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さくら診報 
       For Others 

平成 20年 4月 1日 発行 第 54 号 

春の選抜高校野球も早半ばと進み、ベスト 8となりました。 

あの一途で純粋、前向きな戦いが感動を生み、勇気を与えてくれます。 

両方、応援したくなりますが、勝負の世界は厳しいものでもあります。 

 

❏偉人と病気(その 5) 

サー・ウィンストン・レナード・スペンサー＝チャーチル(イギリス) 

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill(1874～1965) 

 

｢お金を失うことは小さく失うことだ。名誉を失うことは大きく失うことだ。 

しかし、勇気を失うことは全てを失うことだ。｣  

｢成功とは、意欲を失わずに失敗に次ぐ失敗を繰り返すことである。｣  

 

2002年 BBCが行った｢偉大な英国人｣投票で第 1 位となった政治家です。 

生来左利きでしたが右利きになることを強要され、 

後遺症に苦しめられたと言われています。 

彼の格調高い演説は有名ですが、子音の Sを発音できないことを悩んでいました。 

またマルバロー家特有の躁うつ病や、心臓発作もあったようです。 

1940年から 1945年にイギリスの首相として国民を指導し、 

第二次世界大戦終結後 1951 年に再び首相となり、 

1953年には『第二次大戦回想録』でノーベル文学賞を受賞しました。 

数々の栄誉に輝き、91歳で亡くなったときには、国葬となりました。 

1904年(30歳)、国会でのエピソードが残っています。 

演説中に突然言葉を失い、手で顔を覆い椅子に座り込んで、 

｢私の話を聞いてくれてどうもありがとう｣と小さい声で呟きました。 

その姿が彼の父親にだぶり、｢とうとう息子もか｣という印象を与えてしまいました。

幸い回復しましたが、その後生涯にわたり、幾度となくうつ状態となったようです。 

チャーチルの精神症状は、｢躁うつ病｣(双極性障害)であると考えられます。 

躁状態では気分は高揚し、不眠不休で何でもできるような気分になるため、 

戦争中彼が超人的に働くことが出来たのでしょう。 

うつ状態では自分が消えてしまいそうな気分なったりするので、 

周囲の理解と適切な対応、専門医のアプローチが必要です。 
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最近は脳内伝達物質に関する医学研究が進歩し、 

SSRI(塩酸パロキセチンなど)や SNRI(塩酸ミルナシプラン)など 

副作用の尐ない抗うつ剤も登場しました。 

抗そう剤の炭酸リチウムだけでなく、本来抗痙攣剤の 

カルバマゼピンやバルプロ酸ナトリウムなども気分安定薬として 

内服治療に使われることが多くなりました。 

 躁うつ病は、波はありますが、適切な対処で必ず良くなる疾患です。 

もし、何か気にかかることがありましたら、一度受診されることをお勧めします。 

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 

❏ 「アシストの話」 

電動アシスト自転車は今ではごく普通に見かけます。 

乗ったことのある方はお分かりだと思いますが、 

ペダルを漕ぎ始めた時はまるで誰かが自転車を後ろから押してくれているかのよう

で、まさにアシスト(手助け)自転車です。 

歩行にもアシスト機能を持たせる装置が開発されていまして、 

最近それを試す機会がありました。かなり小型化されたもので腰に巻く部分とそれか

ら左右の太腿へ伸びる部分だけで構成されています。それで何をアシストするのかと

いえば、コンピュータ制御のモーターの働きで、装置をつけた人の歩くリズムに合わ

せ足を前へ振り出す動作と、足を後ろへ蹴りだす動作に力を貸してくれるのです。 

これによって歩幅が広がり楽に速く歩けるようになります。 

足の後方への蹴りだしに力が加えられると 

身体がしっかりと伸び上がり姿勢も良くなるようです。 

また、階段を昇るときにはびっくりするほど足がすっと上がってくれるので楽に昇れ

ます。今までの実験では装置をつけて歩いた後、装置をはずしても歩幅が広がる状態

が継続することが認められていて、3 ヶ月間高齢者の方に試用した実験でも使った方

には好評だったようです。 

年を取ってだんだん歩くことがおっくうになった方に 

歩くことの爽快感を再び感じていただければ気持ちもきっと若返るとおもいます。 

身体に障害を持って歩くことが難しくなった方のリハビリに 

応用できる可能性もあります。 

実際にこの装置が実用化されるのかどうかはよくわかりませんが 

今後の開発に期待します。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

理学療法士 祖川信雄 



 3 

 

