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さくら診報 
  For Others 

 

平成 23年 8月 1日 発行 第 92 号 

 

 暑い日が続いていて、身体がなんとなくだるい感じがします。今の時期、夏バテに

ならないようにする事が大事です。そのためには「睡眠」を充分に取る。「栄養」の

ある物を食べることが大切です。 

今回は食べ物に関連して「食中毒」のお話と食べたあとの「口腔ケア」について掲載

しました。 

 

 

 

  

❤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 

 今月は以下の通り行う予定です。 

  テーマ：『ただほど高いものはない』 

  悪質商法から身を守るための手口や被害発見のためのポイント、対応などを 

   落語を聞いて、一緒に勉強しましょう。 

   落 語：柴崎 堯（たかし）氏 

   講 師：保谷 秀子氏 

   日 時：平成２３年８月４日（木） 午後２時～３時半 

   場 所：ミレニアム桜台（桜台 2-1-13） 

 

 お誘い合わせの上、ご参加下さい。 

 お問い合わせ：桜台在宅介護支援センター ０３－５９４６－２３１１ 

 

 

 

 

 

 今年は節電が叫ばれる中、蒸し暑い日が続いていますが、皆様体調はいかがですか？ 

この時期、熱中症と並び気をつけなければならないのが、食中毒。一年で食中毒が最

も多く発生するのが、この８月なのです。そこで、今回は、食中毒のお話しです。 

紹介 お知らせ 

阿部クリニック便り 
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食中毒の予防３原則 

 傷んだ食品を食べて起こる食中毒もありますが、食中毒の殆

どは見た目や臭いでは判断が出来ません。食品の腐敗が進むよ

りも尐ない菌の数で発症に至るためです。ですから、予防する

ためには、見た目で判断せず下記のことを守りましょう。  

予防の３原則とは【付けない、増やさない、やっつける】です。 

１、 もし、食中毒にかかったら？ 

① 早めの受診 

食中毒は、時には死に至ることもあるので、

軽視は禁物。重症化する前に、早めに医療機

関へ行くようにしましょう。特に早急な治療

が必要なケースは次の通りです。 

●下痢が１日 10回以上起こる。 

●体がフラフラする。 

●意識が遠くなる。           

●嘔吐が止まらない。           

●尿の量が減る。尿が 12時間以上出ない。  

②応急処置 

注意が必要なのが、下痢や嘔吐による脱水症状と、吐物による窒息です。 

●脱水の予防･･･スポーツ飲料や、先月紹介した経口補水液 

(塩分、糖分を含む水)等で水分の補給を。 

●窒息予防･･･吐きやすいように、横向きに寝かせる。 

② 薬 

自己判断で下痢止めや鎮痛解熱剤を飲んではいけません。細菌や毒素を腸内

に留めてしまい、症状を悪化させるケースがあります。薬を飲んでしまった

場合は診察を受ける際、その薬を持参してください。 

④食事 

水様の便が出ているときは、主に水分を摂り、軟らかい便になったらお粥に

するなど、便と同じような硬さの食べ物を食べるようにします。 

 

簡単ですが、以上のことに気をつけて、体調を維持し、この夏を乗り切ってください。 

阿部クリニック 看護師 

荒井 恭子 
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今回は、ミレニアム桜台においての、健康管理の一環として私達が行っている｢口

腔ケア｣についてお話をしたいと思います。 

｢口腔ケア｣と聞いて、皆様が思い浮かぶ事はどんな事でしょうか？ 

“歯磨き”の事だと思われる方が多いと思います。それも正解です。 

しかしご高齢になると歯が抜けたり、義歯を使用される方も多く単なる歯磨きだけで

はなく義歯の管理も含め、口腔内の清潔を保つ為のケアが必要になってきます。 

それが｢口腔ケア｣なのです。 

それでは、なぜ口腔ケアが必要なのでしょうか？ 

もちろん食事をおいしく食べられることは大前提ですが、口腔内が不衛生になること

で、歯科的な問題だけではなく誤嚥性肺炎などの内科的な疾患を引き起こすリスクが

高くなります。 

だからこそ必要不可欠なケアの 1つなのです。 

そこで、ミレニアム桜台の入所フロアでは毎食後の口腔ケアはもちろんのこと、全入

所者に対し必ず口腔内状態の確認と評価を行い結果に応じて適切な口腔ケアが出来

るようケアプランに組み込んでいます。 

介護職員に対する技術的助言指導においては、近隣の中島歯科医院の院長先生や歯

科衛生士に協力を頂いております。 

 

歯は大切な財産の 1つです。 

日々の歯磨きの時間を口腔ケアとして今一度見直してみてはいかがでしょうか？ 

 

 歯磨きのポイント 

① ゴシゴシ磨きは、歯と歯ぐきを痛める 

② 歯ブラシはペングリップで持つ 

③ 歯磨き剤の量に決まりはない 

④ ひと筆書きでみがき残しをなくす 

歯をどこからみがきはじめて、どういう順序でみがくか

決まりはありません。みがきはじめる起点を決めてひと

筆書きの要領でみがけば、みがき残しの心配は不要とな

ります。（図を参考にしてみて下さい。） 

 その他に、歯間ブラシなどを利用するのも良いと思います。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

          介護士 匂坂耕太郎

ミレニアム桜台便り 
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8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月 中村 中内(幹) 中村  岩田 16火 小島  高橋 大池  廣田 

2火 秋下  高橋 大池  廣田 17水 中村 中内(や) 中村  宮田 

3水 中村 中内(や) 中村  宮田 18木 阿古  土屋 中内(や)  

4木 代診  土屋 中内(や)  19金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

5金 中村 中内(幹) 中村  岩田 20土 中内(や) 石神    

6土 中内(や) 石神    21日       

7日       22月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

8月 中内(や)（幹） 中村  岩田 23火 秋下  高橋 大池  高橋 

9火 秋下  廣田 大池  高橋 24水 中村 中内(や) 中村  宮田 

10水 中村 中内(や) 中村  宮田 25木 神崎  土屋 中内(や)  

11木 阿古  土屋 中内(や)  26金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

12金 中村 中内(幹)    27土 中村  石神    

13土       28日       

14日       29月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

15月       30火 小島  高橋 大池  廣田 

 31水 中村 中内(や) 中村  宮田 

平成 23年 7 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】 

 例年より９日早い梅雨が明けました。今年から気象庁では、

「高温注意報」を発表しました。「高温注意報」とは、最高気

温 35 度以上の猛暑日になると見込まれる場合に熱中症への注

意を促すため！との事。確かに異常に暑い日が続いています。

節電も大事ですが、体調を崩さないためにもエアコンを上手に

使用したいと思います。         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/ 


