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さくら診報 
       For Others 

平成 22年 7月 1日 発行 第 79 号 

  

 日本では、旧暦 7 月を文月（ふみづき、ふづき）と呼び、現在では新暦 7 月の別名として

も用いる。文月の由来は、7 月 7 日の七夕に詩歌を献じたり、書物を夜風に曝す風習がある

からというのが定説となっている。しかし、七夕の行事は奈良時代に中国から伝わったもの

で、元々日本にはないものである。そこで、稲の穂が含む月であることから「含み月」「穂含

み月」の意であるとする説もある。（ウィキペディア フリー百科事典より） 

 

 

学生時代の最初の試練は「解剖学」でした。私にとっては途方も無い量の丸暗記を

強いられたからです。といって日頃はあまり勉強に深入りしませんでしたので試験前

の一夜漬けは大仕事でした。いろいろと語呂合わせを考えて無理やり頭に詰め込んで

何とか乗り越えましたが、乗り越えた途端にキレイさっぱり消えてなくなりました。

でも一つだけ頭に残っている語呂合わせがあります。「調教師、ゴロッとなってる前

鋸筋」というものです。この意味は、前鋸筋に命令を送っている神経は頚神経の 5番

6 番 7 番からでている長胸神経だというものです。というわけで前置きが長くなりま

したが今回は前鋸筋を取り上げます。 

前鋸筋は肋骨（ろっこつ）と肩甲骨（けんこうこつ）の裏側にのびる筋肉で、肋骨

についている部分が鋸（のこぎり）の歯のようにギザギザに見えるところからこの名

前となりました。この筋肉の重要な働きは肩甲骨を固定することです。前回も触れた

ように腕はとても重いため、腕のついてる肩甲骨が不安定でぐらぐらしていると上に

挙げることが満足に出来なくなります。さらに前鋸筋は肩甲骨を回旋させ挙げる動作

を助けています。この筋肉の力が弱くなったときに現れるのが翼状肩甲骨（よくじょ

うけんこうこつ）という現象です。 

これを調べるときは他の人に背中を見てもらう必要があります。まず上半身裸にな

って壁に向かって立ちます。そして両手のひらを肩の高さで前の壁に当てます。その

まま両手をすべらせて中央で重ねます。両肘がほぼ直角に曲がる位置になるよう壁に

近づきます。そして両手のひらで壁を押して行きます。押す力を徐々に増やし最大ま

で頑張ります。このとき肩甲骨の背骨側の縁が浮き上がり、あたかも天使の背中の翼

のように見えるのが翼状肩甲骨です。背中に翼が生えるなんてロマンチックに聞こえ

前鋸筋 ぜんきょきん 



 2 

ますが、よろこばしい現象ではないのです。 

 

 

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、生姜は好きですか？ 

私は食べようと試すのですが、あのツン！とくる辛味が苦手で好きになれませんで

した。 

しかし、去年の冬頃から『女性は身体を冷やしてはいけない！』というフレーズを

きっかけに、生姜を使った様々な商品が出てきており、実は現在健康に良いとされる

人気食材であることを知りました。それ以来、ずっと気になる食材となり、今回調べ

てみることにしました。 

原産地は熱帯アジアで、3 世紀以前に日本に渡来したと伝えられています。平安時

代初期の辞書にしょうがが「くれのはじ

かみ」という名称で収載されており、シ

ョウガを食べると辛くて歯をかみしめる

ことから「はじかみ」と呼ばれたそうで

す。 

ショウガは食材であり、生薬であり、

香辛料でもあり、その使い道はとても幅

広いです。まずは、食材。寿司屋にある

ガリ、焼きそばに欠かせない紅生姜、関

西では天ぷらの定番食材だそうです。 

あとは、しょうがの芽を湯通しして甘酢に漬けた『はじかみ』もあります。 

他に生姜湯、生姜飴、ジンジャーエール、生姜茶、冷やし飴、欧米ではジンジャーク

ッキー、ジンジャーブレッドなどのお菓子もあります。 

桜台訪問看護ステーション便り 
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次に、香辛料。料理に使うことは勿論ですが、千切りや細かく刻み、冷奴、素麺に

振り掛けるなどはメジャーな使い方で、他に姫路市ではおでんを生姜醤油で、青森市

では生姜味噌で食べる習慣があるそうです。海外でも様々な形で使われています。 

そして、生薬。しょうがの根茎は生薬として

『しょうきょう』と呼ばれ、中国では紀元前 500

年頃から薬用として利用され、現在でも漢方薬

の成分に使われています。食欲増進、発汗、去

痰、消炎、保温作用があり、寒気を伴う風邪の

初期症状の治療や胃腸の冷えなどによる胃腸機

能低下防止などに使われ、リウマチ、神経痛、

冷え性などに良いとされているそうです。伝統

的に妊娠初期のつわり予防にも用いられるようです。 

また、表面の皮を取り去り、蒸して乾燥させたものは乾姜（かんきょう）と呼ばれ、

興奮作用、強壮作用、健胃作用を目的に使われます。 

ショウガのこういった様々な作用を発揮しているのが、辛味の主成分であるジンゲロ

ールとショウガオールです。ショウガを加熱するとジンゲロールがショウガオールに

変化します。 

ジンゲロールには血行促進の作用があるので、この成分のおかげで身体が温まりま

す。また、ジンゲオールの発汗作用で解熱効果が期待でき、風邪に生姜湯と言われる

由縁はここからで、温湿布などにも使うそうです。他に、強い殺菌作用もあるため刺

身の薬味や寿司のガリの理由は生臭さを消すだけではなく、食中毒の予防も含めてい

たのです。それに、抗酸化作用を持つことも報告されており、ダイエットやアンチエ

イジングとしてサプリメント開発もされているようです。 

これをきっかけに、皆さんも生姜生活で健康な身体を目指しませんか？？ 

 

    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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７月診療科目表 

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 

第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 

1木 阿古  西山 中村   16金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

2金 中村 中内(幹) 中内(や) 岩田 17土 中内(や) 須藤    

3土 中内(や) 石神    18日       

4日       19月       

5月 中村 中内(幹) 中村  岩田 20火 秋下  高橋 大池  廣田 

6火 秋下  高橋 大池  廣田 21水 中村 中内(や) 中村  宮田 

7水 中村 中内(や) 中村  宮田 22木 阿古  西山 中内(や)  

8木 阿古  西山 中内(や)  23金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

9金 中村 中内(幹) 中村  岩田 24土 中村  石神    

10土 中村  石神    25日       

11日       26月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

12月 中村 中内(幹) 中村  岩田 27火 秋下  高橋 大池  高橋 

13火 秋下  廣田 大池  高橋 28水 中村 中内(や) 中村  宮田 

14水 中村 中内(や) 中村  宮田 29木 代診  西山 中内(や)  

15木 代診  西山 中内(や)  30金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

 31土 中内(や) 石神    

平成 22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。 

休診については受付のお知らせをご覧ください。 

 

【編集後記】 

 サッカーのワールドカップで日本代表は惜しくも敗れてしまいま

した。当初は、予選で１勝もできずに敗退という予想？をくつがえ

し予選を２位で通過したのですから、日本中が熱狂したのも良くわ

かります。お疲れ様、日本代表！       柄脇 尚人 

 

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/ 


