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さくら診報 
  For Others 

 

平成 23年 7月 1日 発行 第 91 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。 

 夏本番を迎えるにあたり節電対策が騒がれておりますが、ご病気の方や高齢者の方

は節電対策により体調不良にならないよう注意して下さい。 

 

 

 

 

 

❤桜台在宅介護支援センターより『よりあいひろば』についてのお知らせ 

 今月は以下の通り２回行う予定です。 

 

 『折り紙教室』 ～うさぎ～ 

 講師：野口さん 矢野さん 

日時：平成２３年７月６日（水）午後１時から２時半まで 

場所：ミレニアム桜台（桜台 2-1-13）  

開進第三小学校信号の新桜台薬局脇を入る 

 

 『夏の健康管理について』 

 お話：練馬高齢者相談センター 土屋 百合 保健師 

 日時：平成２３年７月１９日（火） 午後１時から１時５０分 

 場所：栄町敬老館 

 

 

紹紹介介  おお知知ららせせ  
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 ミレニアム桜台の入所、通所の利用者様に提供するサービスの一つにリハビリテー

ションがあります。理学療法 PTと言語聴覚療法 STは歩行訓練や嚥下訓練としてどの

ようなことをやっているかのイメージが多くの方に知られています。 

私は作業療法士ですが、作業療法 OTの内容は意外と知られていないかもしれませ

ん。認知症の予防や進行を防ぐ目的の為に記憶や現実見当意識を高める<脳トレ>を実

施しているといえば少しイメージが湧くかもしれません。もちろん当リハビリ室にお

いても<脳トレ>を利用者様と一緒に取り組み、成果を上げている利用者様も多くいら

っしゃいます。 

またこの他に、ちょっとした日々の生活の潤いになるべく、創作活動や音楽活動に

も楽しみながら参加していただいています。 

そのプログラムの一つに毎週土曜日の夕方の<カラオケ>があり、数名のメンバーが参

加し楽しまれています。 

ある日のこと…メンバー一曲づつのカラオケが終わり、最後に皆で一曲歌おうとなっ

た時でした。「明日こちらの○○さんが誕生日を迎えられるので良い歌ないですか？」

とリクエストをいただき、私はふとこの歌が浮かび DVDをかけました。 

 

ここに幸あり 《作詞：高橋掬太郎、作曲：飯田三郎、唄：大津美子》 

嵐も吹けば雨も降る 

 女の道よ なぜ険し 

 君をたよりにわたしは生きる 

 ここに幸あり 青い空             ©1956 キングレコード 

○○さんをはじめメンバーの皆さんが明るい表情で熱心に歌われています。皆さん戦

後の焼け野原からここまで頑張ってきたのだろうな、今ミレニアム桜台に入所して生

活を送っておられるけれどもどんなふうに思ってくださっているのかな、と私もジン

ときました。このカラオケのプログラムは昔の流行歌を通して今まで歩いてきた人生

を振り返る機会にもなっているのかもしれません。 

毎週土曜日の午後４時３０分頃から１階のリハビリ室の奥の方で開催していますの

でもし興味のある方がいらっしゃいましたらいつでも覗きに来てください。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台  

作業療法士 安西 昭範 

リリハハビビリリ便便りり  
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 いつの間にか蒸し暑い毎日がやって来ました。この暑さに皆さん体調はだいじょう

ぶですか？ 

今年は節電など声高に叫ばれています。文化的な生活とはなんでしょうか？豊かな生

活とは何でしょうか？考えさせられる出来事が多い今日この頃です。 

世の中では節電と言われても、エアコンをつけずに熱中症になって具合が悪くなって

しまってはいけません。脱水も注意が必要です。 

そこで熱中症とはどんな症状があるのでしょう？ 

＊ 気持ちが悪い。 

＊ 頭痛がする。 

＊ 呼びかけても返事をしない。 

＊ 意識がない。  などです｡ 

こんな日は要注意 

＊気温が高い日 

＊湿度が高い日 

＊風の弱い日 

＊急に暑くなった日 

＊停電などでクーラーが動かない日 

とりあえず 

＊衣服をゆるめる。 

＊涼しい場所に寝かせる。 

＊首、わきの下、足の付け根の内側をぬれたタオルや保冷剤で冷やす。 

＊スポーツ飲料などを少しずつ飲ませる。 

などの対処が必要です。練馬区の保健予防課からのお知らせも出ています。 

☆一口メモ 

経口補水液(口から自然に水分と塩分などを補給できるもの)簡単にご家庭でも作れ

ます。レシピは次の通りです。 

① 水…1リットル 

② 塩…3g(小さじ 1/2杯) 

③ 砂糖…40g(大さじ 4と 1/2杯)   ①～③をかき混ぜます。 

お好みで水７００ｍｌとトマトジュース（無塩）３００mlと②と③かき混ぜてもよい

でしょう。 

経口補水液はスポーツ飲料より、脱水の予防や改善に適していることが、海外のガイ

ドラインに示されています。(オーエスワンとして薬局で市販されています。) 

これらの物もうまく使って、この夏も元気で乗り越え、楽しい思い出をたくさん作っ

て下さい。 

          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

訪訪問問看看護護スステテーーシショョンン便便りり  
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7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  休診 中村※１ 岩田 16土 中内(や) 須藤    

2土 中内(や) 石神    17日       

3日       18月       

4月 中村  休診 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  休診 中村  岩田 23土 中村  石神    

9土 中村  石神    24日       

10日       25月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

11月 中村 中内(幹) 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 阿古  土屋 中内(や)  

14木 阿古  土屋 中内(や)  29金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

15金 中村 中内(幹) 中村  岩田 30土 中内(や) 休診    

 31日       

平成 23年 6月 30日作成 

※１ 診察時間について･･･７月１日（金）午後 中村先生は１５時まで、１５時か

ら中内(や)先生の診察となります。 

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】 

 湿度の高い梅雨を経て、暑さが厳しくなる季節です。熱中症や、

あせもの悪化など、暑さや湿気により体調を崩さないようしたいと

思います。そのためには栄養と睡眠、適度な運動で乗り切りたいと

考えています。                 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/ 


