患者さんと川上医院のコミュニティ誌

かわかみ通信
暑いですねー。皆さんご無事ですか？「熱中症に
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いますよね。

ご注意を」と、ばかり言っていれば良いかと思って

前号で書きましたが、夏には少々汗をかく必要が

いたら、最近全く逆の場合があることを経験し勉強

あるようです。体の外から無理矢理、冷却するとい

になりました。一日中朝から眠っている時までクー

うより本来人間が持っている体温調節能力をしっか

ラーを掛けっぱなしでいて、その一方で厚着をして

りと発揮させることが良いのではないでしょうか！

いる。動くと暑くなりえらいので、ジッとしている

自分の暑い・寒いという感覚だけに頼っていては大

という方、むしろ痩せ型でクーラーをつけっぱなし

変な失敗をすることがあります。室温計を目安にし

にすると寒かろうと思うのですが、それで厚着？

てみましょう。室温が 25℃あるのに寒いと感じるの

何かしら家事などで体を動かすと、クーラーをかけ

は変ですよね。今の時期室温 20℃で暑いと感じるの

ていると言っても室温は 25℃くらいあるでしょう

も変ですよね。要は自分の脳の勘違いのしわ寄せな

から汗もかき暑くてえらくなる。大変だ！熱中症に

のです。自分のことは自分がよくわかっている！そ

なるといって冷たい水を飲み、クーラーをさらに強

れはそうなのですが、自分の脳が勘違いするという

くし、ジッとしている。体に良いわけはありません

ことも理解しておいてくださいね。

よね！！睡眠中の設定温度は高くしておく必要があ

春はうぐいす 夏は汗 そしてぬるい水

ります。汗をかき体温が眠りにつくことが出来るの
でクーラーの設定温度が低すぎると体が冷えてしま

ヘルシーランチ
（毎週水曜日のみ）
10 食限定･予約優先
7 月 13 日の献立より

①豆腐とひじきの
ハンバーグ
206Kcal
②もやしミックスナムル 35Kcal
③こんにゃくおろし和え 19Kcal
④わかめの卵とじ
46Kcal
⑤玉ねぎと生姜のみそ汁 43Kcal
⑥にんじんご飯（100g） 189Kcal
総カロリー

538Kcal

川上医院 院長 川上 究

健康カフェ｢むすび｣たより
私が一番好きな季節。それが夏！
夏本番の今日この頃、朝の目覚めから就寝まで一日中「暑いね」
と何十回と口から出てくる毎日です。
暑いけれど毎日汗をかくたびに、体の中の老廃物も汗と共に排
出されきれいな体になるように思われ、水をたくさん飲み水分を
補給しています。水太りになるくらいにまで飲んでるかな？
そうすると、不思議とエネルギーが湧いてきて、この灼熱の夏が
私のパワーとなり、毎日元気で生活させていただいております！
このことをうれしく思うとともに感謝の毎日です。今まで夏バテ
で食欲が無くなったりしたこともなく友達は夏痩せをしても私は
夏太りかな？皆様も十分に水分を、特に水を飲んでいただき、こ
の夏をお元気に乗り切ってください！！
２F のカフェでもよく冷えた美味しい夏メニューのドリンクや
お食事をご用意しております。是非お越しくださいませ。
カフェだけのご利用でも大丈夫ですよ！（智子）

今回は、足の指（以下足趾）の重要性について書

く歩けません。その結果膝・腰・首などの関節や
いていきます。皆さんは普段、足趾について注目

筋肉に代償的な負担がかかり痛みが生じます。
したことはありますか？治療院に来られる方の

「体の不調の全ては足の指の異常からきてい
足趾をみると、ほぼ全員の方に何らかの問題が

る！」と言う先生もいるくらい足趾は重要な場所
あります。
（外反母趾など関節の変形、柔軟性の

です。私もすべてとは言いませんが、かなりのウ
低下、足趾の筋力低下、自由に指を曲げ伸ばし

エイトを占めていると考えています。ですからま
できない、偏平足など足のアーチ消失など。
）そ

ずは硬くなった足趾をほぐしていくことから始め
の理由に現代の人は正しく足趾を使えていない

ましょう。硬いままだと正しく足趾を使えません。
ことが挙げられます。靴等の履物の影響、生活

具体的な足のトラブルの話や足の機能の話、日常
様式の変化、自分の足で動くことの減少などに

で意識することなどは次回のコラムで書きたいと
より、昔の人に比べて足の機能はかなり退化し

思いますので、今回は下の図のようにとにかく足
ています。しかし、足趾に問題があってもそこ

趾をほぐしてみて下さい。

そ くし

5

俳句教室だより

２ ００ ８年 ７月 に発 足した 「金
魚の会」足かけ 年に入りまし
た 。今 は亡 き季 石先 生を偲 びな
が ら思 い出 話を し、 現在は 正機
先 生の ご指 導の 元、 毎週火 曜日
仲 間達 、皆 が俳 句に 没頭す る？
密 度の 濃い ひと 時を 楽しん でお
ります。
（由美子）

ゆるやかに曲りて海へ夏の川
（正機）
幽らなる蛍火のあり老ゆるかな
（淑子）
マウンドの孤独な彼に光る汗
（由美子）
汗流れ孫を追い追ふ渚かな
（幸八）

汗しとどどぶんと飛び込む気比の海

（智子）
学校の午後の教室百日紅
（八生）
繋ぐ手の汗いっぱいになってをり
（正美）
汗ばみてハンカチ濡らす滝の水
（京子）

すたっふルーム

毎 日 暑 い 日が 続 きま す が体 調

は いか がで すか ？熱 中症や 脱水

症 状、 それ に食 中毒 にはご 注意

ま た、 この 時期 はあ まり食 事の

作 り置 きは しな い方 がいい かも

しれないですね。

さ て 、 今 回は 先 日起 き てし ま

った九州豪雨も怖かったです

が 、私 的に 影響 を受 けたの は乳

が んで 亡く なっ た小 林真央 さん

の ニュ ース でし た。 年齢で はな

い と思 って いて も自 分より 若い

方 が無 くな るこ とは 衝撃的 でし

た 。も とも と婦 人科 健診は 何か

き っか けが ない と受 診する 機会

は 少な いで すよ ね。 私もそ うで

し た。 です がも し気 になる こと

が 少し でも あれ ば受 診して は如

何 です が？ 今回 私は 早速検 査を

うけてきました。

受 診券 があ る方 でし たら直 ぐに

でも受けた方が安心できます

よ ！も ちろ ん特 定検 診、肺 がん

検 診、 胃ガ ン検 診も 同じで す。

（美穂）

みなさん、検診に行きましょ

う！

7

39

く ださ い。 無理 をせ ず冷房 をつ
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足趾の間に手の指を入れ広げる。
その状態で行ける所までゆっくり
曲げ伸ばしを行う。
（図 1～3）
ほとんどです。

10

け 、充 分な 水分 補給 を取る など
してください。

14

硬い方向を中心に片足 5 分ずつ行う
4

親指と小指を大きくパーするように
広げる（図 4）
指 1 本 1 本回すように動かす（図 5）
3
2
1

痛みが出ていなくても足趾に問題があれば体は安

定しません。そうすると正しく立てませんし正し

川上施術センター

に痛みが出ていない限り気に留めていない人が

