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 さくら診報  
For Others 

平成 19年 9月 1日 発行 第 48号 

これから、季節が大きく変化していきますが、私たちヒトとしての感覚が季節の変

化を感じ取るのは、いつも一歩遅れているようです。 

汗でべた付き易い夏も、一度冷房空間に入ると、そこは別世界の涼しさがあり、 

汗もみるみる乾いていく快適・乾燥空間です。 

凍て付く冬も一歩室内に入ると、乾いた空気が暖かく包み込んでくれます。 

毎日とは連続していることで、途切れ目がないものです。気が付くと秋が進行し、 

深まり、冬の足音が聞こえる、など実感としての感じ方ではないでしょうか。 

さて、今月から中内やよい先生によるシリーズ｢偉人と病気｣が始まります。 

そして、祖川先生による｢歩きかた その 2｣を、内容豊富に、お送りいたします。 

 

❏【偉人と病気】(その 1) 

古今東西、病とともに人生を送った歴史的人物は多いようです。 

  ・視力障害や、眼疾患がありながら、数多くの大作を残した印象派の画家 

  ・美食家で糖尿病を患いながらも、素晴らしい音楽を生み出したバロックの巨匠 

  ・学習障害や発音障害を克服し、歴史に名を残した政治家、等々。 

 

ある疾患について調べると、昔、 意外な人物が入退院を繰り返していた、 

あるいは手術を受けたというような話が出てきます。 

日進月歩の医学の進歩を鑑みると、当時の医学水準での治療はかなり厳しいものであ

ったと思われますが、芸術家や政治家などの足跡の陰に、場合によっては闘病あるい

は療養があったと考えると、その作品や功績はまた違った輝きを見せます。 

 これから数回にわたり、何人かの歴史的人物の生涯を、 

このような視点からお話させていただきたいと思います。 

  

先日のドラマで｢ラプソディ・イン・ブルー｣がエンディングテ

ーマとして使われていましたが、次回はその作曲者ジョージ・

ガーシュウィンについてです。 

 

医療法人 財団 秀行会  

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

施設長 中内 やよい 

 



 2 

❏【歩きかた】(その 2) 

 前回、お話した歩き方の特徴は正常歩行の範疇でして、 

そのような歩き方をしている人に他の歩き方をしてくださいとお願いすれば 

歩き方を変えることは可能です。 

それとは別に、身体に障害があるため普通の歩き方から 

変わってしまったものを異常歩行といいます。 

脳卒中やパーキンソン病などの中枢神経疾患の他にも、 

膝や足の変形や痛みや骨折後の筋力の衰えなどからも異常歩行が現れます。 

そして障害が改善した後もその異常歩行は継続されることが多いのです。 

 両足が歩くために必要な力を 10とすると片足はそれぞれ 5ずつを分担しています。

片方の足が何らかの障害で 3しか担当できなくなるとすると 

もう一方の足は歩くために 7の力が必要となります。 

その状態で歩行を続けていくと 

正常なほうの足はいままで 5しか必要でなかった力が 

7に増えたわけですから鍛えられて強くなります。 

しばらくして障害が改善され 3しか担当できなかった足が 

それ以上を担当できるようになっても 

7の力を出して強くなった方の足はそのまま仕事を続けようとします。 

病気をきっかけに上手く歩けなくなった人には｢とにかく歩かなければ｣と思い、 

歩く距離を増やしてなおそうとする方がいるのですが 

異状歩行のパターンから抜け出られず、 

そればかりか強いほうの足に負担をかけて足を傷めてしまうこともあります。 

また歩く姿は自分では観察できないので 

歩き方が変わった認識が無い場合も多いです。 

歩くためにはその状態に応じたトレーニングが必要なのです。 

病後の歩行練習はリハビリの専門スタッフに相談されることをお勧めします。 

 

ミレニアム桜台 

理学療法士  祖川信雄 

 

 

❏ 訪問看護師より 

今年の夏は、猛暑が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか？ 

桜台訪問看護ステーション便り 
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夏ばてになりやすいので、水分をこまめに取る・少しの塩分を取る・ゆっくり休養を

