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さくら診報 
  For Others 

 

平成 23年 9月 1日 発行 第 93号 

 

 今年の夏は、７月の上旬に猛暑日が続き、台風６号が去った後、涼しくなってよかったと

思ったら、ゲリラ豪雨など天候不順な日が続きました。お盆の頃、天気が安定したと思った

ら再び天候不順になり、体調を崩された方も多かったのではと思います。だんだんと虫の声

も聞かれるようになり、秋も近くなってきたなと感じています。 

 今月のさくら診報は、『桜台介護予防デイサービスセンター』にて使用しているトレーニ

ングマシン（身体のどの部位を鍛え、どのような日常生活に影響があるのか）、『栄養課』よ

り簡単で身体に良い料理のレシピなどを紹介します。また、介護老人保健施設に入所するに

あたりおおまかな流れなどについて説明します。 

 

 

 

 

 

❤練馬区委託事業 第４回家族介護者教室についてのお知らせ 

 

  テーマ：『腰痛の予防と軽減』 

   簡単な関節運動や温罨法を鍼灸マッサージ師の方に教えて頂きます。 

   リンパの流れをよくすることで腰痛の予防と軽減に繋がります。 

   また、リンパの流れをよくすることでむくみや便秘改善にも繋がります。 

   腰痛予防・軽減の一つとの方法として参考にして頂ければ幸いです。 

 

 講 師：鍼灸マッサージ師 徳山 充徳 

 日 時：平成２３年９月７日（水） 午後１時３０分～３時３０分 

 場 所：介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

  

 介護者教室となっておりますが、どなたでも参加自由となっています。 

 お問い合わせ：介護老人保健施設 ミレニアム桜台 ０３－５９４６－５５０８ 

紹介 お知らせ 
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❤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。 

 

 【第８回】 

 テーマ：『いざ！という時災害に備えて』 

  地震の備えは大丈夫でしょうか？ 

  この機会に最新の防災対策をもう一度確認しましょう！ 

 

 講 師：練馬区 危機管理室 震災対策担当課の方々 

 日 時：平成２３年９月１５日（木） 午後１時３０分～３時 

 場 所：介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

  

 【第９回】 

 テーマ：『血液のこと 一緒に勉強しませんか？』 

 

 講 師：桜台支所 看護師 馬籠さとみ 

 日 時：平成２３年９月２０日（火） 午後１時～１時５０分 

 場 所：栄町敬老館 

 

 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 
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桜台介護予防デイサービスセンター便り 
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市場に出回る野菜や果物、そして日差しまでもが秋を告げるこの頃、みなさまいかがお過ご

しでしょうか。 

 日本各地に大きな爪あとを残した台風が去った後、ほんの数日だけ涼しい日があり、 

そしてまた猛暑。その疲れが出始めてはいませんか？ しっかりと栄養と休息をとって、 

ご自愛ください。 

 栄養だより第 2段は、去る 6月 18日（土）に開催したしました 

『家族介護者教室』で大変ご好評をいただいた内容から、お肉をやわら

かく調理する方法と、簡単で栄養たっぷり、その上美味しいデザート 

レシピと作り方をご紹介いたします。 

 まずはじめは『お肉をやわらかくする方法』ですが、テレビの料理番

組や雑誌などで見たと言う方も居られるでしょう。 

今は肉をやわらかくするための、いわゆる軟化剤が出回るようになりました。それらのほと

んどは食品に含まれる酵素を主体として作られておりますが、今回は軟化剤ではなく、たい

ていのご家庭にあり得る果物、たとえばキウイフルーツやりんご、梨、パイナップル、その

他にマンゴーやパパイヤなどにも、その効果が期待できます。是非お試しください。 

❏生の果物を使用しましょう！ 

【やわらかお肉の料理例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 使う肉の種類は何でも構いません。上記は脂が少なくパサパサしやすいお肉を使っても、

