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 さくら診報  
For Others 

平成 19年 10月 1日 発行 第 49号 

朝晩、涼しくなり、すっかり秋らしくなってきましたが、 

十五夜を、観ましたでしょうか。とても美しい月でした。 

満月のように丸い月見団子とススキを伴えるのが一般的なスタイルですが、 

そのススキには、なんと魔除けの力があるらしいとのこと、ススキおそるべし。 

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｣の本編が始まります。 

そして、祖川先生による｢歩きかた その 3｣と、内容豊富に、お送りいたします。 

また、今回より紙面を華麗に飾る写真の一部は、ミレニアム桜台 冨田 菜津希先生 

からお借りした写真を使用しております。益々の傑作を期待しております。 

 

❏【偉人と病気】(その 2) 

≪ジョージ・ガーシュウィン≫ George Gershwin 1898～1937 (アメリカ) 

｢ラプソディ・イン・ブルー｣(1924)や｢ポギーとベス｣(1935)等の作品で有名な 

ガーシュウィンは、元々ポピュラー音楽やミュージカルで有名ですが、ピアノ協奏曲

や交響曲的な作品も残しクラシック界でも注目された世界的天才作曲家です。 

1937年、39歳の若さで多型膠芽腫という、稀ではありますが最も悪性度の高い 

脳腫瘍のために急逝しています。 

 彼の場合病状の進行は速く 1936年頃よりうつ状態となり、 

1937年 2月 11日の演奏会ではてんかん発作のため演奏中にミスが見られました。 

その頃から朝方激しい頭痛(早朝頭痛)や、眩暈、短時間の意識消失、焼けたゴムのよ

うな臭い(嗅覚発作;てんかん発作の一種)を自覚していたと言われています。 

1937 年 7 月には行動異常として暗い部屋で体中にチョコレートを塗ったりしました。

同 7月 9日意識がなくなり昏睡状態となり緊急入院となりました。 

脳圧は 500mmH2Oあったそうです。(正常の約 3倍。脳腫瘍が頭蓋骨の中で大きくなる

ため、圧力が高くなる)当時ホワイトハウスは大作曲家の命を救おうと、 

海軍の駆逐艦 2隻を出動させ休暇中の脳神経外科医 W・ダンディ博士の乗った 

ヨットを探し出し、オートバイに先導させ空港へ連れて行きました。 

けれども脳外科の緊急手術は一分を争うため間に合いそうになく、 

もう一人の脳外科医を病院に送り、空港のダンディ博士と電話で連絡を取りながら 

手術開始となりました。しかしこの腫瘍は脳の神経細胞に添って広がる性質があり 

手術で摘出できないくらい大きく、惜しまれながら同 7月 11日永眠しています。 

 現在なら、もし上記のような症状が始まった時点で医療機関を受診していれば 

CTや MRI、PETの検査等で早期に脳腫瘍の診断がついたと思われます。 
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また手術のみならず、抗がん剤や放射線療法、緩和ケア(痛みに対する医療)など 

格段の進歩を遂げているので、総合的な医療を受けることが出来、 

多様な選択肢の中から QOL(生活・人生の質)に重きを置いた療養をしていたかもしれ

ません。 

 現在の日本は高齢社会であり、色々な慢性疾患と共に生活する時間も長くなってい

ます。悪性腫瘍も例外ではありませんが、ゆったりとしたご自分の時間を 

お過ごしいただくため、阿部クリニックやミレニアム桜台で 

お手伝いさせて頂きたいと思っております。 

いつでもどうぞご相談ください。 

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 

 

❏【歩きかた】(その 3) 

今年になってノルディックウォークを始めたことは以前お話ししました。 

ノルディックウォークとはフィンランドが発祥で、クロスカントリースキーの夏場の

練習用として生まれた、両手でスキーのストックのような物を突いて歩く運動です。 

両手を使うため普通に歩くより運動量は多くなるのですが膝などにかかる負担は

尐なくなります。私は通勤などで外に出るときはなるべくそのスタイルで歩いている

のですが、今まで一度も他の人がやっている姿を見たことがありません。 

このままでは｢変なことしてる変なおじさん｣で終わってしまいそうです。 

 いったいどの程度世間に広まっているのかと思い、 

先日、あるノルディックウォークの体験会に参加してみました。 

インストラクターの方に聞いてみると 

日本では仙台でけっこう広まっているものの東京ではまだまだだそうです。 

私が参加した会は代々木公園で日曜の午前中に行われたもので、 

参加者は数名ほどでしたが、準備体操、歩き方の指導、ウォーキング、 

クールダウンという 2時間ほどの軽いメニューで気持ちよく体が動かせました。 

いくつかの団体が代々木公園の他、井の頭公園や皇居周辺で定期的に 

体験会を催しています。参加費も今回は道具のレンタル代 500円だけでしたので 

｢スポーツの秋｣が気軽に味わえる良い機会だと思います。 

桜台周辺で私以外に歩いている人を見たいです。 

 

