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さくら診報 
      For Others 

平成 20年 12 月 1日 発行 第 62号 

早いもので、もう師走となりました。この一年いかが過ごされたのでしょうか。 

忘年会、クリスマス、お正月と、濁流のような大きな波に呑み込まれてしまう時期。 

普通に考えてみると、次の年は必ず訪れる筈なのに、血が騒ぐのでしょうか。 

 

❏偉人と病気(その 12) 

前回の糖尿病に関連して、｢メタボリック症候群(シンドローム)｣、 

または｢内臓脂肪症候群｣について少しお話します。 

 

内臓のまわりに脂肪がたまる｢内臓脂肪型肥満｣は、 

食べ過ぎや運動不足などにより脂肪を含んで大型化した脂肪細胞が、 

お腹の臓器の間にある腸間膜等に蓄積された状態です。 

腰まわりや太ももなどの下半身を中心にたまる皮下脂肪からは、 

動脈硬化を抑制する物質も出ていますが、内臓脂肪からは少なく、 

逆に高血圧や高血糖、脂質異常症(高脂血症)など動脈硬化を悪化させる 

複数の物質が多く出ています。 

それらの病気の診断基準を満たさない予備群や軽症であっても複数重なった場合、 

心筊梗塞や脳梗塞などの予防という観点から 

『既に手を打たなければならない状態、一つの病態』とする考え方です。 

｢高血圧｣や｢糖尿病｣、｢高脂血症(脂質異常症)｣などと診断されている場合は 

勿論治療が大切ですが、毎日の生活習慣を改善するという身近な方法で、 

内臓脂肪を減らすよう努めましょう。 

内臓脂肪は皮下脂肪に比べて蓄積されやすく、 

エネルギーを消費することで比較的減らしやすいといわれています。 

1965年カリフォルニア大学のブレスロー教授が、 

適正な睡眠時間、禁煙、適正体重の維持、適度の飲食、運動の習慣、 

朝食を毎日食べる、間食をしないという 7 つのうち実行している項目数が多いほど、

病気になる確率が低く、寿命も長くなると言っています。 

日本でも江戸時代に活躍した儒学者貝原益軒は、 

約 300年前に著した養生訓のなかで、 

『人として生まれたからには工夫したい人生の三つの楽しみ方』を 

記していますが、現代の健康長寿に通じる考え方と思われます｡ 
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最新医療の恩恵も人類の生きる智恵として活用し、 

皆様が健康で豊かにお過ごし頂けますようお手伝いしたいと考えております。 

これからも何卒宜しくお願い申し上げます。 

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 

 

