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さくら診報 
For Others 

平成 21年 7月 1日 発行 第 67号 

5～6月と長いお休みをしてしまい、申し訳ありませんでした。 

7月となり、2009年も半分が過ぎ去ったということになります。 

前半を振り返ると、如何でしたでしょうか。 

7月 1日から最低でも 3ヶ月間、海外旅行の燃油 Surcharge(サーチャージ)が 

かからなくなり、海外旅行の需要が復活の兆しだそうです。 

新型インフルで壊滅的な打撃を受けた旅行代理店なども多いようですが、 

この夏は海外旅行者が一層増えそうな感じです。 

また、今月 22日、日本国内で見られるものとしては 46年ぶりの皆既日食。 

関東では、部分日食かな…、晴れると良いのですが。 

 

❏ ｢上腕二頭筋(じょうわんにとうきん)｣ 

肘をぐっと曲げると腕に盛り上がるちからコブ、たくましい男性の象徴。 

筋肉と言ってすぐに思いつくのが、この上腕二頭筋でしょう。 

まさに筋肉のトップスターです。 

ラテン語で Biceps brachii と記され、私たちの業界？では 

日本語が長ったらしいので略してバイセプスと呼ぶことが多いです。 

トレーニングジムで鉄アレイを持って汗を流しているときにトレーナーから

｢××さん、ご精がでますね｣と声をかけられ 

｢いやあ、バイセプスをもっと強化しようと思いましてね｣ 

なんて答えると｢おっ、この人は専門的だな｣と感心されるかもしれません。 

でも、間違ってバイアグラなんて言ってしまうと 

違う意味で感心されるのでご注意ください。 

バイセプスのバイはバイリンガルのバイと同様で 

｢2倍の｣とか｢2重の｣という意味で、バイセプスは二頭筋のことです。 

この筋肉は肘を曲げるのと手のひらを顔の方へかえす働きをします。 

買い物でお店の棚にならんだリンゴを手にとって顔に近づけ、 

おいしいかしらとしげしげ眺めているときこの筋肉は活躍しているのです。 

脳卒中の後遺症などでは麻痺した手を挙げようとするとき、 

この筋肉が強く働き肘が曲がり手のひらがかえってしまう現象がよく現れます。
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一般に筋肉の両端はすぼまって硬い腱(けん)となり骨につきます。 

肘を曲げて肘の内側を触ると骨のようなものに触れます。 

これが上腕二頭筋の腱の一端で肘の下の骨についています。 

反対側の端は二頭筋と言われるように 2つに別れ、 

それぞれ肩の背側にある肩甲骨の裏の上部についています。 

二頭のうちの一頭の端は肘の上の骨(上腕骨)のてっぺんを 

グルッと廻って肩甲骨についています。 

そのため擦れる部分が多く炎症を起こして肩の痛みを 

引き起こす原因になることもあります。 

あえてこのような複雑な経路をたどり、 

重いものを持ち上げたりするときにかかる肩関節への 

負担を軽減しているのです。 

 

介護老人保健施設ミレニアム桜台 

理学療法士            祖川信雄 

 

 

 

 

 

皆さん、はじめまして。 

このたび 4月 1日より桜台訪問看護ステーションに入職いたしました。 

斉藤恵美です。 

入職してまだ数週間で、桜台周辺の道に全く慣れず 

毎日迷子になる有り様ですが、 

内田所長を始め周囲のスタッフに温かく迎えられて、日々楽しく働いています。 

 

私は在宅にかかわる仕事に付き始めて 8年目、 

訪問看護は 6年を越える頃です。 

働く地域を理解しステーションの目指す看護の提供に 

役立てるよう努力して行こうと考えています。 

 

桜台訪問看護ステーション便り 
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桜台や練馬区の地域について何もわからない私ですが、 

一から勉強し始める気持ちで訪問看護をして行こうと考えています。 

皆さんからの御指導ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願い致します。 

 

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 

 

❏放射線とからだについて 

｢何回も X線検査を受けても大丈夫ですか？｣という質問をされます。 

実際、目に見えない放射線を不安に思うことは当然のことです。 

人体が放射線を多量に受けると、白血病や癌になる可能性が生ずるということ

は過去の資料より分かっています。ところで、その放射線の量はどの位かとい

いますと、500(一部では 1,000)ミリ シーベルト(放射線量の単位)を超える量と

いわれております。この放射線量以下では、人体に癌が発生したという確証は

ありません。一般に病院で使用される X線検査の放射線量は、 

胸部 X線写真 1枚で約 0.1ミリ シーベルトの量ですので、 

約 5,000回連続して検査を受けないと 500ミリ シーベルトの量にはなりません。 

胃の検査では、約 15ミリ シーベルト、大腸検査は、約 20ミリ シーベルトと、 

心配しなくても良い放射線量だということがお分かりになると思います。 

検診等については、受ける年齢と回数が問題になりますが、高年齢になる程

メリットが大きく、損失が尐なくなってきます。 

おおよそ 35～36才がその中間点です。 

実際に検診を毎年受ける意味があるのは、利益が損失の 3 倍になるという目安

で考えますと約 40才以上になります。 

皆さまの健康な生活を守り病気の早期発見と予防のため、大切な情報を提示し

てくれる検査ですので、安心して、受診していただきたいと思います。 

尚、1回に受ける放射線の量は、ごくわずかですので、ご心配ありませんが、 

妊娠の可能性のある女性につきましては検査前、医師にご相談してください。 

(参考文献 ｢放射線の ABC｣(社)日本アイソトープ協会) 

 

 

                              阿部クリニック 

診療放射線技師 小高 広 
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7月診療科目表 

平成 21年 6 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】 

皆既日食では、コロナ/プロミネンス/ダイヤモンドリングが宇宙空間へ真珠色

に輝き、たなびいて見える。プロミネンス、小さく見えるが地球がすっぽりと

入る位の大きさで時には 2～3個を超えるような時も。ダイヤモンドリング、日

食直前直後に起こる現象、ポツンと輝くのは、月面が凸凹のため、凹んだ部分

から太陽光が漏れていると、46年前教えてもらった。今、その先生はいない。 

残念だが次回、僕は見ることはない。                             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 前田  中内  宮田 

2木 狩野 前田  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 須藤     

4土 千村 須藤     19日       

5日       20月       

6月 中村  中内 中村  岩田 21火 秋下 高橋  大池 廣田  

7火 秋下 廣田  大池 高橋  22水 中村  中内 中村  宮田 

8水 中村  中内 中村  宮田 23木 狩野 前田  中内  宮田 

9木 狩野 前田  中内  宮田 24金 阿古  中内 阿古  岩田 

10金 中村  中内 中内  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 高橋  大池 廣田  29水 中村  中内 中村  宮田 

15水 中村  中内 中村  宮田 30木 狩野 前田  中内  宮田 

 31金 中村  中内 中村  岩田 

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

