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さくら診報 
      For Others 

平成 20年 8月 1日 発行 第 58 号 

溶けてしまいそうな夏、ひとつのボールを懸命に追いかけている青春もあります。 

きっと、その一途な努力が感動を生むのでしょうか。夏、本番です。 

❏偉人と病気(その 9) 

アベベ・ビキラ   Abebe  Bikila  1932～1973  (エチオピア) 

『どんなに貧しくても、どんなに重い障害を抱えていても 

スポーツは生きる勇気を与えてくれる』 

今年は北京オリンピック開催年ですが、 

私にとって最も印象深いのは 44年前の東京オリンピックです。 

 

1960年ローマオリンピック大会のマラソンにて裸足でアッピア街道を走り 

｢裸足の王者｣と讃えられたアベベ・ビキラは、1964 年東京オリンピックでは 

その風貌から｢走る哲学者｣と称され、当時世界最高記録でマラソン競技 2連覇の 

偉業を成し遂げました。 

1969年エチオピアの首都アディスアベバ郊外で車の運転中に交通事故に遭い、 

重度の下半身麻痺になったものの、アーチェリー、マラソン、卓球等の 

障害者競技やパラリンピックに参加し、犬ぞりレースでは優勝、 

また 1972年ミュンヘン大会開会式には車いすでゲスト参加しています。 

1973年(当時のエチオピアの平均寿命とほぼ同じ)41歳で脳出血にて永眠され、 

アディスアベバには彼の栄誉を称えアベベ国立スタジアムがあるそうです。 

パラリンピックとはパラプレイジア(両下肢麻痺)とオリンピックを合成して 

作られた言葉で、障害者のオリンピックを表します。 

本来、脊髄損傷に対する治療・リハビリテーションのために 

スポーツを取り入れたのが始まりで 1964年 11月東京オリンピックの後で 

開催された国際ストークマンデビル大会(＝障害者スポーツ大会)で 

初めてパラリンピックの言葉が使われました。 

1988年ソウル大会では正式にパラリンピック大会として開催され、 

しかも、パラ(もう一つの)オリンピックという位置付けに変わり、 

脊髄損傷・両下肢麻痺だけでなく、視覚・聴覚障害、脳性まひなど 

他の障害も含めて、国際障害者スポーツ大会として発展してきています。 
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また、2016 年大会も東京オリンピック・パラリンピックとして

の招致が進められており、今年も含めこれからの大会が、環境への

負荷が少なく世界平和へつながる感動が沢山生まれることを祈り

たいと思います。 

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 

❏ 「利き足」 

利き手はどちらですか、 

と聞けば即座に｢右利き｣、｢左利き｣と答えは返ってきますね。 

なかには私は両刀使いですという方もいらっしゃいますが、そういう方は子供のころ

左利きだったのを親に右手を使うよう矯正された場合が多いですね。 

では、利き足はどちらですかとうかがったとき皆さんはどう答えられますか。 

利き手の場合は細かい作業ができたり重たいものが持てたり、 

要するにしょっちゅう使う器用なほうの手ですからすぐにわかりますが、 

足となると両足とも同じように使っている気がしますね。 

利き足とは歩き始めに出る方の足、ボールなどを蹴る足といわれています。 

というとなるほど反対側の足よりちょっと器用そうだなと思いますね。 

手は右利きが圧倒的に多いですが足も手ほどではないですが右利きが多いです。 

でも利き手は反対側の手に比べとても重要な手ですが、足の場合は利き足と反対側の

足も重要な働きをしているのです、こちらの足を軸足といいます。 

利き足が的確に働くためには、まず軸足がしっかりと身体を支えることが必要です。

片足で立つときも軸足で立ったほうが安定します。 

ですから立っているときは知らず知らずのうちに 

軸足の方に体重をかける傾向があるようです。 

トラック競技での走る向きが左回りというのも 

軸足が左の人の比率が高いためとも言われています。 

利き足は意識して使う足、軸足は無意識のうちに働いている足ともいえます。 

つまずきやすくなった人にはつま先を上げて 

踵からしっかりと足をついてくださいとアドバイスしますが、 

軸足で立ったときのバランスの崩れが原因の場合もあります。 

歩くときに軸足を意識して使うようにしてみて歩きやすい気がした方は、 

軸足で片足立ちになる練習や、軸足の膝がしっかり伸びるように 

ストレッチをしたりすると改善が期待できます。 

 