とる、など十分に気をつけて、体調を整えて夏を乗り切りましょう。 

さて、9～10月は、口腔ケアについて書きたいと思います。 

何年か前の歯科医師会の調査で、口腔ケアがきちんとされている人は、 

肺炎になる率が半分になり、肺炎になっても悪化する率が 

その半分になると言う結果が報告されています。 

そのことに基づいて、介護予防・介護保険では口腔ケアに 

点数がつくようになりました。 

夜、寝ている間は、つばなどを意識せずに飲み込んでいます。 

でも、飲み込みの悪い方などは自然に肺のほうに流れていってしまいます。 

口の中が汚いと、つばもばい菌だらけです。 

ばい菌いっぱいのつばが、肺に流れていってしまったら、どうなるでしょうか？ 

肺炎がおきやすい状況になります。だからこそ、口腔ケアが大切です。 

義歯もはずして洗浄液につけただけでは、きれいにはなりません。 

歯ブラシなどで汚れを落としてから洗浄液につけてください。 

口の中をきれいにすれば、肺炎の予防になります。 

ちょっと気をつけてみませんか？！ 

❏ 介護支援専門員より 

朝晩は少し涼しくなってきましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。 

秋は夏の疲れが出易い時期なので、十分に睡眠や休養をとり、毎日をお過ごし下さい。 

今月は介護保険を利用し、福祉用具が購入できるというお話です。 

対象となる方は要支援 1～要介護 5の方まで、 

毎年 4月 1日～12ヶ月の間最高 10万円(自己負担金 1割)を上限として 

購入費が支給されます。 

でもやはり購入品には制限があり、対象となる福祉用具は、 

腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具です。 

腰掛便座いわゆるポータブルトイレ、入浴補助用具としてのシャワーチェアーが多い

ようです。価格はポータブルトイレが 25000円～150000 円位まで、シャワーチェアー

は 10000 円～25000 円位までです。利用者様の負担はその 1 割となります。排泄や入

浴はとても大事なこと、でも事故が多いところでもあります。そのためにもご本人様

の心身の状態を、的確に把握して選ぶことが大切です。 

また購入先は都道府県の指定を受けた事業者のみなので、 

購入されるときはぜひ担当のケアマネジャーにご相談ください。 

 

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 
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9 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土 千村 石神     16日       

2日       17月       

3月 中村  中内 中村  岩田 18火 秋下 高橋  大池 廣田  

4火 秋下 高橋  大池 廣田  19水 中村  中内 中村  宮田 

5水 中村  中内 中村  宮田 20木 狩野 明石  中内  宮田 

6木 狩野 明石  中内  宮田 21金 中村  中内 中村  岩田 

7金 中村  中内 中村  岩田 22土 千村 石神     

8土 千村 石神     23日       

9日       24月       

10月 中村  中内 中内  岩田 25火 秋下 高橋  大池 高橋  

11火 秋下 廣田  大池 高橋  26水 中村  中内 中村  宮田 

12水 中村  中内 中村  宮田 27木 狩野 明石  中内  宮田 

13木 狩野 明石  中内  宮田 28金 中村  中内 中村  岩田 

14金 中村  中内 中村  岩田 29土 千村 石神     

15土 千村 石神     30日       

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】 

大麦と麦芽の原料に水を加え、酵母で発酵させることによって作られるビール。この

暑さでは、かなり飲まれたのではないでしょうか。カリウム、マグネシウム、ビタミ

ン B2、カルシウム、ナイアシン、葉酸など身体に良い成分の他に、赤ワイン並みの抗

酸化作用で血液をサラサラにし、癌抑制効果が認められているそうですが、本当です

かねェ。又、女性ホルモンと同様の働きをする成分もあり、イライラなどの更年期障

害にも効果があるそうです。この点は実証済み？です。ビールの種類(発泡酒を含む)

や量(グラス 1杯など)によって効果は変わらないそうですが、量にストレスやイライ

ラを感じるのはわたしだけ？飲みすぎには注意ですネ、長く飲みたければ… 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/ 
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