詳しいことを知りたい方は、下記の｢関連団体のホームページ｣をご覧下さい。 

http://japan.noridicwalking.com/ 

http://www.nfw.jp/ 

ミレニアム桜台 

理学療法士  祖川信雄 

http://japan.noridicwalking.com/
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❏ 訪問看護師より 

朝晩の涼しさを感じるようになり、暑かった夏がやっと過ぎ去ろうとしています。 

夏のお疲れで体調を崩されてはいませんでしょうか？ 

さて、今月は先月に続いて口腔ケアについてのお話です。 

歯と口のケアは虫歯や歯周病予防のためだけではなく、全身の健康を守るためにもと

ても大切です。また口腔ケアで口腔の機能を回復することは、毎日の食事を楽しくし

てくれます。口の乾きや舌苔や口臭などの予防のために、うがいや歯みがき・義歯の

清掃だけでなく舌や粘膜の清掃をしてみませんか。 

最近は口腔ケアに関する様々な用具が市販されています。また部位により舌苔(舌の

汚れ)を効果的に除去する舌ブラシや歯の表面や歯ぐきの汚れを除去するためのスポ

ンジブラシ、粘膜ブラシ・クルリーナなど用途に応じた種々の物品が揃っています。 

効果的な清拭方法や物品の選択については歯科医師や歯科衛生士、 

訪問看護師などにお尋ねください。 

❏ 介護支援専門員より 

やっと秋の気配が感じられるようになりました。 

夜、虫の声を聞くと、｢秋だなー｣と季節を実感しますね。 

さて今月は住宅改修のお話です。 

住宅改修といえば、手すりの取り付け・段差解消・滑らない床への交換・扉の取替え・

洋式便座への交換などなど。 

現在、介護保険を利用しての住宅改修で、1番多いのは手すりの設置です。 

階段の手すり・浴室やトイレ・玄関につける手すり、 

それから玄関から門までの手すりも、介護保険で対応できます。 

玄関から門まで階段があって、なかなか外に出るのがつらい方も、 

手すりがあると外出する機会がふえ、益々楽しい生活ができるかもしれませんね。 

住宅改修には上限があり、20 万円まで利用できます(利用者様の負担は 1 割になりま

す)。又、介護度が 3段階以上変わったり、引っ越した場合も再度利用できますので、

利用を検討の場合はぜひ担当のケアマネジャーまでご相談ください。 

 

                 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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10 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月 中村  中内 中村  岩田 16火 秋下 高橋  大池 廣田  

2火 秋下 高橋  大池 廣田  17水 中村  中内 中村  宮田 

3水 阿古  中内 中村  宮田 18木 狩野 明石  中内  宮田 

4木 狩野 明石  中内  宮田 19金 中村  中内 中村  岩田 

5金 中村  中内 中村  岩田 20土 千村 石神     

6土 千村 石神     21日       

7日       22月 中村  中内 中村  岩田 

8月       23火 中村 休診  大池 廣田  

9火 秋下 廣田  大池 高橋  24水 中村  中内 中村  宮田 

10水 中村  中内 中村  宮田 25木 狩野 明石  中内  宮田 

11木 中村 明石  中内  宮田 26金 中村  中内 中村  岩田 

12金 中村  中内 中村  岩田 27土 千村 石神     

13土 千村 石神     28日       

14日       29月 中村  中内 中村  岩田 

15月 中村  中内 中村  岩田 30火 秋下 高橋  大池 高橋  

 31水 中村  中内 中村  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。 

 

【編集雑記】 

ジョージ・ガーシュウィンの記事、感動しました。当時、滑り止めで受験した高校の

入学金を親に内緒で Gibson の Guitarを購入し音楽三昧。プロデビュー初対面での楽

譜が｢S'Wonderful｣。指の震えを今でも覚えています。サビの部分が長 3 度に移行す

る多尐難しい転調、それ以外は難しい進行ではないという記憶が蘇ります。｢ゆっく

り目のテンポで、じっくりアドリブを｣と大人に混じり仕事の厳しさを教えられた曲。

｢Embraceable You｣など Jazz Standard にもガーシュウィンの曲を沢山演奏したこと

を思い出します。ロッカーであったあの頃、恋愛経験もなく、｢バラードなんて無理

だよ｣などと嘆く。それから 38年、｢バラードがすべて｣。でも、気力が…。   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/

