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さくら診報 
For Others 

平成 21年 4月 1日 発行 第 66 号 

先月が、卒業など別れの月であるのなら、今月は、始まりの月。 

新しいコトに挑戦する絶好のチャンスでもあり、今こそ、最高の自分に生まれ変われ

るのではないでしょうか。春の新生活や新しい職場で、一味違うようになるのなら、

今からしっかりと準備しておくコトが大切です。 

 

❏ ｢骨粗鬆症の予防｣ 

骨量は年とともに減尐し、一旦減尐した骨量を再び増加させることは困難です。 

したがって、骨が減らないように予防することがとても大切です。 

骨粗しょう症を予防するには病気の原因を取り除いてやることと、 

骨粗しょう症によい生活習慣を実行することになります。 

では骨粗鬆症の原因は何なのでしょう。 

骨量が減尐するには危険因子と呼ばれる様々な要因が関係しています(下表参照)。 

身体的要因のほとんどは努力によって変えられるものではありませんが、 

当てはまるかたはよりいっそう注意が必要といえます。 

生活習慣関連の要因は努力すれば実行できるものばかりです。 

これらの中で特に重要なのは、 

カルシウム、ビタミン D、ビタミン Kを不足なく摂取することと運動不足の解消です。

カルシウムは一日に 800mg 以上が必要とされています。 

国民栄養調査によると日本人の一日摂取量は約 530mgですので、 

あと約 300mg余計に摂取すればよいということになります。 

ビタミン Dはカルシウムの腸管からの吸収に不可欠のビタミンで、 

高齢者では多くの人が不足しているといわれていますので、 

積極的に摂取するようにしましょう。 

ビタミン Kは、納豆や発酵食品、緑色野菜に多く含まれているビタミンで 

骨折を防止する効果を持つとされるビタミンですので、 

骨粗鬆症の危険因子 

身体的素因 生活習慣関連 

加齢、性(女性)、 

人種(白人＞黄色人種・黒人) 

家族歴、遅い初経、早期閉経、 

やせ、過去の骨折 

カルシウム不足、ビタミン D不足、ビタミン K不足、 

リンの過剰摂取、食塩の過剰摂取、 

極端な食事制限(ダイエット)、運動不足、日照不足、 

喫煙、過度の飲酒、多量のコーヒー 
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これも積極的にとるようにすると効果的です。 

また、食塩の過剰摂取や過度のダイエットは 

骨粗しょう症を引き起こすことが証明されていますし、 

喫煙・過度の飲酒・大量のコーヒー摂取(一日 5杯以上)をする人では 

骨粗しょう症や骨折の頻度が上昇することも証明されていますので注意しましょう。 

予防でもう一つ大事なことは運動です。 

若いとき、骨がどんどん作られるときに運動が必要なことはいうまでもありませんが、

中年期以降の骨の減尐を防止する効果を運動はもっています。 

では、どんな運動をどれくらいやればよいのでしょうか。 

どんな運動でもかまいませんが、相手が必要な運動より 

一人でできる運動が望ましいでしょう。 

相手がある運動だと、つい無理してしまうことがありますので注意が必要です。 

一人でできる運動だとご自身の体力に応じていつでも休憩できますので、 

特に高齢の方だと散歩や、ウォーキングなどが適当です。 

運動量は高齢者の場合、一日 8000歩程度を目標としますが、 

一気に運動量を増やさず、ご自分の体力や健康度と相談し、 

現在の運動量に 2000歩加えることから始め、徐々に増やすようにしてください。 

また、運動を始めるときは、運動を制限しなければいけない病気

を有していらっしゃる場合もあるので主治医にご相談ください。 

 

療法人財団秀行会 

阿部クリニック院長 中村 哲郎 

 

❏ ｢筋肉バカ｣ 

ひと頃、私たち理学療法士は医療関係の人たちから筋肉バカと呼ばれた時代があり

ました。その理由の一つは訓練で人の身体を抱きかかえたり持ち上げたりの力仕事が

目立って病院のブルーカラー族と言われたためでしたが、現在ではか細い女性療法士

もいて力まかせの仕事というイメージはなくなりました。 

もう一つの理由は病気やけがで失われた正常な動きを取り戻すためにその運動に関

わる筋肉に注目し訓練計画を立てることが多いためです。 

ですから理学療法士の養成校のパンフレットには必ずといっていいほど筋電図(筋肉

が活動するときに発生する電気信号を読み取り、その筋肉がどのタイミングでどの程

度の強さで働いているかを表したもの)をとりながら運動を観察する学生の写真が載

っています。 

学生が病院などへ実習に行ったときには指導教官から不意に 

｢はい、君。この患者さんの‥‥筋に触れてみて、 

起始停止(筋肉がついている部分の名称)は？ 
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作用は？支配神経(筋肉を動かすための命令を伝える神経の名称)は？｣ 