❏ 「ころばぬ先の杖」 

施設をご利用されている方には杖をお使いの方が多くいらっしゃいます。 

なかには杖を突かず、ただ持ち歩いているだけという方もいます。 

まわりからは杖を持っていても突かないのでは意味が無いのでは、 

という声も上がります。 

その答えになりそうな話が最近読んだ本の中にありました。 

40人の高齢者を対象に、周囲に何の支えも無いところで眼を閉じて立った時と、 

平行棒(歩行練習に使う左右に２本の手すりが並んだものです)の中で 

同じように何にもつかまらずに眼を閉じて立った時の 

体の揺れ具合を比較したものです。 

結果は平行棒内で立った時の方が体のふらつきは少なくなったのです。 

これは平行棒の中では倒れそうになったら 

手すりにつかまれば転ぶことはないという安心感が影響しているようなのです。 

人間の注意能力は量が決まっていて、転ぶかもしれないという 

不安感があるとそちらに注意力が使われ、 

バランスを保つために必要な注意力の割り当てが 

減ってしまうと考えられるようです。 

今までなんのことなく歩いていた人が何かの拍子に転倒してからは 

歩くのが怖くなりおぼつかない足取りに変わってしまうことがあります。 

そういう方にはここなら転ばないと思える安心できる環境での 

歩行練習が必要となります。 

杖を持つこともそれによって気持ちに安心感が生まれれば 

それだけでバランスは良くなるというわけです。 

お話は変わりますが、年明け 1月 11日の日曜日に 

ミレニアム桜台で開催される家族介護者教室で以前このコラムでも取り上げた 

ノルディックウォークの体験会を企画しました。 

ポールも無料でレンタル致しますので興味を持たれた方はどうぞご参加ください。 

詳しくはポスターまたは 12月下旬の練馬区報をご覧下さい。 

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 
12月に入りポインセチアの紅い色が心を浮き立たせてくれますね。 

さて今月は介護保険のお話をしたいと思います。 

練馬区には介護保険の認定を受けている方への色々な福祉サービスがあります。 

すでに利用されている方も多いかと思いますが、その一部をご紹介いたします。 

 

＊寝具クリーニング＊ 

在宅の 65歳以上で、要介護 3～5の方。 

クリーニング店での受け渡しと集配。 

＊布団の乾燥消毒・薬品消毒・水洗い＊ 

在宅の 65歳以上で要介護 1～5で一人暮らし、 

または在宅の 65歳以上の要介護 1～5の方を含む 65歳以上のみの世帯。 

＊紙おむつなどの支給＊ 

常時失禁状態にある方で要介護 1～5の方。 

＊出張調髪サービス＊ 

外出困難な 65歳以上で要介護 3～5の方。 

＊家族介護慰労金＊ 

要介護４～5の家族を在宅で介護し、 

1年間介護保険サービスを利用しなかった方。 

＊リフト付きタクシー＊ 

65歳以上で外出時車椅子などを利用する要介護 3～5の方。 

(迎車料は区負担、運賃などは本人負担) 

 

それぞれに制限等があります。 

詳しくは練馬区総合福祉事務所までお問い合わせください。 

 

今年も残すところあとわずか‥‥ですね。 

皆様にとって今年はどんな年だったのでしょうか。 

来年も楽しいことがたくさんありますように、 

良いことがたくさんありますように。 

新しい年もよろしくお願いたします。 

 

 

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 



 4 

12月診療科目表 

平成 20年 11月 29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。 

尚、12月 29日(月)午後より、翌年 1月 4日(日)まで年末年始のため、 

休診とさせて頂きます。お薬など、お忘れのないようご注意下さい。 

翌年は、1月 5日(月)より、通常通り診察を行います。 

 

【編集雑記】一年前、何を悩んでいたのだろう。更に十年前となると限られた重大な

問題だけ。何であのように悩んでいたのか、今となっては些細な事ではと。それが分

かれば、くよくよするのは時間とエネルギーが勿体無い。ヒトが行動すること全て、

幸せに生きるためではないでしょうか。幸せになる手段のため、幸せを犠牲にしてし

まうのは、本来の目的を忘れているのでは、気をつけよっと。            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月 中村  中内 中村  岩田 16火 秋下 高橋  大池 廣田  

2火 秋下 休診  大池 廣田  17水 中村  中内 中村  宮田 

3水 中村  中内 中村  宮田 18木 神崎 難波  中内  宮田 

4木 狩野 難波  中内  宮田 19金 中村  中内 中村  岩田 

5金 中村  中内 中村  岩田 20土 千村 須藤     

6土 千村 石神     21日       

7日       22月 中村  中内 中村  岩田 

8月 中村  中内 中村  岩田 23火       

9火 秋下 廣田  大池 高橋  24水 中村 高橋 中内 中村 高橋 宮田 

10水 中村  中内 中村  宮田 25木 狩野 難波  中内  宮田 

11木 狩野 難波  中内  宮田 26金 中村  中内 中村  岩田 

12金 中村  中内 中村  岩田 27土 千村 石神     

13土 千村 石神     28日       

14日       29月 中村  中内    

15月 中村  中内 中村  岩田 30火       

 31水       

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

