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さくら診報 
      For Others 

平成 21年 2月 1日 発行 第 64 号 

一年の中で一番寒い時期といえば、大寒から立春にかけてでしょうか。 

丁度今頃が寒さのピークで、平均気温の統計でも、｢底冷え｣だそうです。 

しかし、最低気温の記録となると、必ずしもこの時期ではなく、 

今から 20数年前の 2月下旬、夕方には氷点下 5度近くまで下がり、 

夜中から明け方には更に 5度と、氷点下 10度位にもなったそうで、 

記録的な寒さを記録したそうです。それ以来、そのような超低温はないそうです。 

日差しが伸びた分、暖かくなって欲しいと思いますが、まだ寒い日が続きそうです。

体調の管理を十分行って下さい。 

 さて、いくら寒いからと家に閉じこむのではなく、運動も必要です。 

待ち遠しい春も、すぐ傍まで来ておりますので。 

❏ 「うし」 

正月を過ぎると干支のことなどすっかり忘れてしまうのですが、 

今年は｢うし｣ですね。牛というとスローなイメージがあります。 

国会で野党が牛歩戦術といって、一歩進んでは立ち止まりを繰り返して 

採決を時間切れに追い込むような戦術がとられたこともありました。 

運動では最近スロートレーニングといった方法がテレビでも紹介されています。 

運動をゆっくりおこなうことでかえって負荷は強くなったりしますが 

身体を痛めることは少ないので効果的に鍛えられるようです。 

ここでは歩行パターンを使ったスローリバースというトレーニングを 

ご紹介します。足の筋力と立位バランスの強化訓練です。 

両足をそろえて真直ぐに立った状態から右足・左足の順に前に 2歩出て元に戻る 

という単純な運動ですが、これを極端にゆっくり行います。 

この運動は右足の動きに意識を集中してください。 

まず最初に右足を上げて前に出し踵(かかと)を床につけます。 

そして右の足裏全体を床につけて片足立ちになります。 

それから右の踵を浮かせながら左足を前に出し踵から床につきます。 

これで一区切りです。左足が前に出て両足で立っている状態ですね。 

ここから元の状態へ戻します。 

このときも動きを意識するのは右足です。 

浮いている右足の踵を床につけ、足裏全体をつけ右の片足立ちになります。

そして右足のつま先を上げながら,左足を後ろへ出しつま先から接地します。
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そして右足が後ろへ出て両足がそろいます。 

どうです意外と難しいでしょう、 

バランスを崩しそうになった方もおられたと思います、 

手すりなどにつかまってお試しください。 

10回ぐらい繰り返してできるようになったら、 

左足からや右左交互に出すのも同様にやってみましょう。 

普通に歩くときのように手の動きも入れるとさらに効果的です。 

 

介護老人保健施設 

ミレニアム桜台 

理学療法士  祖川信雄 

 

 

 

桜台訪問看護ステーション便り 
 

寒い日が続き、空気も乾燥しカラカラの状態です。 

この時期は、風邪やインフルエンザにかかりやすい状態にあります。 

風邪は予防が大切！ 

日常の健康管理である程度の感染を防ぐことができ、 

また、重症化も防ぐことができます。 

 

予防の基本といえば『うがいと手洗い』です。 

 

今回は、『うがいと手洗い』についてお話させていただきます。 

 

1．【手洗い】 

手は常に外界と接触しており 

細菌類によって想像以上に汚染されています。 

病気の原因となる菌を持ち込まず、予防のために手洗いは効果的です。 

 

≪方法≫ 

水、又は、お湯で手をぬらし石鹸を泡立てます。 

最近は泡ででてくるハンドソープなども売られています。 

手のひら・甲・爪の周辺・手首も忘れずに。 

手洗いのときの注意点として、 

親指や指の背部・指の間などは洗い方が不十分になりがちです。 
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また、爪の隙間は細菌類がたまりやすいので注意して洗いましょう。 

(ブラシなどを使うと効果的です)。 

手洗いは 15秒以上、できれば 30秒かけてもみ洗いし、 

流水下で石鹸をよく洗い流します。 

清潔な布類やペーパータオルなどできれいに拭いてください。 

濡れたままでは残ったウイルスや菌が生き続けてしまいます。 

 

2．【うがい】 

のども手と同様に外の空気に直接さらされ細菌類が付着しています。 

うがいは口やのどの清浄や粘膜の自浄作用の促進、 

タンなどの余分な有機物を取り除くなどの効果があります。 

水うがいで風邪の発症が 4 割減少という発表もありました。 

 

≪方法≫ 

口に 1/3～半分くらい水を含み、正面を向いたまま｢グチュグチュ｣とゆすぎます。 

口の中の食べかすなどを流す目的なので比較的強くうがいしてください(1～2 回)。

次に、再度 1/3～半分くらい水を含み、 

上を向いてのどの奥まで水がいきわたるように｢あ～｣や｢が～｣などと声をだし、 

ガラガラと 10～15秒程度ゆすぎます(2～3回)。 

これは、のどをぬらしてほこりや菌などを洗い流すことを目的としています。 

通常は水うがいでのどの洗浄効果は十分ありますが、 

のどに炎症のあるときや風邪の流行時における感染予防などには 

うがい薬を利用すると消毒効果や消炎効果が期待できます。 

うがい薬も薬です。 

症状にあわせて医師や薬剤師、薬店の職員に相談してください。 

 

3．【その他】として 

『マスク』は乾燥した冷気の温度や湿度を上げてくれる効果もあり、 

菌の侵入をおよそ 3割減らすともいわれていますので、 

安価で効果は大きいです。 

仮に風邪をひいても他の人への感染を防ぐことができます。 

かかってから治療するより予防が第一です。 

室内の換気や適度の加湿と、普段からの水分補給や栄養、睡眠、リラックス、 

これらもあわせて気をつけてこの冬を元気にのりきりましょう！！ 

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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2月診療科目表 

平成 21年 1 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】さくら診報も、お蔭をもちまして 6 年目となりました。 

小学校ピカピカの 1年生です。これからも、いろいろな分野に挑戦を心がけたいと 

思っております。宜しくお願いいたします。 

現在、全天には 88個の星座があり、その中でも星座の王者として、 

最も相応しいと思われるのがオリオン座。1 等星 2 つと、2 等星 2 つで創られる長方

形の真中に、｢三ツ星｣と呼ばれる 2等星が 3つ等間隔に並び、誰が見ても気付く星座

です。そのオリオン座が 20時頃に南中するので、とても見易くなっています。 

ゴールデン アワーと呼ばれる時間帯ですが、南の空を見上げていくと、我を主張す

るように輝いているオリオン座が、あなたを見つめております。          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/ 

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日       15日       

2月 中村  中内 中村  岩田 16月 中村  中内 中村  岩田 

3火 秋下 高橋  大池 廣田  17火 秋下 高橋  大池 廣田  

4水 中村  中内 中村  宮田 18水 中村  中内 中村  宮田 

5木 狩野 長田  中内  宮田 19木 狩野 長田  中内  宮田 

6金 中村  中内 中村  岩田 20金 中村  中内 中村  岩田 

7土 千村 石神     21土 千村 石神     

8日       22日       

9月 中村  中内 中村  岩田 23月 中村  中内 中村  岩田 

10火 秋下 廣田  大池 高橋  24火 秋下 高橋  大池 高橋  

11水       25水 中村  中内 中村  宮田 

12木 狩野 長田  中内  宮田 26木 神崎 長田  中内  宮田 

13金 中村  中内 中村  岩田 27金 中村  中内 中村  岩田 

14土 千村 須藤     28土 千村 石神     

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

