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さくら診報 
       For Others 

 

平成 19年 1月 1日 発行 第 40 号 

新年おめでとうございます。 

皆様には、よき新春を迎えられたことと、謹んでお喜び申し上

げます。旧年中はひとかたならぬご高配にあずかり、誠にあり

がとうございました。 

昨年は、政府による財政優先の医療制度改革が実施され、医

療環境は大きく変化いたしました。この改革は、2004 年の年金

制度改革、2005 年の介護保険制度改革に続く制度改革であり、

今後、団塊の世代が高齢者の中核を構成する時代をひかえて、やむをえない改革なの

でしょうが、これら一連の改革により国民の負担は大きく増加いたしました。このよ

うな環境では、大きな病気にならないこと、介護の必要度をできるだけ尐なくするこ

とが必要であると思われます。すなわち、病気の予防、介護予防が重要となってくる

と思われます。また、医療制度改革では療養型病床の大幅な削減が予定されており、

今後は在宅医療の充実がいっそう重要となってくると思われます。 

 

このような観点から、秀行会では病気の予防として、生活習慣病(高血圧症、糖尿

病、高脂血症、骨粗鬆症、など)対策に力を注ぎたいと考えています。具体的には、

早期発見のための健康診断、および運動や食事などの生活指導を充実させようと思っ

ています。阿部クリニックにはこれらの為の検査機器(内臓脂肪測定、骨密度測定、

大動脈脈波速度測定、等)が設置してありますし、また、ミレニアム桜台では、介護

予防の為の運動やリハビリを実施しておりますので、スタッフに気軽にご相談くださ

い。一方、人の流れでは、ミレニアム桜台の施設長で阿部クリニックでの診療も担当

しておりました井上潤一郎医師が退職され、中内幹雄医師が入職されました。本年一

月からは中内やよい医師も入職され、在宅医療を積極的に行っていこうと考えていま

す。また、一時閉鎖しておりました入院も再開する予定ですので、皆様の多様なニー

ズにお応えできるようになると考えております。このように、秀行会では地域医療に

貢献し、皆様のさまざまなご要望に対応できるよう努力いたす所存ですので、本年も

昨年同様、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、皆様にとりまして、本年が安寧で健やかな年でありますよう、

祈念申し上げ年頭のごあいさつといたします。 

医療法人財団秀行会阿部クリニック 

院長 中村 哲郎 
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❏入職のご挨拶 

この度、勤務させて頂くこととなりました中内やよいと申します。 

中村哲郎理事長･喜江先生のご指導の下、大きな足跡のある秀行会

の一員に加えて頂き、身の引き締まる重いです。 

私は大学病院での麻酔科･ICU・救急医療の研修後、三人の育児

のため約 10 年間休職し、療養型病院･一般救急病院・訪問診療ク

リニックを経て、入職いたしました。介護保険の始まる前から十

数年在宅医療に関わり、特にこの数年は癌･難病等による家族の入退院の中で介護者

として、また医療に携わる医師として色々考える機会がありました。これから在宅

医・家庭医としての視点を持って、ミレニアム桜台の看護･介護と阿部クリニックの

医療に微力を尽くしたいと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。 

医師 中内 やよい 

 

❏ 年始のご挨拶 

このコラムを担当させていただき一年が過ぎました。最初の回に

｢ほんとうに一年は早いものですね｣とご挨拶したのを憶えていま

すが、また振り出しに戻りました。分かりやすく尐しでもお役に立

つようにと始めたつもりでしたが果たしてどうだったのか疑問で

す。でも時折｢読んでますよ｣と声をかけて頂くこともありとても励

みになりました、ありがとうございます。今年もよろしくお願いい

たします。 

ミレニアム桜台 理学療法士 祖川信雄 

❏ 年始のご挨拶 

あけましておめでとうございます。 

新しい年の始まりです。いかがお過ごしですか？ 

私は、今年も、30日 31日と大掃除とおせち作りに追われて、新年を

バタバタと迎えております。 

さて、新年を迎えて、皆様の今年の目標は、何にされましたか？ 

今年の私の目標は､｢フットケアの技術｣と｢身体を観察する技術のフ

ィジカルアセスメント｣をもっとしっかり身につけていきたいと思っております。 

桜台訪問看護ステーションは、2007年も、地域で病気や介護などで困っている方々へ

阿部クリニックとも連携をとり、あたたかい心のこもった看護をお届けできるように、

努めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

桜台訪問看護ステーション 所長 馬籠 さとみ 
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【 桜台訪問看護ステーション便り 】 

