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 さくら診報  
For Others 

平成 19年 8月 1日 発行 第 47号 

中内幹雄先生による｢脳の不思議｣は、今回をもちまして、最終回となります。 

長い間、ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。 

来月からは、中内やよい先生にバトンタッチとなります。楽しみです。 

さて、中内先生による｢脳の不思議 その 10｣を、 

祖川先生による｢歩きかた その 1｣を、お送りいたします。 

❏【 脳の不思議 】(その 10) 

 脳の｢機能的｣異常を概観してみましょう。一部は｢器質的異常｣が元になって｢機能｣

に障害をきたすものも含まれ、オーバーラップしています。ひとことで言うならば｢心

の病気｣と表現できますが、心＋身体に病状が出ることもあります。疾患の特徴とそ

れに効く薬物名を並べて書いてみます(ただし薬製品名はあえて出しません、種々の

科の医師や薬剤師の先生に聞いて下さい)。 

1）てんかん(先天性と器質的原因のある症候性）：種々の分類がありますが、 

全身の(全体又は部分の、そして精神のみの)けいれんないし異常行動発作。 

バルプロ酸、ジフェニルヒダントインなど。 

2）統合失調症：幻覚、妄想の重症型。異常言動を伴います。 

リスペリドン、クエチアピン、アリピプラゾールなど。 

3）うつ病性障害：意欲や興味の欠如と、自己否定から希死(自殺)念慮が出現します。 

パロキセチン、セルトラリン、フルボキサミン、ミルナシプランなど。 

4）双極性障害(そううつ病)：多弁過行動とうつ状態を繰り返します。 

炭酸リチウムなど。 

5）全般性不安障害：誘因や原因なく極度の不安に悩まされます。 

エチゾラム、アルプラゾラム、ジアゼパム、タンドスピロンなど。 

6）パニック障害：怖さや不安のあと、文字どおりパニックに陥り倒れてしまいます。 

パロキセチンなど。 

7）摂食障害：拒食で痩せるとか過食で太ったりします。 

イミプラミンやトラゾドン、炭酸リチウムなど(完全静脈栄養管理もありえます)。 

8）適応障害：とりまく環境に適応できず深く悩みます。 

不安には抗不安薬、うつ状態には抗うつ薬など。 

9）認知症(高次脳機能障害)：種々の型があり、 

タイプ別の治療とアルツハイマー型など。後者にはドネペジルなど。 

その他、病状は多大で深遠です。専門医の処方にて、現代では、よく安定を得ること

がかなり出来る時代で、ノルエピネフリン、ドーパミン、セロトニンなど脳内伝達物
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の過多や不足、脳のニューロンネットワークの是正で“寛解”を得て“幸せ”をキー

プできます。 

 脳は神秘的で美しい活動も、時に酷い誤作動も起こしますが、誰もが幸せを感じる

ことが出来るよう、医療従事者はお手伝いします。―――これが For Others です。 

 以上で｢脳の不思議｣のお話を終わります。 

      医療法人 財団 秀行会 

阿部クリニック 副院長 中内 幹雄 

 

 

 

❏【歩きかた】(その 1) 

