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さくら診報 
       For Others 

平成 20年 6月 1日 発行 第 56 号 

❏偉人と病気(その 7) 

アイザック・ニュートン   Isaac Newton               1642～1727(イギリス) 

 

｢自分は、海岸で美しい貝やなめらかな小石を探し求めて 

あちこちさまよっている少年と同じであり、 

私の目のまえには未知の真理をたたえた大洋が横たわっているのである｣ 

 

万有引力の法則発見のみならず、数多くの数学・物理学上の功績を残したニュート

ンは痛風に悩んでいたと言われています。 

現在ではメタボリック症候群との関連からも注目されていますが、 

古くはエジプトのパピルスにも痛風と思われる記載があり、 

紀元前 5世紀には医学の父ヒポクラテスも『足の関節痛』として詳しく記述し、 

当時から飲酒や過食が原因であると考えていました。 

ニュートンに限らず、アレキサンダー大王、ルイ 14世、ミケランジェロなど 

痛風の症状に悩んだ人々も多いのですが、 

日本ではほとんど見られない病気といわれていました。 

ところが、食生活の欧米化等により現在 30～50万人が治療を要し、 

その予備軍といわれる高尿酸血症は約 500万人と言われています。 

主に 40～50の男性に多いのですが、 

利尿剤による不適切なダイエットにより若い女性にも見られ、 

また閉経後の女性にも増えてきました。 

血液中の尿酸値が 7mg/dl 以上では、脳卒中の発生は正常の 2.5倍、 

また心筋梗塞などの発生は約 4倍というデータもあります。 

治療せずに関節に多くの尿酸結晶が溜まると痛風結節というこぶのようになり、 

また腎臓にも詰まって腎不全の原因になる場合もあります。 

生活習慣を見直し、尿酸の原料となるプリン体の少ない食事療法をすることが基本

です。風に当たっても痛いと言われる痛風の病態は、体内に尿酸が溜まることですか

ら、薬による治療は関節の炎症や痛みを抑え、血液中の尿酸を下げることが中心とな

ります。内服薬として関節の激痛(痛風発作)に対してはコルヒチンや消炎鎮痛剤があ

り、尿酸を体内で合成することを抑制する薬や、腎臓からの尿酸排泄を促進する薬な

どもあります。 
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また酸性尿では腎結石を作りやすくなるので、 

尿量を多くしアルカリ化するために水分摂取に努めましょう。 

 

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 

 

 

❏ 「ウォーキングに適した靴とは」 

歩くための道具でまず思いつくのは靴ですね。 

現在では足の幅や甲の高さにいろいろと応じた商品が多く並ぶようになりました。 

しかし靴を選ぶときの基準は、 

どうも色や形など流行のファッションが優先されるようです。 

ウォーキングに適した靴とはどんなものなのでしょう。 

理想的な靴の動きは、踵がついてつま先で蹴り出すまでの靴底が 

自動車の回転するタイヤのように滑らかに地面につくことです。 

踵が高い靴では蹴り出す力が弱くなります。 

蹴り出しを楽にするのには、つま先が少し上がった靴底が向いています。 

以前、踵のほうがつま先より低めの靴が歩き易いとのことで売られていましたが 

踵を覆う部分(月形しんと呼ばれます)や踵の耐久性に問題があったりして 

今ではあまり見られなくなりました。また、靴の内側の形状もいろいろあります。 

土踏まずのところが盛り上がったようになったものは長時間歩くときの疲れを軽減し

てくれますが、この部分が高すぎますと足の血行を悪くして逆効果となります。 

足の指が曲がった状態でよく蹴り出せない状態のときは足の指のつけ根と土踏まずの

境界に少し盛り上がった部分があると指が伸びるようになります。 

靴の中敷もいろいろ種類が並ぶようになりましたので今履いている靴が今ひとつと思

われる方はちょっと試してみるのも良いと思います。 

これからの季節、私のお勧めは足首のところもベルトで固定できるスポーツサンダ

ルです。これですと足の指が自在に動くので歩いたときの開放感がとても好い感じで

す。靴と比べ衝撃の吸収性がやや不十分ですが 10 キロ程の町中ウォーキングには問題

ありません。通気性の良い靴下と組み合わせるとベルトと皮膚が擦れて傷むのが防げ、

足も汚れません。夏場、私はいつもこのスタイルで歩いているのですがファッション

的な評判はいまひとつです。 

でも｢ちょっと変｣と言われることには慣れてますから・・・。 

 

