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さくら診報 
       For Others 

平成 20年 5月 1日 発行 第 55 号 

❏偉人と病気(その 6) 

クロード・モネ：Claude Monet (フランス)(1840～1926) 

 

｢光の画家｣と言われたモネは生涯光と色を追求した画家です。 

30歳ころから右白内障となり、晩年には左褐色白内障も患ったため 

視力をほとんど失った時期もありました。 

モネの友人ジョルジュ・クレマンソー首相に勧められ、 

モネがやっと右目の手術を受けたのは 1922年 82 歳の時で、 

現在パリのオランジュリー美術館の 2部屋に展示されている 

大作｢睡蓮｣を制作するためだったと言われています。 

当時麻酔薬は使用されており、一応手術材料の殺菌・消毒が行われてはいましたが

まだ抗生物質のない時代でした。また、眼球の中は細菌等が一度感染すると繁殖しや

すいので、無菌的操作や術後感染対策が十分でない状況で手術後視力を回復すること

ができたモネは大変幸運であったと言えます。 

ただ、色彩の感覚が変わってしまったために 

なかなか絵が描けなくなったそうで、60歳代の水晶体の色をしたサングラスを 

彼に作ってくれた人がいるという話も残っています。 

｢目は口ほどに物を言い｣という言葉がありますが、 

目の検査では視力のほかにいろいろなことがわかります。 

眼底検査では眼球や網膜だけでなく視神経や血管の様子を診て、 

ある種の頭の中の病気や糖尿病・高血圧による動脈壁の変化を知ることができます。

眼底は体の中で唯一直接血管を見ることができる部位です。 

眼底の血管に動脈硬化があれば、全身の血管に同様の変化があると考えられます。 

また視野の検査では自覚症状としてわかりにくい視野の狭窄等で、 

脳動脈瘤や脳腫瘍が発見できる場合があります。 

目の変化は年齢とともにほぼ確実にやってきますので、 

定期的に眼科を受診したり健診や人間ドックを利用して頂くようお勧めします。 

 

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 
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❏ 「身体の借金」 

どうも最近は明るいニュースが少ないですね。 

アメリカの不良債権問題から景気の回復も怪しくなり、 

膨らんだ国や地方財政の借金は生活をだんだん締め付けて来ています。 

私たちの身体も負債をかかえることがあります。 

酸素負債と呼ばれるものです。 

運動を開始すると筋肉は呼吸で取り入れた酸素で身体に蓄積された燃料を 

燃やして働くエネルギーを作るのですが、 

激しく運動をすると酸素の供給が追いつかなくなり 

十分に燃やすことが出来なくなります。 

そこで身体の他の部分から酸素を譲り受けたり、 

燃やさなくてもいいエネルギー(自動車だとするとバッテリーに蓄えた電気)を 

使って活動したりするようになります。 

ですから運動が終わった後も借りた酸素を返すためや、 

減ってしまったバッテリーを充電するための仕事が残るのです。 

駆け足などをした後に、しばらくゼーゼーハーハーと荒い呼吸が続くのは 

身体が律儀に借金を返している状態なのです。 

風薫る緑の季節です。ちょっと身体を動かしてみようかという方には 

身体にあまり無理のかからないよう負債を作らない程度での 

ウォーキングがお勧めです。 

運動の強さは脈拍(目標心拍数)を目安にするのが手軽です。 

まず安静にしているときの脈を 1 分間測ります、これを安静時心拍数(A)とします。

次に 220から年令を引いてください、これを最高心拍数(B)とします。 

Bから Aを引いた値に 0.4 を掛けます、これを Cとします。 

目標心拍数は Cと Aを足したものです。 

数式で表しますと 

 

                  B             A                  A  

目標心拍数＝[(220－年令)－安静時心拍数]×0.4＋安静時心拍数 

 

ウォーキング中にときどき脈を測って目標心拍数を上回ったときは 

歩く速さを遅く、達していないときは速く調整します。 

1分間測るのは少し面倒なので半分や 1/3の値にして 

30秒や 20秒換算にしてもよいです。 

心地よい汗がかけると思います。 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

理学療法士 祖川信雄 
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桜台訪問看護ステーションに新しいスタッフが二人増えました。 

紹介させていただきます。 

 

❏前田 伊都美 

2 月 26 日から桜台訪問看護ステーションに勤務しております前田伊都美と申します。

ミレニアム桜台(老健)の開設から入所の部門に勤務しておりました。 

どこかで見たことがあると思われた方もいらっしゃったのではないでしょうか。 

訪問看護は初めての経験ですが、 

良き相談相手として在宅生活のお力になれるようがんばっていきたいと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

❏児玉 百合子 

4 月 1 日より桜台訪問看護ステーションに勤務となりました児玉百合子と申します。

私は今まで数十年間病院勤務をしてきましたが、 

ただ慌しく時間が過ぎていく毎日で、忙しさのあまり患者様の訴えを、 

時間をかけて聞くことができず、 

自分にとって思うような看護・ケアができてないのでは？ 

と感じておりました。 

そんな状況の中、徐々に物足りなさを感じ始め、 

人とじっくり関わりたいという思いが強くなりました。 

ある日、訪問看護の現場を見学する機会があり、 

利用者の方の｢ありがとう｣の言葉と共にとても素敵な笑顔を見た時、 

訪問看護をやってみようと決意し、今回お世話になることとなりました。 

まだ右も左も分かりませんが、 

一生懸命頑張りますので宜しくお願い致します。 

 

 

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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5 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。 

6日(火曜日)休日のため、7日(水曜日)の午前中、高橋先生の外来となります。 

 

 

【お詫び】 

4月の診療科目表の一部に誤りがありました。 

皆様に大変ご迷惑をおかけいたし、誠に申し訳ありませんでした。 

これから、間違いのないよう気を付けます。何卒よろしくお願い致します。 

    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/ 

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 長田  中内  宮田 16金 中村  中内 中村  岩田 

2金 中村  中内 中村  岩田 17土 中内 石神     

3土       18日       

4日       19月 中村  中内 中村  岩田 

5月       20火 秋下 高橋  大池 廣田  

6火       21水 中村  中内 中村  宮田 

7水 中村 高橋 中内 中村  宮田 22木 狩野 長田  中内  宮田 

8木 狩野 長田  中内  宮田 23金 中村  中内 中村  岩田 

9金 中村  休診 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 中内  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 長田  中内  宮田 

15木 狩野 長田  中内  宮田 30金 中村  中内 中村  岩田 

 31土 中内 石神     

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