前回まで｢すわる｣、｢たつ｣と話が進んできましたので、流れとしましては｢あるく｣に

なるわけですが、それについては以前に尐し触れたことがありますので重複しないよ

うに｢歩きかた｣についてお話しようと思います。 

おもてに出ますと様々な人々が様々な歩き方をされています。 

運動学の本では特徴ある歩き方に名前を付けていますのでそれをご紹介しましょう。 

≪船乗り歩行≫左右の足の幅を広くとって体をゆさぶるようにした歩き方で 

ヤクザ風の歩き方です。これに似ているのが相撲取り歩行といわれるもので、 

太った人に多く、足はちょっとガニ股で顔は上を向いています。 

花道を歩く力士の姿を想像していただければよいと思います。 

≪スイング歩行≫これはモンローウォークとしてご存知だと思いますが、 

マリリンモンローがスクリーンで見せた歩き方で、 

おしりを左右に回転させながら腰をふって歩くものです。 

≪行進歩行≫ゆっくりと行進するような歩き方で 

片足を上げている時間が比較的長いのが特徴です。 

≪気取り歩行≫小柄な人がチョコチョコと足早に歩くかんじ

の歩行でチャップリンの歩き方に近いです。 

≪前かがみ歩行≫肩をがっくり落とし膝が尐し曲がった状態の歩き方で、 

さらに腰が曲がって足を引きずるような歩き方になると疲労性歩行となります。 

≪モデル歩行≫一直線の上をあるくように足を交差させて歩くファッションショー

のモデルのような歩き方です。 

町行く人をご覧になって、このような歩き方を見かけた時 

｢あれはナントカ歩行だね｣なんてお友達に言うとちょっとした歩行の通？に 

思われるかもしれませんね。これらご紹介したものは歩くときの癖のようなものです。

それとは別に病気から生じる特徴ある歩行は異常歩行と呼ばれます。 

次回はそれについてお話しようと思います。 

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 

各地に大型台風や地震のニュースが流れる毎日ですが、いよいよ夏本番です。 

暑さに負けず、この数ヶ月を乗り切りましょう。 

さて、今回は前回に続きフットケアについてのお話です。 

二足歩行の重要な要素は、足の爪が健康でないと難しいと思います。 

人により足や爪の型は異なるため靴選びも重要です。 

窮屈な靴など、合わない物を履いていると 

爪の変形やたこ・魚の目・白癬症など生じる原因となります。 

是非、見栄えのみで選ばず、靴の専門家(シュウフィッター)がいる店で購入すること

をお勧めいたします。実際、爪きりが大変になったり、足指の間がじくじくしていた

り、たこや魚の目などで痛みが出てきたら皮膚科やフットケアの専門家にご相談され

ることをお勧めします。 

近くに専門家の方がいなければ、医療機関かステーションにご相談ください。 

❏ 介護支援専門員より 

夏本番ですね。 

夏ばてなどしないように、水分や睡眠を十分にとってこの夏を乗り切りましょう。 

さて、介護保険でできること、できないこと≪その 2≫として、 

今月は福祉用具レンタルのお話です。 

介護保険でレンタルできるものは決まっています。 

・車椅子・車椅子付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器 

・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知器 

・移動用リフト(吊り具の部分を除く) 

但し、要支援 1・要支援 2・要介護 1の方はレンタルできないものがあります。 

レンタルの利点は、なんといっても体調に合わせて交換ができるということです。 

例えば、車椅子を使用していた方がリハビリによって歩行ができるようになり、 

レンタル品を車椅子から歩行器にと、症状に合わせて段階的に変更できます。 

福祉用具は利用者様が日常生活を快適に過ごせるように援助するためのものです。 

レンタル導入の際は機能、操作方法、目的等是非ご相談ください。 

 

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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8 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水 中村  中内 中村  宮田 16木 中村 明石  中内  宮田 

2木 狩野 明石  中内  宮田 17金 中村  中内 中村  岩田 

3金 中村  中内 中村  岩田 18土 千村 石神     

4土 千村 石神     19日       

5日       20月 中内   中内  岩田 

6月 中村  中内 中村  岩田 21火 秋下 高橋  大池 廣田  

7火 秋下 高橋  大池 廣田  22水 中村  中内 中村  宮田 

8水 中村  中内 中村  宮田 23木 中村 明石  中内  宮田 

9木 狩野 明石  中内  宮田 24金 中村  中内 中村  岩田 

10金 中村  中内 中村  岩田 25土 千村 石神     

11土 千村 休診     26日       

12日       27月 中村  中内 中村  岩田 

13月 中村  中内 中村  休診 28火 秋下 高橋  大池 高橋  

14火 秋下 廣田  大池 高橋  29水 中村  中内 中村  宮田 

15水 中村  中内 中村  宮田 30木 中村 明石  中内  宮田 

 31金 中村  中内 中村  岩田 

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。 

【編集雑記】 

各地で賑やかに盆踊りが行われます。現在は夏の楽しみの一つと考えられる盆踊り。

その始まりは、一遍上人や空也上人らによって始められた念仏踊り(踊念仏)が起源と

いわれ、念仏を唱え、鐘や太鼓などを打ち鳴らしながら踊るもの。これが広く全国的

に伝わり、仏教的な信仰の広がりだけでなく、今の盆踊りの基礎となったそうです。

何故この時期に盛んに行われるかというと、お盆には故人の霊が帰ってくるというと

いう考えのもと、その霊をもてなし慰めるために広がったと考えられています。又こ

うした仏教的な霊を慰めるための踊りとは別に、秋の収穫に向けて各地で行われてい

た豊作祈願の行事もあり、二つが合わさり盆踊りになっていったとか。我が家も新盆

が続き、両親がせめてこの世に生身でいた間に｢生んでくれてありがとう｣と伝えてや

りたかった今日この頃です。｢いつまでも あると思うな 親と金｣           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/

