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 さくら診報  
For Others 

平成 19年 12月 1日 発行 第 51号 

今年は、例年に増してインフルエンザの流行が早いようです。 

いつもは年が開け 1月中旬頃より、寒く乾燥した日が続くと発生するようですが、 

今年は、秋の後半になり小雤傾向が続き、最近寒さも加わっているので、 

早い時期から流行し始めたのではないでしょうか。 

さて、中内やよい先生による｢偉人と病気｣その 4、 

祖川先生による｢歩きかた その 5｣を、お送りいたします。 

❏【偉人と病気】(その 4) 

ピエール・オーギュスト・ルノワール：Pierre Auguste Renoir 

1841～1919(フランス) 

長男ピエールが俳優、次男ジャンが映画監督として有名な印象派の画家ルノワール

は、リウマチ性疾患を契機として、劇的に作風が変化したといわれています。30～40

歳の頃の作品は典型的な印象主義の作風によるもので、『ムーラン・ド・ラ・ギャレ

ット』(1876)、『舟遊びする人々の昼食』(1880)などの作品で有名です。しかし光を

重視し、形態を無くしてしまう傾向の印象派の技法に疑問を持ち始め、一時はラファ

エロや新古典派といわれるアングルらの作風に影響を受け明快な輪郭、寒色系の色調

が多く見られます。 

1888 年(47 歳)頃より、顔面神経痛や関節リウマチの症状が出現し、関節痛や変形

と闘いながら絵画を制作し続けました。そして 1890 年代には彼らしい明るい豊かな

色調が戻り、晩年は車椅子に座りながらも、絵筆を握れない手に絆創膏で固定して絵

画を作成し続けたといわれています。当時のルノワールの肖像画には、リウマチに特

徴的な手指の変形や、リウマチ結節がそのまま描かれています。その頃の作品として、

『ピアノに寄る娘たち』という絵がありますが、二人の娘がいかにも楽しそうにピア

ノを弾きながら語る姿には、病の影は微塵も感じられません。枯渇の時代を経た画家

自身の状況を考えると絵画に懸ける情熱がひしひしと伝わってきます。 

北アメリカでは、今から約 3000 年前の関節リウマチと思われる人骨が発見されて

いますが、原因不明といわれる関節リウマチが疾患として扱われるようになったのは

19世紀のことです。最近では数多くのリウマチ性疾患が存在することも分かっていま

すので、場合によっては早期に関節リウマチと診断するのが難しい場合や、経過中に

他の疾患が出現することもあります。基本的には痛みに対する内服と、関節の変形に

よる活動性の低下を防ぐためリハビリテーションが重要です。近年、関節破壊の進行

を抑え痛みを和らげる生物学的製剤(インフリキシマブやエタネルセプト)の登場で、

治療が大きく変わりました。 
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注射薬であることや副作用などに関して慎重に対処すべき点もありますので、 

リウマチ・膠原病の専門医の先生にご相談されるようお勧めします。 

 

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 5) 