など矢継ぎ早に質問されます。ここで｢え～と～｣なんて考え込むと、 

｢そんなことも知らずに実習に来たのか｣と、冷ややかな顔をされます。 

ですから学生時代の私は、えいっ、当たるも八卦とばかり思いついた名前を 

答えるのですが教官は冷ややかどころか凍りついた表情になることが常でした。 

そんなことで懺悔の意をこめて今回から筋肉について尐しお話しようと思います。 

筋肉は大きく分けて平滑筋、心筋、骨格筋と 3つに分類されます。 

平滑筋は主に食べた物を消化するために食道や胃・腸を動かしたり 

血管を収縮させるための筋肉で、心筋は心臓を動かしている筋肉です。 

これらは私たちの意思に関わらず勝手に働いてくれる筋肉で不随意筋といいます。 

骨格筋は関節をはさんだ骨などについていて手足など身体を動かしてくれます。 

骨格筋は勝手に動いてくれては困るので、思うように動いてくれる随意筋といいます。

一般におなじみなのは骨格筋ですね、これからのお話はこの骨格筋についてです。 

 

 

介護老人保健施設ミレニアム桜台 

理学療法士            祖川信雄 

 

 

 

❏ ｢平成 21年 4月 1日からのお知らせ｣ 

｢桜台在宅介護支援センター」、｢練馬地域包括支援センター桜台支所｣の開設について。 

桜台支所を含め、区内に 3ヶ所の支所が増設されました。 

今迄、第 2育秀苑支所が、｢桜台･栄町･小竹町･羽沢｣地域を担当しておりましたが、 

これから、｢桜台・栄町｣地域は、桜台支所が担当させて戴くことになりました。 

在宅介護支援センター･地域包括支援センター支所の行う事業内容としては、 

1．総合相談事業、 

2．福祉用具の貸し出し 

3．見守り訪問事業、 

4．自立支援住宅改修の受付、などです。 

桜台在宅介護支援センター、練馬地域包括支援センター桜台支所の連絡先 

電話：03－5946－2231 

場所：阿部クリニック内 1階、待合後側の部屋 

時間：月～土、午前 8時 30分～午後 5時 15分まで 

尚、日曜日･祝日は、休みとなります。 

詳しくは、3月 21日号の区報に、 

ご案内しておりますので、ご覧になって下さい。 
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4月診療科目表 

平成 21年 3 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】十数年前、後輩の結婚式で初めて主賓の依頼を断りきれず引き受け、嘗

てない緊張した数日間を今でも時々思い出します。数冊本を買い読み尽くしたのです

が何かピンとこない。やはり、彼ら二人の心にガツンと響かせるには自分の言葉で話

さなければと、旅人と柿の実の話を新郎の人間性に例えて話しました。それから十数

年。待望の子供に恵まれ招待を。柿ピーのお爺ちゃんだよと憎き後輩。それ以来｢柿

ピーのジイジ｣と呼ばれ早 4 年。この世には、名もない花が咲くのにも意味がある。

また、この世のすべてのものにも生まれた理由があるのだと。だから、どんなに辛く

ても生きているほど美しいものはないのだと言いたかったのに。          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水 中村  中内 中村  宮田 16木 狩野 長田  中内  宮田 

2木 狩野 長田  中内  宮田 17金 中村  中内 中村  岩田 

3金 中村  中内 中村  岩田 18土 千村 石神     

4土 千村 須藤     19日       

5日       20月 中村  中内 中村  岩田 

6月 中村  中内 中村  岩田 21火 秋下 高橋  大池 廣田  

7火 秋下 高橋  大池 廣田  22水 中村  中内 中村  宮田 

8水 中村  中内 中村  宮田 23木 神崎 長田  中内  宮田 

9木 狩野 長田  中内  宮田 24金 中村  中内 中村  岩田 

10金 中村  中内 中村  岩田 25土 千村 石神     

11土 千村 石神     26日       

12日       27月 中村  中内 中村  岩田 

13月 中村  中内 中村  岩田 28火 秋下 高橋  大池 高橋  

14火 秋下 廣田  大池 高橋  29水       

15水 中村  中内 中村  宮田 30木 狩野 長田  中内  宮田 

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