❏ 訪問看護師から 

あけましておめでとうございます。 

今年の幕開けはいかがですか。 

今年も良い事がたくさんありますようお祈りいたします。 

さて寒い冬も本番となってきましたが、暖かい部屋で丸まってばかりではないですか。

高齢者や乳幼児では、体温調整がうまくできなくて、暖かい部屋で熱を測ってみると、

高い熱のことがあります。熱が高いという症状は、発熱とうつ熱が考えられます。 

発熱は炎症反応として出てきます。うつ熱は環境が大きく影響します。 

暑すぎる部屋や布団の中でいると高い熱が出ることがあります。空気を入れ替え、 

わきの下で測るときはタオルで拭くなどしてください。いつもと様子が違うかどうか

観察することが一番大切です。うつ熱は環境を整えることで平熱になることがほとん

どです。水分補給をして様子を見ましょう。時々窓を開け新鮮な空気をいれ、快適な

冬を送りましょう。 

今年も皆様によい年になりますように、今年もよろしくお願いいたします。 

 

❏ 介護支援専門員(ケアマネジャー)から 

お健やかに初春をお迎えのことと存じます。 

今年が皆様にとってよい年でありますようお祈り申し上げます。 

今月は福祉用具についてです。 

今年度の介護保険改正の中で、要支援 1・2・介護度 1の方々は、特別な場合を除いて、

車椅子・ベッド等の福祉用具レンタルが介護保険で認められなくなりました。 

寝返りが出来ない・歩行が困難等、一定の条件を満たしている方には 

そのまま介護保険にてレンタルすることが出来ます。ベッドがあるからこそ安全で自

立した生活が送れるのに対象にならない・・。という方たちに各レンタル会社が旧型

のベッドや、1 モーターのベッドを介護保険の 1 割負担と同じくらいの値段で提供し

始めました。また他諸条件を満たし、19 年 3 月までにベッドを購入される方は最高

10万円までの補助金がありますので、ケアマネ・地域包括支援センター等にご相談く

ださい。 

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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1 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 

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月       16火 秋下 高橋  小島 廣田  

2火       17水 中村   中村  宮田 

3水       18木 狩野 高橋  須賀  宮田 

4木 狩野 休診  須賀  宮田 19金 中村  中内 中村  岩田 

5金 中村  中内 中村  岩田 20土 千村 石神 斎藤    

6土 千村 石神 斎藤    21日       

7日       22月 中村  中内 中村   

8月       23火 秋下 廣田  小島 高橋  

9火 秋下 廣田  小島 高橋  24水 中村   中村  宮田 

10水 中村   中村  宮田 25木 狩野 明石  須賀  宮田 

11木 狩野 高橋  須賀  宮田 26金 中村  中内 中村  岩田 

12金 中村  中内 中村  岩田 27土 須賀 石神 宮田    

13土 須賀 須藤 宮田    28日       

14日       29月 中村  中内 中村   

15月 中村  中内 休診(中内代診) 30火 秋下 高橋  小島 高橋  

 31水 中村   中村  宮田 

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】 

パレットにいろいろな色の絵具をかき混ぜ、調合して、一つの色ができあがります。

今の自分は、そのかき混ぜた色そのものに思えます。幾千、幾万通りの色の組み合わ

せがあります。その色は、昨日までの自分の過ごし方にすべて起因するものだと思い

ます。不幸な場合もあります。けれど、逆にこれから先、自分を好きなように変えら

れる可能性もあるということです。新年を迎え、この良い時期、明るく輝かしくする

のも、気持ちのリセットも自分次第です。自分が納得できるよう一日一日を大切にし

たいと思います。良い一年でありますように、お祈りいたします。        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/ 

 


