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さくら診報 
       For Others 

 

平成 22年 9月 1日 発行 第 81 号 

 

 

 

「残暑閑話」 

ありがたいことにこのコラムを読んでくださっている方から時々お声をかけてい

ただくことがあります。でも内容がよくわからないなどと残念そうにおっしゃられる

方もいらっしゃいまして、ちょっと反省です。 

  筋肉も細かいものとなるとなじみの無いものが多くなりました

し、書いている本人の頭も暑さのせいばかりでなく怪しくなって

きましたので、今回は筋肉から離れようと思います、これが本当

の肉ばなれ。 

 

去年の暮れからミレニアムに入所されている方とリハビリのスタッフから月に一

度テーマを決めて俳句を募り回覧するようにしました。 

俳句といっても何も解らない私が主催するので、季語や言葉遣いにこだわらず川柳も

あり格言のようなものもありとまったくの自由です。 

そうして集めた句の中から投票で一番人気の高かったものを選ぶようにしました。 

今回はそれをご紹介します。 

冬から始めたものですからテーマはクリスマス、初夢、大寒、冬季オリンピックと

続きます。 

「旅の空 かすかに耳うつ イブの曲」 

「故郷の 雪の山河を 初夢に」 

「まだら雪 木の根に赤く 藪柑子（やぶこうじ）」 

「青春の 珠玉の涙 メダル達」。 

さらにテーマは春、新緑、梅雨となり、デイケアに通ってこられる方からも作品を

寄せていただくようになりました。 

「家々の 庭の日だまり 梅かおる」 

「口笛を 吹いて来る子等 青葉風」 

「朝窓に ピアノ洩れ来る 梅雨晴間」。 

施設の中の生活はどうしても単調になりがちで句には若い頃や家で生活していた
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ときの情景が多いですが、障害で言葉もなかなか出せない方が瑞々しい作品を披露し

てくださったりしてうれしい限りです。 

そして夏の太陽がテーマの今回一番はデイケアご利用の方で 

「太陽に 直接かけたい 打ち水を」でした。実感。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台  

理学療法士 祖川信雄 

 

過去の筋肉のお話 

 平成２１年０３月号 攣る【つる】 

 平成２１年０４月号 平滑筋、心筋、骨格筋 

 平成２１年０７月号 上腕二頭筋 

 平成２１年０８月号 下腿三頭筋 

 平成２１年０９月号 大腿四頭筋 

 平成２１年１０月号 腹筋 

 平成２１年１１月号 背筋 

 平成２１年１２月号 手の筋肉･･･深指屈筋と浅指屈筋（せんしくっきん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベコニア 

 

 

  

今年の夏はかつてない猛暑・酷暑で、身体をいかに平静に維持するか大変な努力が

必要でした。 

特に、練馬は最高気温 38.2 度という日本一の記録も出し、東京の中では比較的緑

が多い割りに暑い地区なのだということを実感しました。 

私も今まで長い間、訪問看護の仕事をしておりますが、経験したことのない暑さでつ

らい毎日でした。 

皆様も夏を過ごすことにこれほど苦労をされた年はなかったことと思います。 

桜台訪問看護ステーション便り 
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        今月は日の暮れる時間も早くなり、ほんのわずかですが、

秋の気配が感じられるようになりました。しかし、初秋は

まだ残暑厳しく、日中の暑さが身体にこもる可能性があり、

熱中症には引き続き注意しなければいけない時期でもあり

ます。そして、夏の疲れの出る夏バテにも気をつけなけれ

ばいけないため、休養や栄養（新鮮な野菜や肉・魚、果物

などバランス良く摂取すること）を摂る事をお勧めします。 

来年の夏に向けて、私が訪問した経験から何点か気がつい

シロハギ        た事を書きたいと思います。 

まず、高齢者の方々は暑さを感じる皮膚感覚が鈍く、注意しないと脱水状態に陥る危

険が高い状態にあります。そして何より自分の体調が悪い事を自覚されていないこと

が多い点が一番危険な要素です。 

水分不足であっても口渇を感じず、エアコンもつけず過ごされている方が多く、訪問

している利用者の方々を通じて日々実感しております。 

ひとつの目安として、是非、湿度と温度計のついた室度計を置いていただくことを

お勧めします。日中に過ごされる部屋と寝室に置いていただき、室温 28 度、湿度 50

～60％に維持できれば良いと思います。気をつけていただきたいことは、室度計は置

く位置によって値が異なります。なるべく、座る位置や寝る位置の普段すごされてい

る高さに置いて値をみることをお勧めします。室温 28 度程度に維持するためにエア

コンを上手に使用していただき、まずは環境整備を行いましょう。 

そして、こまめな水分補給をしましょう。のどの渇きを感じなかったり、トイレに行

く回数が多くなる事を気にされて、水分を摂ることを遠慮する方が多いと思いますが、

1000～1500ml/日程度は摂取することをお勧めします。水分は糖尿病でなければスポ

ーツドリンクやジュースなどなんでも結構です。塩分制限がなければ OS-1 ドリンク

がおすすめです。医師に相談しましょう。これから、おいしい食べ物が出回る時期で

すので、旬の野菜・果物も取り入れて食事も摂取できると夏バテが解消できることと

思います。秋になっても年間を通して水分 1000～1500ml/日が維持できれば良いと思

います。 

さて、これから涼しくなり睡眠不足も解消できる時期になります。ギアチェンジし

て夏の疲れを取り除き、秋を楽しみましょう。 

 

 

    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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９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水 中村 中内(や) 中村  宮田 16木 阿古  村井 中内(や)  

2木 阿古  村井 中内(や)  17金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

3金 中村 中内(幹) 中村  岩田 18土 中内(や) 石神    

4土 中内(や) 石神    19日       

5日       20月       

6月 中村 中内(幹) 中村  岩田 21火 秋下  高橋 大池  廣田 

7火 秋下  高橋 大池  廣田 22水 中村 中内(や) 中村  宮田 

8水 中村 中内(や) 中村  宮田 23木       

9木 阿古  村井 中内(や)  24金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

10金 中村 中内(幹) 中村  岩田 25土 中村 石神     

11土 中村 須藤     26日       

12日       27月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

13月 中村 中内(幹) 中村  岩田 28火 秋下  高橋 大池  高橋 

14火 秋下  廣田 大池  高橋 29水 中村 中内(や) 中村  宮田 

15水 中村 中内(や) 中村  宮田 30木 阿古  村井 中内(や)  

平成 22年 8 月 31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】 

 ９月ということで秋らいしイラストなどを用意しました

が、まだまだ厳しい残暑が続きそうなので夏のイラストでも

良かったように感じました。   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/ 


