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 さくら診報  
For Others 

平成 19年 11月 1日 発行 第 50号 

月日の流れは速いもので 11月になりました。 

さて、中内やよい先生による｢偉人と病気｣その 3、 

祖川先生による｢歩きかた その 4｣を、お送りいたします。 

❏【偉人と病気】(その 3) ≪和泉式部≫ 平安時代中期 生没年不詳(日本) 

『あらざらむこの世のほかの思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな』 

｢百人一首 56番｣ 

 

平安時代、情熱の歌人として知られる美貌の才媛和泉式部は 

皮膚病(瘡蓋のある疾患らしい)を患ったようです。 

晩年についてはよくわかっていませんが、その華やかな宮廷生活の後、京都清水観音

のお告げで治癒祈願のため日本三大薬師詣での旅に出たといわれています。当時から

薬師如来は東方浄瑠璃世界の教主で、無明の病を治す法薬を与える医薬の仏として信

仰を集めていました。越後米山薬師、三河蓬莱寺薬師に巡拝祈願するも病は癒えず、

和泉式部の出身地鹿児島県出水(いずみ)市に近いためか、最後の望みを託して、日向

国の法華嶽薬師を訪れました。 

今から千年以上昔の話ですので説話も多いと思われますが、 

私の郷里である宮崎県の東諸県郡(ひがしもろかたぐん)国富(くにとみ)町にある 

法華嶽には、和泉式部が三年間籠り、薬師如来に願掛けをしたという言い伝えが残っ

ています。 

今でこそ法華嶽公薗として整備されキャンプ場もありますが、 

平安時代に都から遠く離れた渓谷で水行を続けた和泉式部の胸中には、 

どのような思いが去来していたのでしょうか‥‥‥？ 

熱心に仏に帰依した和泉式部は、厳しい水行を続けましたが 

一向に薬師のご加護なく、落胆して辞世の句を読みます。 

 

『南無薬師 諸病悉除の願立てて 身より仏の名こそ惜しけれ』 

(すべて病が癒えるように願を立てて、行を積む我が身を惜しいとは思わないが、病

を治せぬ薬師仏の名が惜しい) 

 

すると薬師如来が現れ、どこからともなく歌が聞こえたそうです。 

 

『村雨は只ひと時のものぞかし 己が蓑笠(身の瘡)そこに脱ぎ置け』 
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歌の通り、式部が蓑笠を脱ぐと式部の体は綺麗に治って 

もとの美貌を取り戻したので、大いに喜び、お礼参りをして帰京したということです。 

 

  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 

 

 

❏【歩きかた】(その 4) 

運動会の入場行進でひとりだけ様子が違って失笑を買った経験はありませんか。 

私は腕を振るとき緊張して同じ側の手と足を前に出して歩いていたことがあります。

でも、この歩き方は明治時代になるまでは日本人の普通の歩き方だったのです。 

右手を前に出すとき左足が前に出るという今では当たり前の歩き方は 

西洋式の軍隊教育を取り入れたため広められたものなのです。 

明治になるまでの歩き方は｢なんば歩き｣、 

馬術では｢側対歩｣(そくたいほ‥‥馬では同じ側の前足と後ろ足が同時に前に出る)

と呼ばれています。ですから松尾芭蕉が奥の細道を旅したときや、伊能忠敬が地図を

作るため全国を巡ったときもなんば歩きだったと思われます。 

お侍が歩くときもこうしないと腰の刀が邪魔になってしまいますし、刀を抜くときも

上手く抜けません。遠山の金さんがお裁きで｢この桜吹雪が‥‥｣と見得を切るときも

右手と右足を同時に前に出しますね。 

なんば歩きの利点は重心の上下動が少なく滑らかに移動できることです。 

ですから、てんびん棒を担いで物を運ぶときや駕籠をかくときにも適していたのです。

また、流鏑馬(やぶさめ)のように騎乗しながら弓で的を狙うために馬の調教に側対歩

が取り入れられたそうです。 

このなんば歩きは最近になって見直されてきましてスポーツトレーニングに取り

入れているところもあります。古武術が介護技術に応用されてテレビでも紹介されて

いますが、私は膝等の足の痛みで杖を使う際になんば歩きを取り入れるのも有効では

ないかと考えています。 

日本古来の歩き方が復権してポピュラーな歩き方になる日が来るかもしれません

ね。運動会で笑われた私は、今だったら周りの人たちに｢欧米かよ！｣と言い返すこと

が出来たのに残念です。 

 

