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さくら診報 
      For Others 

平成 20年 11 月 1日 発行 第 61号 

食欲の秋とはよく言ったもので、冬眠に備えての蓄え(？) でしょうか。 

本能には逆らえませんが程々に、というわけで秋真っ只中でのさくら診報です。 

 

❏偉人と病気(その 11) 

ヨハン・セバスチャン・バッハ：Johann Sebastian Bach 1685～1750（ドイツ） 

糖尿病の歴史は古く、 

初めて記録されたのは紀元前 1500年(今から 3500 年)前エジプトの 

エベレスパピルスに｢多量の尿を出す病気｣という表記であるといわれます。 

日本では、源氏物語の主人公光源氏のモデルとなったといわれる藤原道長が、 

いろいろな合併症を伴う糖尿病であったことが 

藤原実資の日記｢小右記｣に残されています。 

そのような経緯があるためと思いますが、 

1997年 11月に神戸で開催された糖尿病国際学会の記念切手には、 

藤原道長像とインスリンホルモンの結晶がデザインされました。 

 

楽聖ベートーベンが 

『｢小川(バッハ Bach)｣ではなくて｢大海(Meer)｣である』と評した 

大バッハ(J・S・バッハ)は、約 60人の音楽家を輩出した一族の中でも 

巨匠として特に有名です。 

宗教音楽に関するイメージが強いかもしれませんが、 

大変な美食家で、大食漢でもあったため、糖尿病を患っていたと言われています。 

晩年有名な医師が白内障の手術をしてもすぐに再手術になり、 

出血がひどかったという記載が残っています。 

脳卒中を患ったという記録もあり、眼に関しては糖尿病性網膜症だけでなく 

高血圧性網膜症もあったかもしれません。 

 

糖尿病があると通常より早めに白内障(水晶体といわれる部分が白くなる病気)が 

出現したり、治りにくい血管新生緑内障(糖尿病によって網膜の血管が詰まり、 

出血しやすい新生血管が眼全体に出て水の循環が悪化し、 

眼圧が上がって視神経が障害される病気)となる場合があります。 

他にも腎障害や神経障害などの合併症が起こりうることはよく知られています。 
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長期間病気と向き合う場合が多いのですが、 

血糖のコントロールが良ければ、糖尿病は決して怖い病気ではありません。 

現在は内服やインシュリンなど良い治療法があり、 

またバイオ関連の進歩によっては、画期的な治療法も期待されています。 

血糖測定も痛くない方法が実用化に向けて研究中であるという話も聞きます。 

ただ、初期は自覚症状が表れにくく、 

気付かないうちに進行していくこともあるため、 

定期的に健康診断を受けていただきますようお勧めします。 

 

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 

 

 

❏ 「「三輪車」」 

かなり以前に公開された映画ですが 

｢シャイニング｣というスタンリー･キューブリック監督の作品があります。 

これは冬場閉鎖されたリゾートホテルで 

管理人家族が繰り広げるサスペンスホラーですが、 

広いホテルの回廊を男の子が三輪車を漕いで走る映像は 

子供の低い目線からとらえられ、重厚でスピード感がありとても印象的でした。 

 

そんな三輪車がミレニアムに登場しました。 

これは車椅子の前に三輪車のようなハンドルとペダルのついた車輪が取り付けられ

たものです。乗ってみると手で漕ぐ時とは比べものにならないくらいの力強さとスピ

ード感が味わえます。乗った人の顔には思わず笑みがこぼれます。 

思えば人類の文明の発展は新しい移動手段の発明獲得の歴史でもあります。 

馬、自転車、スキースケート、ボート、オートバイ、自動車などを 

自分で操ることにより、より早く自由に移動できるようになり 

人々は喜びを見出してきました。 

ところが病気や加齢で体力が衰えると 

今まで手にしていたそんな手段を次々と手放すこととなり、 

歩くことさえもおぼつかなくなってしまいます。 

この三輪車は走らせるのに広い場所が必要で 

外の道路に出るのは危険とされていますから 

リハビリの訓練以外には使用できませんが、 

再び自分の力で動くことの喜びを感じていただける良い道具だと思います。 
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なお、三輪車椅子は長く施設をご利用いただいた方の 

