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さくら診報 
  For Others 

平成 23年 4月 1日 発行 第 88 号 

 

 三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、被害にあわれた皆様やご遺族の

皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、お亡くなりになられた方々へ、ご冥福を

お祈り申し上げます。 

今年度、医療法人財団秀行会においては、介護老人保健施設 ミレニアム桜台の増床

や訪問看護ステーションなどの事業所の移転などを考えております。さくら診報も内

容を一新し皆様に親しまれるよう色々な事業所から情報を発信したいと考えており

ます。今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

♡ 阿部クリニック受付紹介 

 クリニックを訪れた方の受付・会計などを主に行っております。 

その他、カルテの入力やお客様のさまざまな質問に対応しております。 

 

○受付業務を行なうにあたって･･･ 

 来院したお客様が安心して受診できるように気を配り、不明なことがあ

る場合には、他部署などに連絡をとり早急に不安を取り除くように心がけ

ております。 

また、お客様の個人データを大切に扱うように注意しております。 

 

❤桜台在宅介護支援センターよりお知らせ 

平成２３年度も「よりあいひろば」を予定しています。開催日・内容がハッキリ  

し次第、さくら診報や掲示板などでご案内したいと考えています。 

  開催の時には、是非、ご参加して頂ければと思います。 

桜台在宅介護支援センターでは、車椅子・シルバーカー・バスボード・シャワー

チェアーなどの福祉用具貸与事業も行っています。購入する前に使ってみたい・

使い勝手はどうかなど、お試ししてみたい方は、是非、桜台在宅介護支援センタ

ーにご連絡下さい。 

  連絡先 ０３－５９４６－２３１１ 

  どうぞ宜しくお願い致します。

紹介 お知らせ 
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３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により、お亡くなりになられた方々の

ご冥福をお祈り申し上げますと共に、被害を受けられた皆さま、そのご家族に、心か

らお見舞いを申し上げます 

皆さん、阿部クリック２階に病棟がある事御存知でしたか? 

ベッド数は 19 床・看護師・ワーカーのスタッフで

患者様の治療、身の回りのお世話をしております。 

患者様の年齢は年々高くなってきており、内科の病

気は長い経過をとる事が多く、良くなったり、悪く

なったりを繰り返す事も尐なくありません。 

また病気の性質上、在宅での生活が困難となる事も

あり、やむなく療養型病院へ転院される患者様も多

くおられます。 

訪問看護師、ケアーマネージャー、ご家族の方との

連携を密にし、尐しでも多くの患者様が在宅に戻れ

るよう先生方と力を合わせ頑張っていきたいと思

っております。 

また、クリニックは近隣の在宅療養支援診療所とな

っており 1階には、桜台在宅介護支援センターがあ

ります。介護等でお悩みのご家族様がおられました

ら一度ご相談をされてはいかがでしょうか。 

 

                阿部クリニック 看護師 

坂井 幸子 

 

【人生が自分に教えた 45 のアドバイス】 

 インターネット「らばＱ」の中に、アメリカ・オハイオ州に住む、齢 90 歳になる

リジャイナ・ブレットさんの助言がありました。助言の中には、人生を歩んでいくた

めのヒントが隠されていることがあるので一部を紹介します。 

1. 人生は公平では無いけれど、それでもいいものだ。 

2. 疑わしいときは、次の一歩は小さく歩もう。 

3. 誰かを嫌うには人生は短すぎる。 

4. 病気になると仕事は自分の面倒をみてくれない。友人や家族がしてくれるのだ

から連絡を取っておこう。 

5. クレジットカードの支払いは毎月全額支払っておくのだ。 

  ※残りについては、別の機会で紹介します。 

阿部クリニック便り 
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はじめまして、ミレニアム桜台入所フロアの介護職員です。 

 今回、初めてさくら診報に記事を載せることになりました。何を記事に書けばよい

のか、初めてのことなので、悩みましたが、 

今回は、あまり知られていない、入所フロアの日課や

クラブ活動についてお教えします。 

 まず日課ですが、右の表が、大まかな入所フロアの

一日の流れになります。この日課表の中に曜日によっ

て、入浴やクラブ活動・行事などが組み込まれます。

入浴は、月曜・木曜にストレッチャー浴（これは立位

がとれなかったり、座位が保てない方が寝たまま入る

タイプです。）と、一般浴が行われます。火曜・金曜

はチェアー浴（歩行が難しかったり、車椅子の方が対

象の機械浴です。）が行われます。 

 また、クラブ活動は、第２・第４土曜日に書道クラ

ブ、第３土曜日にフラワーアレンジメントなどを行っ

ています。書道クラブでは、その季節に合ったお手本

を用意し、希望者の方を集めて行います。始めは乗り

気ではなかった方も、いざ筆を持つと真剣な顔で取り

組まれたりしています。 

 フラワーアレンジメントは、女性利用者様の独断と

いった感じになりますが皆さん真剣に色の配置など

を考えながら行っています。フラワーアレンジメント

と言うより、生け花に近い感じに仕上がる事が多いで

すが、それは皆様の力作として、そのまま、テーブル

に飾って、参加されなかった方にも見て楽しんでいただいています。 

 個別リハビリテーションは、月曜から土曜で、理学療法・作業療法の先生が行って

くれます。それとは別に、フロアでは午前・午後に入所フロアの職員が先生になって、

体操やレクリエーションを行います。居眠りをされている方もいれば、真剣に取り組

まれる方もいいます。 

 施設は、入所をしてみないと、なかなか中の様子が分からない

と思います。この記事で尐しでも入所フロアの様子が分かってい

ただけたらと思います。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 介護士 

矢崎 亨

時間 サービス内容 

7：00 起床・洗面・整髪 

8：00 朝食・口腔ケア 

9：00 トイレ誘導 

10：00 ティータイム 

レクリエーション・嚥下体操 

オムツ交換 

12：00 昼食・口腔ケア 

13：00 トイレ誘導 

14：00 レクリエーション・グループ体操 

オムツ交換 

15：00 おやつ 

16：00 トイレ誘導 

18：00 夕食・口腔ケア 

19： 00

～ 

排泄・就寝介助 

21： 00

～ 

消灯・1時間毎巡視 

23：00 オムツ交換 

5：00 オムツ交換 

ミレニアム桜台便り 
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4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 中内（幹） 中村  岩田 16土 中内（や） 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 小島  高橋 大池  廣田 

5火 小島  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  土屋 中内（や）  

7木 阿古  土屋 中内（や）  22金 中村 中内（幹） 中村  岩田 

8金 中村 中内（幹） 中村  岩田 23土 中村      

9土 中村 須藤     24日       

10日       25月 中村   中村  岩田 

11月 中村   中村  岩田 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 神崎  土屋 中内（や）  

14木 阿古  土屋 中内（や）  29金       

15金 中村 中内（幹） 中村  岩田 30土 中内（や） 石神    

平成 23年 3 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】 

 東京２３区を除く首都圏では、計画停電が実施されています。 

帰宅の時、たまたま停電に遭遇しました。いつもみなれた風景が真っ暗で異様な感じ

がし、明かりのある生活は素晴らしとも感じました。被災地で不自由な生活を送って

いる方々の苦労は大変な事だと思います。一日でも早くいつもの生活に戻れるよう願

っております。                          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/ 


