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  さくら診報  
～For Others～ 

平成 20年 1月 1日 発行 第 52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。 

 昨年は、一月から中内やよい医師が 

ミレニアム桜台の施設長として入職され、 

中内幹雄医師とともに在宅医療に力を入れてまいりました。 

また、一時閉鎖しておりました入院も再開することができ、 

皆様の多様なニーズにお応えできる体制が構築できたと考えております。 

 今年は、高齢者を対象とした新たな保険制度や、 

新しい健診システムの導入が予定されており、 

医療環境はさらに変化していくと思われます。 

秀行会といたしましては、皆様のさまざまなご要望に対応できるよう努力し、 

よりいっそう地域医療に貢献していく所存ですので、 

本年も昨年同様、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、本年が健やかでおだやかな年でありますよう、 

ご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 

 

謹賀新年 本年もよろしくお願い申し上げます。 

軍(いくさ)ではないですが、種々の戦が待っています。 

劉備玄徳の軍師 諸葛亮孔明の言葉に 

｢天の時、地の利、人の和｣のひと言があります。 

この中で最も重要なのは｢人の和｣と説いたとされます。 

説明不要でしょう。秀行会には前二者が備わっています。 

｢人の和｣は大成功にも崩壊にもつながります。大事にしましょう。 

 

医療法人 財団 秀行会  

阿部クリニック 

副院長 中内 幹雄 
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新年 明けましておめでとうございます。 

平成も早いものでもう 20年を数えることとなりました。 

 

日本の人口構成や産業構造も大きく変化し、 

医療や介護、福祉を取り巻く情勢も激動の時代を迎えています。 

 

東京はこれから高齢化の最後の急峻な坂を上り、 

西暦 2015年に向けて住み慣れた街で 

安心して暮らせる『地域ケアシステム』の構築が 

いよいよ急務となってまいりました。 

 

阿部クリニックと共に、介護老人保健施設ミレニアム桜台も、 

信頼して頂けるケアやリハビリテーション等をご利用いただけますよう 

職員一同努力してまいりますので、 

本年も何卒よろしくご支援お願い申し上げます。 

医療法人 財団 秀行会  

介護老人保健施設ミレニアム桜台 

施設長 中内 やよい 

 

 

芸能ニュースで映画スターが道に敷かれた 

レッドカーペットの上を歩く姿を時折見かけます。 

 

みんな愛想よくファンに手を振ったりしていますが、 

真っ赤な物の上を歩くのは実はとても歩きにくいらしいのです。 

 

刺激がつよく緊張して歩く速さも遅くなるようです。 

もっともそういう時はスタスタ歩くわけではなく、 

緊張感がかえって晴れがましい気持ちを増大させるのかもしれませんね。 

 

歩くことについてだらだら書き綴るうち、私の連載も丸二年が経ちました。 

こういう力の入っていないコラムもあっていいですという 

編集長の小高さんのお言葉に甘え三年目に入ります。 

どうぞ皆様今年もよろしくお願いいたします。 

医療法人 財団 秀行会  

介護老人保健施設ミレニアム桜台 

理学療法士  祖川信雄 
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あけましておめでとうございます。 

訪問看護師・居宅介護支援専門員として、 

お宅を訪問させていただき、 

いろいろと皆様に教わることの多い１年でした。 

 

お宅にお邪魔して、お話をさせていただき、一緒に考えたり、悩んだり、 

泣いたり、笑ったりさせていただき、ありがとうございました。 

とても気になる言葉がありますので、そのことを書かせていただけたらと思います。 

 

1．笑門福来 

｢ため息つくと幸せが逃げていく｣ 

家族や友達などを見ていても、やけにため息つくなぁ～と思っていると、 

次から次に問題が起きたり、困りごとができたりしているような気がします。 

笑っている方は、問題が起きてもそれ以上大きくならないように感じます。 

我が家では、誰かがため息をつくと、そばの人が大きく息を吸って 

｢今、逃げた幸せも～らった｣などと言ったりしています。 

今年は、1年笑って過ごせるように心がけたいと思っています。 

 

2．やれるとやるは大違い 

ある本に書いてあった言葉で、確かにそうだなぁ～と実感している言葉です。 

趣味のことで言えば、パッチワークや編み物、裁縫、パンづくりなど 

本当に何でも物まねでしたがる私は、買い物に行っても、 

買うより作れるからつくる方が簡単と材料を買ってくるのですが、 

なかなか時間がないことを理由に埃をかぶって置きっぱなしになってしまいます。 

仕事も同様で、書類のたまっている机をみると、 

やらなくちゃと思うのですが・・・・・結果は、一緒です。 

何もせずに時間ばかりがたってしまい、出るのはため息ばかりです。 

だから、幸せが逃げていくのでしょうか？ 

今年は、ちょっとずつ、「やる」ということを目標にしていければと思っています。 

1日 1日も、今日はこれができなかったと考えるのではなく、 

これができたと考えていければと思っています。 

 

日頃感じていることを、つぶやきのように書かせていただきました。 

 

今年も、皆様が尐しでも幸せだったと思えることが多く感じられることを願って、 

新年の挨拶とさせていただきたいと思います。 

今年も 1年よろしくお願いします。 

桜台訪問看護ステーション 

所長  馬籠 さとみ 
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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火       16水 中村  中内 中村  宮田 

2水       17木 狩野 速水  中内  宮田 

3木       18金 中村  中内 中村  岩田 

4金 中村  中内 中村  岩田 19土 千村 石神     

5土 千村 石神     20日       

6日       21月 中村  中内 中村  岩田 

7月 中村  中内 中村  岩田 22火 秋下 高橋  大池 廣田  

8火 秋下 廣田  大池 高橋  23水 中村  中内 中村  宮田 

9水 中村  中内 中村  宮田 24木 狩野 速水  中内  宮田 

10木 狩野 速水  中内  宮田 25金 中村  中内 中村  岩田 

11金 中村  中内 中村  岩田 26土 千村 石神     

12土 千村 須藤     27日       

13日       28月 中村  中内 中村  岩田 

14月       29火 秋下 高橋  大池 高橋  

15火 秋下 高橋  大池 廣田  30水 中村  中内 中村  宮田 

 31木 狩野 速水  中内  宮田 

休診については受付のお知らせをご覧ください。 

 

【編集雑記】 

不幸の窮みにいた人が、ある日を境に好転し、人生が変わってしまう。まるで夢のよ

うです。毎日の生活では、悩みや不安を感じることがたくさんあります。気にしなけ

れば、まるで目の前を車がビューンと通り過ぎるように、知らない間に消えていくこ

とも多いはず。時々、私達は手を上げ、タクシーを止めるかのように悩みや不安を捕

まえてしまい、場合によっては乗り込んでしまいます。｢気にしない｣というと軽くみ

られそうですが、結構、幸せになる方法かも知れません。できれば、はじめに正しい

方向設定をすると、鬼に金棒。後はその瞬間を楽しみ続けていけば、大きな結果が必

ず得られると信じましょう。人間の一生を 70年とすると、寝ているのが 23 年、食事

が 6年、トイレの中にいるのが 8カ月。今年も宜しくお願い致します。    小高 広 

 

編修/発行 医療法人財団 秀行会 阿部クリニック 
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