しっとり仕上がるという例です。 

その他に、油っこい物は好まない、煮物の方が・・・と言う方には、お肉だけに酒と 

果物のすりおろしをもみ込んでおき、野菜と一緒に煮込む方法や、角煮のように大き目

のお肉と、大きめにカットしたりんご、玉葱、じゃが芋、人参などをコンソメ風味 

で煮込む洋風料理やトマト煮などもお勧めです。 

果物が煮えたのは・・・とか、しょっぱい果物は・・・と言う方の想像する味とは 

少し違うかも？知れません。実際苦手な私も美味しいと感じました。 

果物の酵素も良いのですが、やはりお勧めしたいのは圧力鍋です。 

管理栄養士『栄養便り』 

《材料》から揚げまたは竜田焼き 

・鶏のむね肉 100g 

・キウイフルーツ 10g（りんごも同じ） 

・醤油 みりん 酒 各小さじ 1杯 

・すりおろし生姜 適宜 

・サラダ油 小さじ 1杯 

・小麦粉又は片栗粉 まぶせる程度 

・サラダ油（オリーブオイル可）適宜 

♡ 付け合わせはご自由にどうぞ 

《作り方》 

・キウイフルーツはすりおろし、調味料、生姜、

サラダ油 と合わせ肉にもみ込み、4～5 時間冷蔵

庫で寝かせる。（最低 2時間程度は必要です） 

・フライパンに油を熱し、粉をまぶした肉を中温

で焼く、 または揚げる。 

☆ 肉はカットしていた方がなじみやすい 

☆ パイナップルの酵素はやや強めなので、少量で

短時間が望ましいようです。（ボロボロになり

ます）  

虫
の
音
に
つ
い
誘
わ
れ
て
風
邪
薬 
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この私も、最近母からもらい使い始めた初心者ですが、これが思いのほか便利なのには

ビックリ。煮物はもちろん、ご飯を炊くに至っても時間は短縮、ガス代は節約、節電を

余儀なくされている現状には、部屋の温度を上げずに済む。と言うことなしです。 

最初はあの“シュッツシュッツ”という音が怖い印象があり、使われるのを躊躇される

方も少なくないと思いますが、最近のものは、思ったよりも使い方が簡単で計量化して

いるため、何かと便利にご利用いただけるのではないかと思います。 

フタをしっかりしてガスで加熱、加圧時間は３分から 15分程度でその後は余熱でご飯が

炊けたり、肉はもちろん魚は骨まで、野菜もやわらかく仕上がるということは、大変あ

りがたく感じております。 

 

では、次にご紹介させていただくレシピは 

✾ 栄養たっぷり 簡単豆腐のレアチーズケーキ ✾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も、みなさまの暮らしに役立つ情報を提供できればと考えております。 

 栄養と休息をしっかりとりながら、厳しい残暑を乗り越えましょう。 

 

                   ミレニアム桜台 管理栄養士  堀川 喜美子 

 

《材料》約 5から 7人分です 

絹ごし豆腐 150g  

クリームチーズ 100g  

プレーンヨーグルト 80ｇ 

砂糖    50g 

牛乳   150cc 

粉ゼラチン 10g 

レモン（皮のすりおろしと果汁）

少々 

 

《作り方》 

・豆腐の水気を切り、チーズは室温に戻しておきます。 

・水気を切った豆腐とチーズ、ヨーグルトを泡立て器で良く

かき混ぜクリーム状にします。→これを☆とします。 

・牛乳に砂糖、粉ゼラチンを入れ、なじんだら火にかけてゼ

ラチンを溶かします。（焦げないようにかき混ぜて沸騰させな

いように） 

・粗熱を取ってから☆に流し入れ泡立て器で良く混ぜ、最後

にレモンの皮と果汁を入れて更に混ぜて型に流し入れ、冷や

し固めます。 型は個々の器でもタッパーでもかまいません。 

 これを適当に切ってお召し上がりください。 

※ 豆腐ではなく豆乳でもかまいません。また、レモンではな

くカルピスを砂糖 50gの代わりに 85cc 入れても OKです。

その場合はゼラチンを 12g の増量しましょう！ 

 

注 日持ちはしませんので 2日以内に食べ切りましょう 

 う 

  

1/5 個分の栄養量は 

約 160kcalたん白質 6.2g  

脂質 9g です。 
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インターネット 「らばＱ」より 平成２３年４月号に一部掲載した続きを紹介したいと思

います。４月号に紹介した内容は、 

 

年の功とは言ったもので、人生経験を積み重ねた人の言葉には重みがあります。 

お年寄りの語るちょっとした助言の中には、人生を歩んでいくためのヒントが隠されている

ことが少なくありません。 

アメリカ・オハイオ州に住む、齢 90 歳になるリジャイナ・ブレットさんが「人生が自分に

教えた 45のアドバイス」を書かれています。 

含蓄あるものが数多くありますので、ぜひご覧ください。 

  

４５のアドバイスの内、５つ程を掲載しましたが、その続きとなります。 

 

6. すべての口論に勝たなくていい。反論にも賛成してみよう。 

7. 誰かと一緒に泣こう。一人で泣くより楽になる。 

8. 神様に怒っていい。彼なら受け入れてくれる。 

9. 初めての給料から、老後の蓄えを始めよう。 

10. チョコレートに関しては抵抗は無駄だ。 

11. 「過去」と平和を維持していれば、「現在」をダメにすることはない。 

12. 自分の子供に泣いているところを見られたってよい。 

13. 他人の人生と比べるな。人がどんな軌跡をたどったのかなど、分かりはしないのだから。 

14. もしその関係が人に言えないのなら、関わるべきではない。 

15. すべてのことは一瞬のうちに変わるが、心配しなくてもよい。神は見ている。 

16. 深呼吸をしよう。心が落ち着く。 

17. 使えないもの、美しくないもの、楽しくないものは、何でも取り除こう。 

18. もし死なずに助かったときは自分を強くする。 

19. 子供時代のような幸せを持つのに遅すぎるということはない。ただし 2度目は他人の力

に依存してではなく自分次第である。 

20. 自分の好きなことを追い求めるとき、自分の出した答えに拒否を示すな。 

21. キャンドルを灯し、シーツを新しくし、素敵な下着をつける。特別な日のためにとって

おくのではない。今日という日こそが特別なのだ。 

22. 準備をぬかりなく、そして、なるように、ありのままに。 

23. 今、変人になろう。歳を取るのを待ってから紫色の服を着なくてもよい。 

24. 夜の秘め事をする上で、一番大事な機能は脳である。 

25. 幸せになる上での責任は、自分自身以外にない。 

 

