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さくら診報 
    For Others 

平成 23年 1月 1日 発行 第 85号 

❏年始のご挨拶 

あけまして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、阿部クリニックの中に、高齢者の方にとって介護が必要にならないようトレーニングを

行う「介護予防デイサービス」を開設させていただきました。すでに、多くの高齢者の方々にご利

用いただき成果を上げております。また、一昨年に開設いたしました練馬高齢者相談センター桜台

支所（地域包括桜台支所）も軌道に乗り、地域の皆様の介護に関するご要望に寄与できているので

はないかと自負しております。 

 今年は、介護老人保健施設ミレニアム桜台の増築工事が始まります。年末には竣工の予定で、こ

れにより入所利用定員が 20名増加することになります。 

練馬区では、介護が必要な高齢者が増加しており、介護施設への入所を希望してもなかなかすぐに

はかなわないのが現状ですが、定員増によって尐しでもこうした課題に貢献できれば幸いです。 

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

の医療・介護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 

 

❏年始のご挨拶 

新年明けましておめでとうございます。 

三が日は穏やかな天気に恵まれ、 

初参りで今年の祈願をされた方も多かったことと思います。 

来年（2012年）は医療・介護保険同時改定が予定されており、 

今年はそれに向けていろいろな環境整備が進むと思われます。 

介護老人保健施設ミレニアム桜台も 20床の増床予定です。 

地域の皆様にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、 

皆様に安心してご利用いただける施設を目指してまいりますので 

本年もご理解ご指導等何卒よろしくお願い申し上げます。 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

施設長 中内 やよい 
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リハビリ便り 謹賀新年 

お知らせ 

 

 

 

 

「What are you doing the rest of your life」 

これは「シェルブールの雨傘」で有名なフランスの作曲家ミシェル・

ルグランの作った曲のタイトルです。内容は「あなたの残りの人生はず

っと私のそばにいてください」というラブソングですが、哀愁を帯びた

メロディーを聴いていると「汝、残された人生、如何に生きん」という

命題のような気がしてきます。一年なんかアッという間、とあっけらか

んとしている私も心あらため、二度と廻りくることのない一日一日を大

切に生きて行かなければと思う新年です 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台  

理学療法士 祖川信雄 

 

 

 

 

 

 

 

桜台在宅介護支援センターより１月に２回、「よりあいひろば事業」を以下のとおり行います。

予約はいりません。お誘い合わせのうえ、お越しください。 

 

その１．『頭を使う生活をしよう！』 

日時 平成２３年１月１３日（木） 午後１時～２時１５分 

    場所 介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

    講師 「認知症予防推進員の会 出前講座グループ」 

         山本小百合さん 佐藤由美子さん 

     最近、物忘れやうっかりミスが気になりませんか。 

    認知症の予防には運動や食生活に気をつけて頭を使う生活が効果的です。 

 

その２．『インナーマッスルを鍛えて体脂肪を減らそう』 

    ～家庭でできる健康体操～ 

日時 平成２３年１月１８日（火） 午後１時３０分～３時 

    場所 栄町敬老館 

    講師 徳山 充徳 先生 （株式会社 東京在宅サービス） 

 

お問い合わせは、０３－５９４６－２３１１ にお願いします。
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桜台訪問看護ステーション便り 

  

 

 

 

 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

さて、今年はどんな年にしようかと思案中の方も大勢いらっしゃることと思います。 

私はやはり、『健康第一に日常生活を送ること』を目標にしたいと考えております。 

去年は夏の暑さが身体にこたえ、数年ぶりに体重が減ってしまい、暑さに負けないように食事や

睡眠など気をつけて毎日を送っていました。今年も寒さの本番がこれからやってくるようなので、

寒さ対策や風邪などひかぬように毎日を過ごしたいと思います。 

先月はノロウイルスについてでしたが、この時期はインフルエンザに

ついても注意しなければいけません。予防接種は受けましたでしょう

か。 

一昨年の夏頃より話題となった新型ウイルスも、今年は広報活動も静

かに行われているようですが、この冬のワクチンは季節型・新型とも

に調合されているので、是非接種されることをお勧めします。 

ニュースによると新型ではなく、季節型のインフルエンザが流行する

兆しがあるようですので、しつこいようですが、再度確認しましょう。 

厳しい寒さがこれからですので、是非、初心に戻り基本に忠実に健康生活を送りましょう。 

まずは、充分な睡眠をとる・疲れをためない・身体に無理をしないようにしましょう。そして、栄

養が摂れるように、バランスよく（野菜、肉、魚、くだもの、など）食材を取り入れメニューを作

る事が大切です。また、水分補給を心がけましょう。 

室内の温度は適温（20～25 度前後）適度な湿度（60％前後）を維持できるように、暖房器具や加

湿器を上手に使用してください。 

予防対策としては、予防接種と共に、日頃から手洗いやうがいを心がけ、外出する際はマスクをつ

け、インフルエンザの流行時期には、人ごみには出かけないようにしましょう。 

しかし、高熱が出たり、風邪症状がある場合などインフルエンザが疑われる時は、早めに医療機関

を受診し、正しい診断を受け、早期に治療を行うことにより、重症化を防ぐことが出来ます。 

何事も健康な身体でなければ楽しみ半減だと思います。食事、睡眠、運動をバランスよく取り入

れて、冬の寒さを乗り切り、暖かい春を迎えようではありませんか。 

 今年も何かお困りの事がありましたら、声をかけてください。 

 

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 

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土       16日       

2日       17月 中村   中村  岩田 

3月       18火 秋下  高橋 大池  廣田 

4火 秋下  高橋 大池  廣田 19水 中村 中内(や) 中村  宮田 

5水 中村 中内(や) 中村  宮田 20木 阿古  土屋 中内(や)  

6木 阿古  土屋 中内(や)  21金 中村   中村  岩田 

7金 中村   中村  岩田 22土       

8土 中内(や) 須藤    23日       

9日       24月 中村   中村  岩田 

10月       25火 秋下  高橋 大池  高橋 

11火 秋下  廣田 大池  高橋 26水 中村 中内(や) 中村  宮田 

12水 中村 中内(や) 中村  宮田 27木 阿古  土屋 中内(や)  

13木 阿古  土屋 中内(や)  28金 中村   中村  岩田 

14金 中村   中村  岩田 29土 中村  石神    

15土 中村  石神    30日       

 31月 中村   中村  岩田 

平成 22年 12月 29 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】 

 平成２３年、新しい年の始まりです。年々正月らしさが薄らいでいるよう

に感じますが、お店ではお節料理がたくさん並んでいて「あ～正月なんだな

ぁ」という気分にさせてくれます。皆様にとって良い年でありますよう願っ

ております。どうぞ本年もよろしくお願い申しあげます。   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/ 