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 

朝晩の気温も低くなり、秋が徐々に深まってきました。季節の変わり目は体調を崩

しやすい時ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

気温が低くなると喉の乾きも感じなくなり、水分摂取が夏場に比べ少なくなっている

のではないでしょうか。寒くなるとトイレが頻回になり、水分を控えている方も多い

かと思います。この結果、便秘になることになり、苦労されている方もいらっしゃる

ようです。下剤などの薬にたよるだけではなく、食事内容の見直しや水分量も気をつ

けてみていただければと思います。野菜、果物など旬な食材が多く出回っていますの

で工夫されてはどうでしょうか。さらに、運動(近所を散歩など)や入浴時に腹部マッ

サージなど行っていただくと更に効果的です。 

 最後に今月で高齢者検診は終了になります。まだ受けていない方は忘れずに検診を

受けるようにしましょう。あなたの元気なときの大切なデーターになります。元気な

ときの状態がわからないと、具合が悪いときどこが元気なときと違うのかがわかりま

せんから・・・。 

❏ 介護支援専門員より 

読書の秋・食欲の秋・芸術の秋‥‥‥そして行楽の秋、美しい紅葉を愛でに行きたい

ですね。以前に比べると JR や私鉄も、車椅子対応の駅が増えてきました。タクシー

も車椅子のまま介護者と一緒に乗ることができるリフト付のものが多く見られるよ

うになりました。介護 3～5 までの方で外出時車椅子やストレッチャーを利用される

方は、迎車の料金が区の負担となります。(予約が必要で乗車の際は介護保険証を提

示してください) 

利用できる業者は限られていますので、事前にケアマネ・福祉事務所にお問い合わせ

ください。また電車やバス、タクシーの情報を知りたいときは、｢練馬区おでかけハ

ンドブック｣が便利です。区役所においてありますので、ぜひご利用ください。 

美味しいものをたくさん食べて、すてきな旅行をしたいですね。 

 

 

                 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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11 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木 狩野 関  中内  宮田 16金 中村  中内 中内  岩田 

2金 中村  中内 中村  岩田 17土 千村 石神     

3土       18日       

4日       19月 中村  中内 中村  岩田 

5月 中村  中内 中村  岩田 20火 秋下 高橋  大池 廣田  

6火 中村 高橋  大池 廣田  21水 中村  中内 中村  宮田 

7水 中村  中内 中村  宮田 22木 狩野 関  中内  宮田 

8木 狩野 関  中内  宮田 23金       

9金 中村  中内 中村  岩田 24土 千村 石神     

10土 千村 須藤     25日       

11日       26月 中村  中内 中村  岩田 

12月 中村  中内 中村  岩田 27火 秋下 高橋  大池 高橋  

13火 秋下 廣田  大池 高橋  28水 中村  中内 中村  宮田 

14水 中村  中内 中村  宮田 29木 狩野 関  中内  宮田 

15木 狩野 関  中内  宮田 30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】 

｢あと 5分だけ｣、わずかな時間でも一緒にいるだけで、幸せを感じる…布団。寒くな

ると不思議なことに肌が、身体が、その感覚を覚えています。同様に、ある景色、音

楽､匂いなども思い出します。頭脳ではなく五感にも、いろいろな思い出が封じ込ま

れているのではないでしょうか。胸の中に残る思い出は大切ですが、新しい出来事を

量る物差にもなり、昔の思い出が顔を出します。新しい出来事の新鮮さを奪ってしま

います。ずっと長生きをすると大切な思い出が沢山溜まりますが、新しい日々も大切

にしたいので、あまり思い出にでしゃばらせず、三日で忘れてしまった、そんなアッ

ケラカンとした生き方もけっこうアリなのかもしれません。              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/