残り２０のアドバイスは、機会がある時に掲載したいと思います。

ちょっと一息 
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介護老人保健施設 ミレニアム桜台では、他の介護老人保健施設と同じく大きく２つにわ

けられます。それは、『通所リハビリテーション』と『入所』になります。 

今回は、『入所』についての流れや介護老人保健施設では、『入所』されるご利用者様への

対応など支援相談員の業務を通して説明します。 

 

『入所』の相談員は、入退所の相談援助を主業務としています。 

入所については、電話相談や家族面談を行い相談記録を作成し、診療情報提供書等の客観的

データも収集して入所判定会議にかけます。 

同会議を経て、実際に入所いただく際には主訴を改めて確認したり、ご本人やご家族を含め

て退院・退所先の病院・施設と日程調整したり、ご本人・ご家族と契約したりします。 

フェイスシートやカルテを作成して各専門職種に情報提供し、受入環境を整えて無事に入所

いただくことが入所の支援です。 

 

 入所後は、ケアマネジメントによって各種サービスが提供されますが、相談員はベッドコ

ントロールや生活相談、継続判定、入院が必要になった場合のご家族への支援や再入所調整、

さらには生活保護や成年後見など、各種制度への申請をサポートします。 

 退所時は、ご本人やご家族と改めて面談したり、終了判定をかけたり、退所前カンファレ

ンスを行ったりします。介護保険施設や特定施設、在宅など退所先はさまざまですが、情報

提供や日程調整をしたりして、次のサービスに繋ぐことが退所時の主な支援です。 

 この一連のソーシャルワークにおいて、相談員は常にクライエントとその置かれている環

境との交錯点に焦点を当て支援します。 

 

介護老人保健施設をご利用された事がない方には、なじみのない言葉多いと思いますので、

一部ですが説明します。 

・クライエント･･･社会福祉における相談者のこと、ちなみにクライアントは、コンピュー

タネットワークにおいてサーバが提供する機能 やデータを利用するコンピュータ 

・診療情報提供書･･･医師が他の医師へ患者を紹介する場合に発行する書類である。一般に

は紹介状と呼ばれるが、内容はあいさつでは なく、症状・診断・治療など現在までの診療

の総括と紹介の目的などである。 

・入所判定会議･･･診療情報提供書の内容、訪問調査の結果などをもとに、入所判定会議（毎

週火曜日に行っています）で、入所の可否を判定します。 

 会議では、施設長（兼主治医）、看護師、栄養士・介護士、支援相談員、介護支援専門員、

リハビリ職員が、それぞれの専門的見地から、当施設でのケアがその方にとって適切である

か、目標達成が可能であるか等を話し合い、合議にて判定を行います。 

 

※ご不明な点があれば、入所相談員にお問い合わせ下さい。 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台便り 
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9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木 神崎  土屋 中内(や)  16金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

2金 中村 中内(幹) 中村  岩田 17土 中内(や) 石神    

3土 中内(や) 石神    18日       

4日       19月       

5月 中村 中内(幹) 中村  岩田 20火 小島  高橋 大池  廣田 

6火 小島  高橋 大池  廣田 21水 中村 中内(や) 中内(や) 宮田 

7水 中村 中内(や) 中村  宮田 22木 阿古  村井 代診   

8木 阿古  土屋 中内(や)  23金       

9金 中村 中内(幹) 中内(や) 岩田 24土 中村 休診     

10土 中村 須藤     25日       

11日       26月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

12月 中村 中内(幹) 中村  岩田 27火 秋下  高橋 大池  高橋 

13火 秋下  廣田 大池  高橋 28水 中村  休診   宮田 

14水 中村 中内(や) 中村  宮田 29木 阿古  土屋 中内(や)  

15木 阿古  土屋 中内(や)  30金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

平成 23年 8 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】 

 さくら診報が創刊されたのが、平成１５年９月１日でした。 

８年が経過し９年目になります。創刊された当時には介護老人保健

施設ミレニアム桜台は４年目の終りの頃になります。さくら診報の

発行の歴史とともに高齢者の方への事業が多くなり、さくら診報の

内容も医療の事から介護に関する事が多くなってきて、時が移り変

わった感じがします。しかし内容が変わっても健康を大切にしたい

という思いは変わっておりません。これからも皆様のお役に立てる

ような情報を掲載していき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/ 


