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さくら診報 
       For Others 

 

平成 22年 10 月 1日 発行 第 82号 

 

 天気予報では暑い日が続くような話でしたが、秋分の日を境に秋らしくなり

ました。明け方の明るくなる時間が遅くなり、夕方、暗くなる時間が早くなっ

て、少しずつ冬が近づいているように思います。寒暖の差による体調の変化に

注意しましょう。 

 

 

 

 

「国際福祉機器展」 

９月２９日から3日間、有明の東京ビッグサイトで国際福祉機器展が開かれました。

出かけるとなると半日はかかるのでなかなか行くことが出来ませんので今回は３年

ぶりでした。 

国際展示会というと以前は晴海で行われ 小・中学生の頃、父親や友達と出かけた

「国際見本市」や「東京モーターショー」が懐かしいです。よせばいいのに持ちきれ

ないほどパンフレットや試供品を集め、バス代を倹約するので銀座まで歩いてへとへ

とで電車で帰った思い出があります。今回もパンフレットを入れたバッグがずしりと

肩に食い込み、子供の頃とあまり進歩が無いなと思いました 

展示品を眺めるとずいぶん洗練された形のも

のが多くなった気がします。 

杖も色のバリエーションだけでなく今まで見

たことの無いような曲線をしたものがありま

した。 

シルバーカーといえば以前は乳母車の親戚の

ようなもので男性が使うには引け目を感じる

ようなものばかりでしたが、今回見たのはセグ

ウェイ（小泉総理も乗ったアメリカ製の立ち乗

りの車）のような近未来的なデザインで、これ

ならちょっと見せびらかしたい気になるなと

思いました。 

ミレニアム桜台 リハビリ便り 
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私が感心したのに木製の歩行器がありました、無骨なパイプ製のものと違い形も質

感もインテリアとして部屋の飾りになりそうです。そしてもっとも人目を引いていた

のは車椅子のまま乗れるバイク型三輪車です。ハーレーダビットソンを思わせるその

風貌は昔公開された映画マッドマックスに登場しそうです。街角にこの車が突然現れ

ヘルメット姿の男がおもむろに車椅子で降りてくる、子供が見たら思わず「かっこい

い」と声を上げて興奮するでしょう。障害を抱えた人が使う道具がその実用性だけで

あった時代は終わり、生活の質を高めるためのゆとりを持ち始めたということでしょ

う。 

私達の施設を見学にこらえる方は小学生から大学生・大人と様々いらっしゃいます。

リハビリや生活の風景を見て思わず「かっこいい」「すてき」と声を上げさせるよう

な時代が来ることを感じさせる一日でした。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台  

理学療法士 祖川信雄 

 

※国際福祉機器展 ･･･ 今年で 37 回目

となり、昨年より 1カ国・地域が増えて、

16 カ国・地域から昨年同様 490社・団体

が、約 2 万点の福祉機器や介護システム

を展示する。 

昨年は 14カ国・1地域から 490社が出展

し、延べ 10万 7,911人が来場した。との

ことです。内訳は右の通りです。 

今年は、９月２９日～１０月１日の３日

間、東京ビッグサイトで開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長かった夏もやっと終わりを告げ、今まで厳しい日差しを避けて外出を控えてい

た方も、おもわず散歩に出かけたくなるような秋風が心地よい季節となりました。 

秋といえば、スポーツや読書、そしてなんと言っても食べ物がおいしくなる季節『食

欲の秋』ではないでしょうか!? しかし、高齢者では食も細くなりがちで、調理も面
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倒になり、メニューがワンパターンになったり、簡単なもので済ませてしまうなど食

事への関心が薄くなる傾向にあります。今回は高齢期の食事についてお話したいと思

います。 

若い頃に比べると消化器官が弱くなっている

ため、高齢になるとどうしても食欲は落ちてき

ます。単調で偏りがちな食生活では、低栄養に

陥りやすく、老化を進行させ、病気を招きやす

くなります。 

栄養状態の指標である血清アルブミン値の数値

が高い人ほど、年をとっても歩行速度が低下す

る割合が小さく、老化が遅かったという研究結

果があります。また、肉・卵・油脂をよく食べ

る人は、余暇活動や創作など知的活動の衰えが

少なかったそうです。肉・卵・油脂といわれる

と高コレステロールが心配ですが、気にしすぎて避けるのではなく、バランスよく多

様な栄養素を必要量摂取することが重要です。（もちろん持病をお持ちの方は、医師

の指示を確認してください）太っていても血清アルブミン値の低い方は意外に多いそ

うなので注意してください。 

厚生労働省による「食事バランスガイド」では、70代の健康な男性の例で、一日の

摂取量が下記のように記してありました。 

・ 主食 ご飯茶碗に軽くよそって 3～4杯 

・ 主菜（肉・卵・魚を使ったおかず） 3品 

・ 副菜（野菜やきのこ、海藻を使ったおかず） 5～7品 

・ 牛乳や乳製品 牛乳 1 本、あるいは牛乳 1/2 本＋ヨーグルト 1 個、またはスライ

スチーズ 1枚＋ヨーグルト 1個などの組み合わせで 

・ 果物 みかん 2個、柿 1個、りんご 1/2個などから、いずれかを選ぶ 

一回の食事で、主食＋主菜 1品＋副菜 2品、間食に果物やヨーグルトなどが、だいた

いの目安になるかと思います。 

 その他に身体活動の多い、少ないによっても必要な摂取カロリーが変わりますが、

いずれにしても、基本は 1 日 3 食、バランスよく多様な栄養素を摂取することです。

とはいえ毎日のこととなると、調理の手間も面倒なので、電子レンジやトースターな

どを利用したり、手軽で保存がきき、アレンジ可能なメニューを覚えておくのも手間

を省くひとつです。 

 老化が気になる 50代からは食生活の見直しをしてみてはいかがでしょうか。 

 

    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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10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金 中村   中村  岩田 16土 中村 石神     

2土 中内(や) 石神    17日       

3日       18月 中村   中村  岩田 

4月 中村   中村  岩田 19火 秋下  高橋 大池  廣田 

5火 秋下  高橋 大池  廣田 20水 中村 中内(や) 中村  宮田 

6水 中村 中内(や) 中村  宮田 21木 阿古  村井 中内(や)  

7木 阿古  村井 中内(や)  22金 中村   中村  岩田 

8金 中村   中村  岩田 23土 千村 石神     

9土 中内(や) 須藤    24日       

10日       25月 中村   中村  岩田 

11月       26火 秋下  高橋 大池  高橋 

12火 秋下  廣田 大池  高橋 27水 中村 中内(や) 中村  宮田 

13水 中村 中内(や) 中村  宮田 28木 阿古  村井 中内(や)  

14木 阿古  村井 中内(や)  29金 中村   中村  岩田 

15金 中村   中村  岩田 30土 中村 須藤     

 31日       

平成 22年 9 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。 

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】 

 古くから我が国では 10 月を神無月（かんなづき）と言い

ます。これは 10月に日本中の神様が、出雲の国（現在の島

根県）に集まり会議を開き、他の国には神様が居なくなっ

てしまうことからそう呼ばれてきました。神様の集まる出

雲の国では反対に 10月は神在月（かみありづき）と呼ばれ

ているとの事です。         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/ 


