘤：

どうみゃくりゅう)ができ、やはり高血圧で破裂し脳血管内にカテーテル(管)を走ら

せて、コブの中にものを詰めて破裂を止める血管内手術が主流です。場所によっては

開頭することもあります。出血した血液で脳血管れん縮(収縮して細くなること)で脳

梗塞が出来たり、脳室内に影響して、水頭症(正常圧水頭症)が出現し、認知症が発症

することもあります。 

 次に、こちらのほうが多いですが、閉塞性疾患即ち脳梗塞です。 

これも部位によって様々の症状が出現します。片麻痺や失語症など高次脳機能障害、

視力・視野障害、認知症などです。 

 メタボリックシンドローム(代謝症候群・内臓脂肪症候群)は上記脳機能障害の最大

の危険因子で、心臓の虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の原因ともなります。 

 説明は紙面が足りませんが、脳血管障害は、 

その方の人生のありようを一変させてしまい、ご家族の生活パターンまで影響します。

是非、高血圧・高脂血症・糖尿病・痛風など動脈硬化をきたすご病気をきちんと治療

しましょう。上手に付き合えば予防でき、怖くはありません。 

病気あっても幸せを追求しましょう。 
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❏【たつ】(その 3) 

立っているときにバランスを保つためには足の働きだけでは不十分です。 

頭の中にある平衡感覚をつかさどる機能がしっかりと働いていなければなりません。

立位テストでその働きぐあいを知ることができます。 

 最初のテストは両足を閉じて立ちます、このときつま先が開いたりしないよう両足

の内側がぴったりくっつくようにしてください。両腕は自然に下に垂らした姿勢で正

面を見て立ちます。30 秒間、身体が揺れずに立っていられれば OK です。時計を見な

くても｢いーち、にーい｣と 30 まで数を勘定すれば簡単です。そのあと同じ姿勢で眼

を閉じてみましょう。これも 30秒で OKですが、70 才以上の方は少し身体が揺れても

かまいません。 

次のテストは片足のつま先の前にもう片方の足のかかとをつけ両足が縦に一直線

になるようにして立ちます。65 才未満の成人は 30 秒間、65 才以上は 20 秒、70 才以

上の方は 10秒、80才以上の方は立てれば OKです。 

次に眼を閉じて同様のテストをするのですが立っているときにぐらぐら揺れて危

なっかしい方は無理をせずお止めください。試そうとされる方は転びそうになったと

き支えてくれるような人に立ち会ってもらってください。 

65才未満の成人は 30秒、65才以上は 5秒、70才以上は立てれば OKです。 

いかがでしたか、うまく出来なかった方は平衡感覚をつかさどる頭の中の迷路と呼

ばれる部分がうまく働いていない可能性があります。もちろんこれだけで断言は出来

ませんし、膝や腰などに障害のある方は例外です。眼を閉じたとき上手くバランスが

取れなかった方はトレーニングとして今回のテストと同様のことを取り入れますと

改善が期待できます。音楽を聞きながらでもよいですから眼を閉じて立ってみましょ

う。最初は両足を閉じないで安定した立位姿勢で行い、それが出来たら両足を閉じた

姿勢、さらに両足を縦に一直線に揃えた姿勢とだんだん難しくして行きましょう。 

感覚がだんだん目覚めてきます。 

 

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 

梅雨に入り、雨に濡れた紫陽花が鮮やかに咲いて、 

雨の憂鬱さを忘れさせてくれています。 

さて、2回にわたり、フットケアについてのお話です。 

二足歩行の人間が安定した立位を保つためには、 

足が地面に十分に接することが重要です。 

足や足の爪は、身体を支えるという大切な役割をもっています。 

その中でも最も重要な役割を担っているのは『爪』なのです。 

足の爪は指先を保護するだけでなく、体が倒れたりしないように足指に力を込めて 

バランスをとるためにも必要です。 

爪や足が健康でないと足元が不安定になるため転び易く、 

又、痛みがあると歩行が億劫になり、特に高齢者にとっては｢寝たきり｣となる一因に

もなる可能性があります。 

ご高齢者に多い足と爪の問題の主なものには、 

外反母趾、白癬症(水虫)、爪白癬、巻き爪、爪の変形、たこや魚の目などがあります。

日ごろから足元に注意してよく観察し清潔にし、 

日常のお手入れでトラブルを解消しましょう。 

 

❏ 介護支援専門員より 

はじめまして、4月から入職しました小島と申します。 

｢介護保険でできること、できないこと｣について、 

3回にわたり、紹介したいと思います。 

今回は、福祉用具のお話をさせていただきます。 

福祉用具といえば、杖・車椅子・ベッド・手すり、など、あると便利なのですが、 

過剰になるとかえって、ご利用者様の出来ることまで奪ってしまうことがあります。 

介護保険を利用することにより、福祉用具のレンタルや購入、手すり設置の工事等が 

とても安く済むことがあるのです。しかし、それぞれに制約があります。 

来月は、レンタルできる商品について、取り上げていきたいと思います。 

 

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 

桜台訪問看護ステーション便り 
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7 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日       16月       

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 狩野 明石  中内  宮田 

5木 狩野 明石  中内  宮田 20金 中内   中内  岩田 

6金 阿古  中内 阿古  岩田 21土 千村 石神     

7土 千村 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 廣田  

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 中村  中内 中村  岩田 

 31火 中村 高橋  大池 高橋  

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。 

 

【編集雑記】 

星も季節と同様、静かに動いています。春の宵は次第に初夏の兆しが見えはじめ、 

梅雨の気配も入り混じり、静かに、確実に変わってきています。星座には伝説が沢山

あり、実際、空に輝いて見える星にも、星座とは違ったロマンがあります。 

｢春の大三角｣、｢春のダイヤモンド｣と呼ばれるものがあります。｢春の大三角｣とは、

アルクトゥルス、スピカ、デネボラの 3つの星です。このうちアルクトゥルスは秒速

125kmのスピードでスピカの方に向かって動いているそうです。5～6万年後にはアル

クトゥルスは、スピカと並んで輝いて見えるようになるそうです。西暦はようやく

2000 年を越えたばかりで、5～6 万年後という未来を語るには、確かに人よりも星の

方が相応しい様な気がします。                                        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/ 

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

