
 1 

さくら診報 
      For Others 

平成 20年 7月 1日 発行 第 57 号 

魚の中でも大変な旅行家といえる鰹。赤道直下から太平洋を横断して三陸沖あたり

を折り返し、水温が下がり始める秋に再び南へ戻ります。現在、ご機嫌ななめな地球

ですが、草植物は芽吹き、魚達も文句を言わずに生き続けております。 

 さて、今月も益々味のある内容でお送りいたします。 

❏偉人と病気(その 8) 

フィンセント・ファン・ゴッホ Vincent van Gogh 1853～1890(オランダ) 

 

自画像の背景に浮世絵を描き、現在では｢ひまわり｣をはじめ、 

日本でも有名な天才画家ゴッホですが生涯で売れた絵はたった一枚でした。 

ゴッホの病気に関してはてんかん、そううつ病、統合失調症など諸説ありますが、 

最近ではメニエール病ではないかとも言われています。 

この病気は、厚生労働省の難病に指定されており、 

めまいの中では約 5％とあまり多くはありません。 

原因は不明ですが、過労やストレスなどにより耳の内耳といわれる部分の水分が 

急に増えることで引き起こされる内リンパ水腫という状態であると 

考えられています。 

症状としては突然ぐるぐる回るようなめまい(回転性めまい)、 

耳が塞がったような難聴(特に低音が聞こえにくい)、 

耳鳴りに加え、多くは吐き気や嘔吐、動悸、不安感なども伴います。 

発作時にはこのような症状が数分から数時間、場合によっては数日持続します。 

主に片方の耳に起こりますが、両耳の場合もあります。 

そのうちにめまいは治まっても、耳鳴りや難聴は残り、 

改善しないようになることがあります。 

ゴッホの｢糸杉と星の見える道｣(1980)や｢星月夜｣(1889)の絵に見られる 

渦巻き状の空や星の様子などは、回転性めまいなどのせいかもしれません。 

現在、治療としては、めまい発作の時期にはステロイドホルモンや 

ビタミン剤などの内服・点滴でじっくり経過をみます。 

楽になる姿勢で、安静をとることも重要です。 

症状がかなり激しい場合には耳鼻科的に手術を考慮する場合もあります。 

めまいは耳(内耳など)の障害だけでなく、脳(大脳、小脳、脳幹部など)、 

心臓、首、血圧等の異常により引き起こされることもあります。 
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メニエール病自体は命にかかわることはまずありませんが、 

原因がほかにある場合は重い病気が隠れていることもあるので、 

検査を受けて頂く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 

 

❏ 「万歩計」 

歩くときの道具として前回は靴についてお話しましたが、 

今回は万歩計を取り上げてみます。 

これは特に無くてはならない物というわけではありませんが、 

｢健康のために頑張って歩くぞ｣と一念発起したりすると持ってみたくなりますね。 

万歩計は言うまでもなく歩数を記録する装置ですが、 

もともとはそれによって距離を測るために作られたもので 

歴史は意外と古くレオナルドダビンチが発明したという説があります。 

日本では｢歩け歩け運動｣が盛んになるとともに 

1日 1万歩が健康増進の目安といわれ万歩計が普及しました。 

男性の平均データで考えますと、普通の速さで歩いているときの歩数の平均が 

1分間に 110歩ですので、1万歩達成するためには約 90分間歩くことが必要です。 

また歩行速度を分速 80m で換算すると距離は 7.2km となります。 

万歩計は歩いたときの揺れを感知して記録しますので 

甘めの設定のものは歩いた動き以外のものもカウントしてしまいます。 

それで現在売られている万歩計は一定の周期の振動しかカウントしないように 

なっていて、さらに日常生活の中での数歩の移動や数分間歩いた程度のものは 

カウントしない厳しい設定のものもあります。 

運動とは無縁の人が使うには甘めの設定で歩数を測るというよりは 

活動量を記録するといった使い方のほうが良いかもしれませんね。 

万歩計とは少し異なりますが腕時計型の GPS(カーナビ等でも使用されている人工

衛星による位置測定装置)と心拍計がセットになった商品もあります。これですとウ

ォーキングやランニングの際、距離・速度の他に運動負荷が常にモニター出来ます。 

さらにそれをパソコンにつなぐと世界中どこでも移動した経路が地図上に表示され

ます。欲しいなと思いましたが移動が自宅と職場の間だけの生

活ではあまり必要ないなと考え直しました。 

 

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 
 

例年より早く、梅雤に入り、うっとうしい季節となりました。 

中国で大地震がきたかと思えば、日本でも地震が起き、 

大きな被害があり身近なことと感じている方も多いことと思います。 

この機会にご家族と避難の事など話し合う時間など設けてはいかがかと思います。 

 

さて、今回は本番の夏に向けての話しができればと思います。 

今年の夏が猛暑であるか、冷夏であるかなど色々な専門家が話されておりますが、 

実際になってみないと、本当のところわからないのではと思います。 

近年、温暖化が叫ばれ、平均気温が上昇していることから、 

小児・高齢者は特に気をつけなければならないことは、脱水です。 

たとえ、外に出なくとも室温や湿度にも気を配らなければなりません。 

エコブームで環境を考えると、エアコン使用を控えなければいけないことかもしれま

せんが、熱中症になってはエコどころではありませんので、 

エアコンや扇風機を上手く使用しながら、夏場をしのぎましょう。 

ただし、エアコンをつける前にフィルターが汚れていないかは重要なポイントです。

是非、エアコンの窓を開け、ほこりなどあれば、 

フィルターのお手入れをお勧めします。 

フィルターの点検、掃除は 2週間を目安に行っていただければ、 

エアコン効率も高まることと思います。 

 

お部屋の環境が整ったところで、水分補給をこまめに、 

水分が摂りにくい方はゼリーや氷片をなめるだけでも違います。 

ちょっと気をつけて水分量をチェックしてみましょう。 

ゼリーは市販されているものとして、 

商品名ではウイダーインゼリーやカロリーメイトなどがあります。 

その他に、市販されていないもので介護食を中心としたカタログがありますので、 

お気軽に訪問看護ステーションにお問い合わせしていただければと思います。 

 

 

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 
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7月診療科目表 

平成 20年 06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。 

 

【編集雑記】魚の呼吸法がエラ呼吸であることは一般的な常識ですが、鰹や鮪はエラ

蓋を動かす筋肉の発達が悪い魚。このような魚達は、泳ぐ際、口を少しあけ海水を口

からエラに通り抜けさせ呼吸をしています。そのため、泳ぐことを怠けると鰹や鮪は、

たちまち呼吸困難になる運命に。また水の抵抗が少ない紡錘形の体系は長距離を泳ぐ

のに適したスマートさ。触れてみると、魚特有のざらざらとしたウロコがない。これ

は長距離を時速 25 ㌔～30 ㌔位の速いスピードで 1 日中、休みなく泳ぐため大半のウ

ロコは退化してしまった。昼も夜もせっせと泳ぐ星の元に生まれてしまったのでしょ

う。そう思うと僕の前世は、スマートさを欠いたトドのような珍魚かも。  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 千村 須藤     

5土 千村 石神     20日       

6日       21月       

7月 中村  中内 中村  岩田 22火 秋下 高橋  大池 廣田  

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 石神     27日       

13日       28月 中村  中内 中内  岩田 

14月 中村  中内 中村  岩田 29火 秋下 高橋  大池 高橋  

15火 秋下 高橋  大池 廣田  30水 中村  中内 中村  宮田 

 31木 狩野 長田  中内  宮田 

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