以前、大阪の街を車で走ったとき 

周りの車のスピードが東京より速いので驚いたことがあります。 

交差点で信号待ちをしていたときも 

横の信号が青から黄色に変わると待っている車がじりじりと動き出し、 

赤に変わったときには走り出していました。 

｢関西の人は前の信号は見ないで横の信号を見る｣という話を 

後から聞いて納得しました。 

ある調査によると歩く速さも全国で大阪がトップだそうで時速 5.8km、 

もっとも遅いのは鹿児島で時速 4.8kmとのことです。 

でも他の調査では男性の平均歩行速度は時速 4.8km、 

女性は 4.5km とありますので鹿児島の人が特に遅いということではないと思います。

よく不動産の広告等で××駅まで徒歩××分と表示されていますが 

あれは 1分間に 80ｍ歩くとして決められたものですので 

男性の平均と同じ時速 4.8km となります。 

ご自分の歩行速度がどのくらいか知りたい方にはお手軽な方法

があります。環七通りを渡った栄町本通り(ゆうゆうロード)の入

口を起点として商店街を真直ぐ江古田駅の踏み切り方面へ歩き、

税務署通りと交差する所(写真プリントのお店がある角)までの

歩行時間を計って秒に換算してください。歩いた距離は 300m で

す。歩行速度は、[時速(km)＝1080÷歩行時間(秒)]で計算されま

す。ですから 3分(180秒)で歩けた方は時速 6kmとなり大阪の人

より早足となります。3分 45秒(225秒)が男性の平均時速 4.8kmですのでこれより時

間のかかった方は表示されている徒歩の所要時間よりも多めに時間がかかると思っ

てください。女性の方は 4分(240秒)で歩ければ女性の平均時速の 4.5kmとなります。 

えっ、30分かかった？ ‥‥途中でお買い物してはだめですよ。 

 

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 ♡ 

寒さも日に日に感じるようになり、カレンダーも 1枚を残すのみとなりました。 

気忙しい毎日を皆様はいかがお過ごしですか？ 

忙しいこの時期自分の健康管理を忘れがちではないでしょうか。 

先月に続き便秘についてお話します。 

便について感心を持っていただけたでしょうか。 

毎日時間を決めてトイレに行って見ましょう。 

食事は食物繊維の多い野菜・海藻・きのこ・こんにゃく・果物、 

豆・芋・かぼちゃ・栗・バナナいろいろ試してみましょう。 

水分も十分とる必要があります。 

寒くて動くことも少なくなりそうですが、運動もお忘れなく。 

ずーとお付き合いするものですから、便の観察し色や形よく見てみましょう。 

今年も残り少なくなりました。 

来る年も皆様にとってより健康でよい年になりますよう願っております。 

来年もよろしく！ 

♡ 介護支援専門員より ♡ 

私たちは利用者様ご本人の生活を一番に考えておりますが、 

ご家族、特に主に介護される方についても支援させていただきたいと思っています。 

介護をしていてストレスを感じている方も多いのではないでしょうか。 

ストレスとは心や体にかかる負担のことで、ストレスが強くなったときの反忚は、 

下痢や便秘・頭痛・動悸そしてイライラなど人それぞれです。 

自分にかかっている負担の状況を話せる人を作ることや、 

音楽を聴いたり、買い物や旅行など、 

心身をリフレッシュさせる方法を幅広く持つことが大切です。 

利用者様もご家族も少しでもよい状態でいられるような、 

そんなお手伝いができたらとても嬉しく思います。 

今年もたくさんの方と出会うことができ、たくさんのことを教えていただきました。 

ありがとうございました。 

来年もまたよろしくお願いいたします。 

                 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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12 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 中村  中内 中村  岩田 

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 関  中内  宮田 

6木 狩野 関  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 須藤     23日       

9日       24月       

10月 中村  中内 中村  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 関  中内  宮田 

13木 狩野 関  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       

15土 千村 石神     30日       

 31月       

12月 29日(土)より 1月 3日(木)まで年末年始のため、休診とさせて頂きます。 

お薬など、お忘れのないようご注意下さい。 

尚、来年は、1月 4日(金)より通常通り診察を行います。 

【編集雑記】 

｢挨拶｣の｢挨｣は心を開く、｢拶｣は相手に迫る、という意味があり、挨拶となると｢相

手の心に迫る｣ということになると思います。話す人の真心と、相手を思う心情が十

分に備わり、はじめて相手に響きます。挨拶は、相手を良い気分にさせます。あまり

よく思っていない相手でも、挨拶のしかたひとつで、打ち解けることもあります。 

気分が優れない時、明るい挨拶を心掛けると、相手も明るい挨拶を返し、元気になり

ます。日常でのほんの些細な一言を心掛けることが、挨拶上手になる第一歩となると

思います。早いもので、今年の最終版、一年間有難うございました。 

来年も皆様にとって良い年でありますよう、心よりお祈り致します。      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/