❏ 訪問看護師から 

暖かい陽射しに春を感じながら、自転車に乗って訪問をしています。 

石神井川沿いや千川通りの桜もとてもきれいに咲き誇っています。 

外にでるのにとてもいい季節だと思いますので、 

寒くて閉じこもりがちだった方も、 

桜や道端でそっと咲いている小さな春を見つけに外にでてみませんか？ 

 

歩くことについて書かせていただきたいと思います。 

足の裏の面積は、体全体の面積の 1％といわれています。 

足首からつま先まで、片足で 26個の骨と 3つのアーチから出来ています。 

安定して歩くためには、足の裏がしっかりついていることが第一です。 

子供たちも年配の方もしっかり足の裏がついていない方が多く見られます。 

足の裏をしっかりつくためにはどうすればいいでしょう？ 

足の裏の面積を尐しでも広くした方がいいのですが、どうすれば広くなるでしょ？ 

指を開くようにすることです。足の指でじゃんけんをするのもいいと思います。 

もうひとつ指開きをしてもらうことも有効です。 

指開きをするにはどうすればいいでしょう？ 

下記の図の場所を押してみてください。 

不思議なことに自然に足の指が開きます。 

足の骨の数が多いから自然に開くことができます。 

血の巡り・リンパ液の流れも良くなり、 

むくみも取れてきます。 

ぜひ試してみてください。 

 

 

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 



 4 

4 月  診 療 科 目 表 

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。 

 

【編集雑記】 

米国で野球が誕生した頃、回数制ではなくバレーボールのように得点制で行われてい

たそうです。回数に関係なく､先に 21 点取ったほうが勝ちというルール。9 回で終わ

るようになったのは、1845 年。切欠は、ニューヨークの野球チーム、ニッカボーッカ

ーズのチーム付きのコック達のブーイングから。試合終了後、相手チームをレセプシ

ョンに招待する事になっていても、いつ料理を用意すればいいのか分からない。そこ

で、ゲームセットの時間が、予め計算出来る様に、野球のルールを改定して欲しいと

訴えた。当時の米国は、まだ 12進法の影響が色濃く、野球にも 12進法が取り入れら

れ、その 4 分 3である 9 回が採用される事になった。スリーアウトでチェンジと言う

のも、全て、12進法の影響だとか。恐るべし、ブーイング。             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/ 

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火 秋下 高橋  大池 廣田  16水 中村  中内 中村  宮田 

2水 中村  中内 中村  宮田 17木 狩野 長田  中内  宮田 

3木 狩野 長田  中内  宮田 18金 中村  中内 中村  岩田 

4金 中村  中内 中村  岩田 19土 中内 石神     

5土 千村 石神     20日       

6日       21月 中村  中内 中村  岩田 

7月 中村  中内 中村  岩田 22火 秋下 高橋  大池 高橋  

8火 秋下 廣田  大池 高橋  23水 中村  中内 中村  宮田 

9水 中村  中内 中村  宮田 24木 狩野 長田  中内  宮田 

10木 狩野 長田  中内  宮田 25金 中村  中内 中村  岩田 

11金 中村  中内 中村  岩田 26土 千村 石神     

12土 千村 須藤     27日       

13日       28月 中村  中内 中村  岩田 

14月 中村  中内 中村  岩田 29火       

15火 秋下 高橋  大池 廣田  30水 中村  中内 中村  宮田 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/