ご家族様が寄贈してくださった物の中の 1台です。 

この紙面をかりて御礼申し上げます。 

介護老人保健施設ミレニアム桜台 

理学療法士 祖川信雄 

 

 

桜台訪問看護ステーション便り 
 

秋も本番、落ち葉の掃除に忙しい方も多いのではないでしょうか。 

冬の準備はおすみですか？ 

インフルエンザの予防接種も始まりました。 

今回はインフルエンザについてです。 

インフルエンザと人のかかわりは古く 

古代エジプトにはすでにインフルエンザと見られる病気の記録が残っています。 

1918～1919にスペインインフルエンザの世界的な大流行があり、 

これ以降インフルエンザは毎年継続して流行するようになりました。 

予防接種は感染予防より重症化の防止に重点が置かれた予防法であり、 

健康な成人でも感染防御レベルの免疫を獲得できる割合は 

70％弱(同時期に 2度接種した場合は 90％程度まで UP)します。 

発症しても重症化しないレベルの免疫を獲得している割合は 80％程度とされ、 

乳幼児の予防のためには、本人がワクチンの接種を受けるよりも、 

家族がまず接種を受け、家族内でうつさない、 

流行させない体制を作る方が有効だと考えられます。 

インフルエンザの潜伏期間は 1～2日が通常ですが、最大 7日までです。 

感染者が他人へウイルスを伝播させる時期は 

発症の前日から症状が軽快してのちおよそ 2日後までで、 

症状が軽快してから 2日ほど経つまでは通勤や通学は控えた方がよいでしょう。 

A型インフルエンザはとりわけ感染力が強く、症状も重篤になる傾向がある。 

まれに A型、B型の両方を併発する場合もあります。 

外出から帰ったらまずうがいと手洗いを忘れず、乗り切りましょう。 

街は年末年始に向けてますます賑やかになります。 

あなたにとって楽しい賑やかさになりますように・・・・ 

 

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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11月診療科目表 

平成 20年 10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】 

｢この世の二大暴君とは｣と、ドイツの批評家ヘルダー(人類史哲学の理念)が書いてい

る。それは｢偶然と時間｣だそうです。人を苦しめるのは同じでも、手のくだし方が違

うそうです。不意の一撃で殴り倒すのが｢偶然｣であるなら、いつ終わるとも知れずに

待つという行為を通し、慢性疾患のように人をさいなむのが｢時間｣であろうと。 

考えてみるなら｢時間と距離｣、｢微分と積分｣、｢あなたと私｣

など。｢この世の｣というにはちと、おこがましい感がある。

ただ、どちらが｢偶然｣かは、考えずに。          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土 千村 須藤     16日       

2日       17月 中村  休診 中村  岩田 

3月       18火 秋下 高橋  大池 廣田  

4火 秋下 高橋  大池 廣田  19水 中村  中内 中内  宮田 

5水 中村  中内 中内  宮田 20木 狩野 難波  中内  宮田 

6木 狩野 難波  中内  宮田 21金 中村  中内 中村  岩田 

7金 中村  中内 中村  岩田 22土 千村 石神     

8土 千村 石神     23日       

9日       24月       

10月 中村  中内 中村  岩田 25火 秋下 高橋  大池 高橋  

11火 秋下 廣田  大池 高橋  26水 中村  中内 中内  宮田 

12水 中村  中内 中内  宮田 27木 狩野 難波  中内  宮田 

13木 狩野 難波  中内  宮田 28金 中村  中内 中村  岩田 

14金 中村  中内 中村  岩田 29土 千村 石神     

15土 千村 石神     30日       

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

