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さくら診報 
      For Others 

平成 21年 3月 1日 発行 第 65 号 

立春から 1ヶ月過ぎ雪が降りました。 

記録的な暖冬といわれておりましたが、カレンダーが 1枚戻ったような寒さです。 

上着の調整が難しい時期でもあり、体調には十分お気をつけください。 

 

❏ ｢骨がもろくなるまえに骨量を測りましょう｣ 

骨の健康について気をつけていますか？ 

骨の健康維持に関して無関心になりがちなのは、骨が目に見えないこと、 

そして、骨量が減少し始めても自覚症状がほとんどないということが 

原因ではないでしょうか。 

骨量が減少すると骨はもろくなり骨折しやすくなります。 

骨の強度は、骨の量(骨量)と骨の質(骨質)によって左右されますが、 

骨質を手軽に評価する方法はまだありません。 

したがって、自分の骨の強さを知るには、骨量を測ることが大切です。 

❏ 骨量はどれくらい減ったら危険なのでしょうか 

どれくらい骨量が減ったら骨折しやすくなるかについては、 

1994年に WHO(世界保健機構)が骨粗鬆症の基準を定めました。 

20～40歳の健康な人の骨量の平均から－2.5SD(標準偏差)以下になったものを 

骨粗鬆症として、骨折の危険ありと評価するというものです。 

一方、日本では、SDという単位がわかりにくいということで、 

1996年にパーセントを使った新しい診断基準が作られました。 

これは、一生のなかで骨量が最も多い 20～44歳の平均骨量から 

｢20％減少までは正常｣、「20～30％を骨量減少」、 

｢30％以上減少すれば骨粗鬆症｣と診断するというものです。 

骨量が 30％以上減少すると骨折を起こし易くなることは統計で確認されており、 

そういう意味で骨粗鬆症と診断されれば危険な状態といえます。 

尚、すでに骨折(外傷性以外の骨折)がある場合は、 

20％以上の骨量減少があれば骨粗鬆症と診断します。 

また、痛みなどの症状がなくても身長が一年間に 1cm以上短縮した場合は、 

骨粗鬆症の疑いがありますので骨量を測定することをおすすめします。 

さらに、両親(特に母親)、兄弟姉妹など、ご家族に骨粗鬆症と診断された方、 
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あるいは骨折した方がいらっしゃる場合も 

骨量を測定したほうがいいといわれています。 

❏ 骨量の測定方法 

現在いくつかの骨量測定法があり、 

X線を用いる方法と超音波を用いる方法に分けられます。 

最も信頼性が高いのは、X線を用いた DXA(デキサ)法で、 

全身のあらゆる部位の骨量を測ることができますが、 

一般的には背骨(腰椎)と股関節部(大腿骨頚部)の骨量を測定します。 

この方法は測定の精度が高く、測定時間が短く(全身で 7～8分、腰椎なら 3 分程度)、

放射線の被爆量もわずか(胸部 X線撮影の 1/10以下)です。 

また、全身の骨量測定を行うと、同時に全身の筋肉量や脂肪量も正確に測定されます。

当クリニックの骨量測定はこの方法によって行っています。 

 

骨粗鬆症になると骨強度が低下し骨折しやすくなります。 

骨折によって命を落とすことはありませんが、 

痛みや骨の変形のため日常生活が著しく制限され、寝たきりになることもあります。

また、背中が曲がることによって内蔵にも様々な悪影響をおよぼすこともあります。

骨粗鬆症対策では、ならないよう予防することが最も大切です。 

予防・治療の第一歩は、ご自分の骨の状態を知ることです。 

そのためには、まず骨量を測定してみることが大切と考えます。 

 

医療法人財団秀行会 

阿部クリニック院長 中村 哲郎 

❏ ｢つる｣ 

｢つる｣といっても｢鶴｣ではなく足が｢攣る｣のお話です。 

よく夜中に足が攣って大変だった、どうしたらいいでしょうという相談を受けます。

だいたいの場合は攣るのはふくらはぎで｢こむら返り｣といわれます。 

これはふくらはぎの筋肉が何かのきっかけで縮み続けるため起こるもので、 

主な原因は疲労、血行障害、脱水、ミネラル不足です。 

また冷えも大きな原因で水温の低いところで泳いだときには足が攣りやすいです。 

こむら返りの対処法は皆さんご存知と思いますが、 

攣った足のつま先を引き上げてふくらはぎを伸ばすようにすることです。 

この時、あまり強く引き上げたり、反動をつけてグイグイやると 

筋肉を傷めてしまうので注意が必要です。 

寝ている時に攣った場合は足裏を壁などに押し当てて 

ふくらはぎを伸ばすように膝を上から押さえそのままじっとしていると良いです。 
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しばらくするとこれ以上筋肉が縮み続けると 

筋肉が傷みますと足のセンサーが警告を発し緩むようになります。 

足が攣りやすい方は、足を冷やさないようにしたり、 

水分やミネラルの補給を心がけるようにしましょう。 

ミネラルとしては、カルシウム、カリウムの他マグネシウムが重要な要素です。 

マグネシウムはアーモンドなどのナッツ類やゴマに多く含まれています。 

また玄米や大豆、海藻類にも含まれていますので 

日頃の食事で補うようにしましょう。 

それでも頻繁に足が攣るのは病気が起因していることがありますので 

病院での受診をお勧めします。 

 

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 
日差しにやわらかさが増し、沈丁花の香りに春を感じるこのごろです。 

皆様はお変わりなくお過ごしですか。 

街を行き交う人々には、マスクをする姿が目に付きます。 

マスクには風邪の予防だけではなく、 

塵の吸入防止と花粉対策にも大きな役割があります。 

風邪の予防には、適度な湿度が鼻の粘膜の保護になります。 

ただし外からのウイルスの進入には、専用のマスクでないと予防できません。 

花粉には効果は大きく花粉の吸入は予防できます。 

マスクを上手に使って、あなたもマスク美男・マスク美女になってみまませんか？ 

 

さて桜台訪問看護ステーションも今年で 10周年を迎えようとしています。 

法人内でも異動があり、所長交代することとなりました。 

馬籠さとみから、内田幸子に交代します。 

 

今まで地域の皆様に育てて頂いたステーションを、 

これからも愛され続ける、お役に立てるステーションを目指し、 

スタッフ一同力を合わせていく所存です。 

今まで同様皆様のお力添えを頂きますようお願いいたします。 

 

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 
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3月診療科目表 

平成 21年 2 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。 

 

【編集雑記】      古い言葉になりますが、親の前世は子供の仇であったとのこと。 

前世での罪滅ぼしのために親と生まれ、子に尽くす。 

母親の腸(はらわた)で命をつなぐのが子供であるのなら、 

腸を食われても痛みすら感じず、喜んで子供に尽くすのが母親の真の姿。 

そうやって皆我が子を育てる。今 3月、木々の新芽も厳しい寒さに耐え忍び、 

いっせいに花開こうと準備中。卒業、進学、社会へと其々希望を胸に。 

朽ちた落ち葉を忘れずに。                                             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       

6金 中村  中内 中村  岩田 21土 中内 石神     

7土 千村 須藤     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 狩野 長田  中内  宮田 

12木 神崎 長田  中内  宮田 27金 中内  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 石神     29日       

15日       30月 中村  休診 中村  岩田 

 31火 秋下 高橋  大池 廣田  

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