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便り 

 
さわやかな風が心地よい毎日、五月晴れが少ないのが残念ですが、 

皆様はいかがお過ごしですか？ 

前回では新しいメンバーの紹介をいたしました。 

新しい力も加わり、これからもよりよいサービスがお届けできるよう 

努力したいと思います。よろしくお願いいたします。 

さて、訪問看護ステーションって何をしているところ？ 

と疑問に思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 

 

☆ あなたのお家に看護師がお伺いして、 

状態を観察し必要な処置や、療養のお世話をします。 

☆ 赤ちゃんからお年寄りまで、病気をお持ちでお家にいらっしゃる方なら 

どなたでもご利用になれます。 

・家に病気やけがで困っている人がいる。 

・家にいる認知症で困っている人をどうしたら良いかわからない。 

・今入院しているけどどうしても住み慣れた家へ帰りたい。 

・退院しても良いと言われたけどどうして良いかわからない。 

・赤ちゃんから重い病気をお持ちの方、住みなれた我が家で過ごしたい方、 

困ったらまずお気軽にご相談ください。いつでもご相談に応じます。 

明るい笑顔で訪問看護師がお宅に伺い、 

安心して、少しでも快適に療養できるようお手伝いします。 

ご家族の役割も大きく不安もあるかもしれません。 

そんな時私たちがお手伝いできることが必ずあるはずです。 

私たちはいつも皆様のために何ができるか考えています。 

そしてお力になりたいと思っています。 

街を自転車で走り回っているのは私たちかもしれません。 

まずお声をかけてください。 

訪問看護ステーションを身近に感じていただけましたか？ 

あなたの街の桜台訪問看護ステーションです。 

 

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 
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6月診療科目表 

平成 20年 05月 30 日作成 

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。 

詳しくは、受付横のボード、診療担当医師を参照して下さい。 

 

【編集雑記】ジューン・ブライド:6月の花嫁。花嫁が幸せになるというヨーロッパか

らの伝承。それは、June という月名が、ローマ神話の結婚を司る女神である Juno：

ジューノからで婚姻と女性の権利を守護され、きっと幸せになるだろうと。又、昔、

ヨーロッパでは、3～5月の 3ヵ月間結婚禁止、6月解禁月。いっせいに結婚し祝福も

最も多い月。又、ヨーロッパの 6月は 1年中で最も雨が少なく天気に恵まれ、はつら

つとした季節の始まり。若者の季節と呼ばれ季節的環境がベストな月、加えて復活祭

も行われる時期であることから、ヨーロッパ全体が祝福ムードで溢れ、花嫁が幸せに

なれるなど。だが、日本でその慣わしをそのまま受け入れ、蒸し暑い梅雨時期に行う

のが不思議。それに花嫁だけ？                                        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日       16月 中村  中内 中村  岩田 

2月 中村  中内 中村  岩田 17火 秋下 高橋  大池 廣田  

3火 秋下 高橋  大池 廣田  18水 中村  中内 中村  宮田 

4水 中村  中内 中村  宮田 19木 狩野 長田  中内  宮田 

5木 狩野 長田  中内  宮田 20金 中村  中内 中村  岩田 

6金 中村  中内 中村  岩田 21土 千村 石神     

7土 千村 石神     22日       

8日       23月 中村  中内 中村  岩田 

9月 中村  中内 中村  岩田 24火 秋下 高橋  大池 高橋  

10火 秋下 廣田  大池 高橋  25水 中村  中内 中村  宮田 

11水 中村  中内 中村  宮田 26木 阿古 長田  中内  宮田 

12木 中村 長田  中内  宮田 27金 中村  中内 中村  岩田 

13金 中村  中内 中村  岩田 28土 千村 石神     

14土 千村 須藤     29日       

15日       30月 中村  中内 阿古  岩田 

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