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便り 
 

真夏日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

温暖化のせいか、年々夏が長くなってきているような気がしますね。 

さて今回は、桜台訪問看護ステーションの居宅介護支援事業から介護度のお話です。 

要介護状態区分(｢要支援 1･2」｢要介護 1～5｣｢非該当｣｣認定期間など認定されます。 

桜台訪問看護ステーションでは、要介護 1～5の方のケアプラン作成のお手伝いを 

させていただいているので、要介護の話を書かせていただきたいと思います。 

時々、｢私は介護 3だけど隣のおばあちゃんは私より大変なのに介護 2なのよ｣ 

というようなことを聞きます。介護度はその方のお身体の状況や、 

介護されているご家族の意見など色々な側面から判断します。 

それでは要介護度の状態像の目安を紹介します。 

要介護 1：身の回りの世話など、日常生活に部分的に介助を要する状態。 

認知力、理解力等に衰えが見られる場合がある。 

要介護 2：食事や排泄、入浴、衣服の着脱等、 

日常生活全般に軽度の介護を要する状態。 

認知力、理解力等におとろえや、問題行動が見られる場合がある。 

要介護 3：食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱等、 

日常生活に多くの介助が必要な中等度の介護を要する状態。 

多くは、立ち上がりや、歩行などが自分でできないことがある。 

認知力、理解力等に低下や、問題行動がいくつか見られる場合がある。 

要介護 4：日常生活全般にわたり、全面的な介護が必要となり、介護なしには 

日常生活を行うことが困難な状態で重度の介護を要する状態。 

認知力、理解力等の著しい低下や、問題行動が増えてくる場合が多い。 

要介護 5：生活全般にわたって、介護なしには日常生活を行うことが 

不可能な状態で、最重度の介護を要する状態。 

意志の伝達がほとんど、または全くできない場合が多くなる。 

※ [すぐわかる介護保険より] 

これらはあくまでも目安です。またお身体の状態に変化があったり、 

必要とされる介護の状態が変わったときは変更の申請ができます。 

もちろん介護度が妥当ではないと思われたときは不服申し立てもできます。 

この猛暑はまだまだ続きそうです。 

お体を大切になさって健やかな日々をお過ごし下さい。 

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 
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8月診療科目表 

平成 20年 07月 31 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】高校球児の熱戦が始まり惜しげもなく流す涙に感動します。その涙には、

しょっぱい涙とそうでない涙の 2種類があるそうです。いつの頃か日々生活に精一杯

で、あれほどあったはずの夢や燃えるような情熱など、つい忘れてしまったことに気

づかされます。若いから青春ではなく、夢をもち、その夢に向かい、いつまでも情熱

的に頑張れる人が、いつまでも青春でいられるのだと。僕はその時々で大きくても小

さくても何か夢をもち、情熱的に取り組むことができる人生を、歩んでいきたい。 

感動の涙より悔し涙の方が、しょっぱいことを忘れないためにも。        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金 中村  中内 中村  岩田 16土 千村 石神     

2土 千村 須藤     17日       

3日       18月 中村  中内 中村  岩田 

4月 中村  中内 中内  岩田 19火 秋下 高橋  大池 廣田  

5火 秋下 高橋  大池 廣田  20水 中村  中内 中村  宮田 

6水 中村  中内 中村  宮田 21木 狩野 長田  中内  宮田 

7木 狩野 長田  中内  宮田 22金 中村  中内 中内  岩田 

8金 中村  中内 中村  岩田 23土 千村 石神     

9土 千村 石神     24日       

10日       25月 中村  中内 中村  岩田 

11月 中村  中内 中村  岩田 26火 秋下 高橋  大池 高橋  

12火 秋下 廣田  大池 高橋  27水 中村  中内 中内  宮田 

13水 中村  中内 中村  宮田 28木 狩野 長田  中内  宮田 

14木 狩野 長田  中内  宮田 29金 中村  中内 中村  岩田 

15金 中村  中内 中村  岩田 30土 千村 石神     

 31日       

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

