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さくら診報 
  For Others 

 

平成 23年 11 月 1日 発行 第 95号 

 

 最近はすっかり秋らしくなり、日中の明るい時間も短くなったと感じています。 

１１月から冬の間は、インフルエンザやノロなどの感染症が流行る時期でもあります。 

今月号は、桜台訪問看護ステーションより「インフルエンザの予防」について、ミレ

ニアム桜台のリハビリテーションより「転倒予防体操」ついて紹介します。 

 

 

 

❤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１２回】 『オレオレ詐欺に気をつけろ』 ～ 高齢者安全講話 ～ 

   警視庁練馬警察署 生活安全課 防犯係長 

    椋澤 信雄 警部補 

日 時：平成２３年１１月１５日（火） 

 午後１時半～２時半 

   場 所：栄町敬老館（栄町 40-7） 

【第１４回】 『折り紙教室』 ～ クリスマスツリーを折り紙で ～ 

   野口先生・矢野先生 

日 時：平成２３年１１月３０日（水） 

 午後１時～２時半 

   場 所：ミレニアム桜台 家族相談室 

 

※【第１２回】【第１４回】については、予約は要りません。 

お問い合わせ：桜台在宅介護支援センター 桜台支所 ０３－５９４６－２３１１ 

 

 【第１３回】  『試食会』 ～ 宅配弁当を食べてみませんか？ ～ 

   日 時：平成２３年１１月２２日（火） 午後１時～ 

   場 所：桜台出張所２階 

    外食産業でおなじみのワタミの宅配弁当を試食してみましょう 

    ＜＜ ご希望の方は予約をお願いします。＞＞ 

お問い合わせ：高齢者相談センター 桜台支所 ０３－５９４６－２３１１

紹介 お知らせ 
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 つい最近まで、暖かい日が続いていたかと思えば、朝・夕の風が冷たくなり秋も深

まってきました。 

寒くなると湿度も低くなり、風邪やインフルエンザの季節となります。高齢者の方

はインフルエンザワクチン接種のお知らせが届いているかと思います。もう既に接種

された方もいらっしゃるでしょう。さらに、毎回のことですが、うがい・手洗いはよ

り念入りに行うことをお勧めします。 

うがいは機械的な洗浄効果と、さらにうがい薬を用いた場合

は、殺菌力や化学的洗浄によって、口腔内を通じて侵入してく

るウイルスや細菌などに対して効果を発揮します。 

また、口の中がすっきりしてリフレッシュになったり、口臭予

防や虫歯、歯周病予防にも役立ちます。 

インフルエンザの予防には、紅茶による 1 日 2 回のうがいに

よって、インフルエンザの罹患率が低下したと専門誌に報告さ

れていたそうです。紅茶の予防効果はその成分のカテキン（お

茶などにも含まれている）がウイルス粒子のスパイクへ付着して、細胞への吸着を阻

止するためとされているとの事です。カテキンの効果については議論のあるところで、

うがいによる洗浄効果によるものかもしれませんが、細胞の中に入ったウイルスに効

くわけではないとの事です。しかし、うがいはインフルエンザを含め、風邪症候群な

どの感染症の予防には、一定の効果が期待できるようです。 

 ＊うがいの方法＊ 

１、うがい液を口に含み、唇を閉じて頬の筋肉を動かし、「クチュクチュ」と口の中

を洗います。 

２、次に上を向いて、「オオオ…」と声を出してのどを洗います。声がふるえはじめ

ると、それはうがい液が口蓋垂の奥へ届いている証拠です。 

３、冷たいうがい液が口の中で温かく感じられてきたら吐き出します。 

４、この 1～3の行為を数回繰り返します。 

このうがいは水のみでも効果はありますが、うがい薬を使用すれば、その効果が上

ることも実証されています。 

高齢者では、うがいが出来なかったり、行いにくい方も多いと思いますが、1、の

ように「クチュクチュ」することのみでも効果はあるようです。 

これから寒くなり、空気の乾燥も増す季節、暖房を使用する頻度も高くなってくる

と思います。手洗いのついでにうがいもセットで行い、習慣化できれば感染予防につ

ながっていくと思います！ 

 

    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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はじめまして、ミレニアム桜台に勤務しています理学療法士の卜部です。 

私共の施設を利用される利用者の中には骨折をしてしまいリハビリを行っている方

が多くいらっしゃいます。 

お年寄りの骨折の最大の起因は転倒によるものが多いそうです。転倒の要因としては、

ふらついた、つまずいた、すべったが大部分を占めているそうです。 

そのようなことにならないように家の段差をなくすことが大切ですが、それと同時に

転ばないための足腰の強さをつけておく必要があると思います。そこで今回はご自宅

でもできる簡単な転倒予防体操をご紹介したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1種目につき 5～10回を 1～３セット行いましょう。 

 数をかぞえながらゆっくり行いましょう。 

 体調が悪い時（血圧が高い時や関節の痛みがひどい時）はトレーニングを中止し

ましょう。 

以上が自宅で出来る簡単な体操になります。これらの運動ですべて完璧とは言えませ

んが何か運動するきっかけになればと思います。これから益々寒さが増してきて動く

のも嫌になる季節かと思いますがご自宅で体操など行ってみては如何でしょうか？ 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台  

理学療法士 卜部亮 

ミミレレニニアアムム桜桜台台リリハハビビリリテテーーシショョンン便便りり  

 

椅子やテーブルに手をついて立ち、かかとを挙げま

す。 

まずは椅子に腰かけ足の裏をしっかり床につけた状態

からつま先を挙げます。 

これだけでは物足りない方は１～３ｋｇ程の重りを足

の甲に載せ上記と同じようにつま先を挙げます。 

 

太ももの筋肉（大腿四頭筋） 

鍛えると膝が安定し、階段の上り下りが楽になります。 

椅子やテーブルに手をついて立ち、軽く膝を曲げ

て腰を落とし膝を伸ばすを繰り返します。 

 

ふくらはぎの筋肉（下腿三頭筋） 

鍛えると足の蹴り出しが強くなり歩幅が増えます。 

すねの筋肉（前脛骨筋） 

鍛えるとつま先があがり足を地面に擦らずに歩けるの

でつまずきにくくなります。 
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11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火 小島  高橋 大池  廣田 16水 中村 中内(や) 中村  宮田 

2水 中村 中内(や) 中村  宮田 17木 阿古  土屋 中内(や)  

3木       18金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

4金 中内(幹)  小島  岩田 19土 中内(や) 石神    

5土 中内(や) 石神    20日       

6日       21月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

7月 中村 中内(幹) 中村  岩田 22火 秋下  高橋 大池  高橋 

8火 秋下  廣田 大池  高橋 23水       

9水 中村 中内(や) 中村  宮田 24木 阿古  土屋 中内(や)  

10木 神崎  土屋 中内(や)  25金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

11金 中村 中内(幹) 中村  岩田 26土 中村 石神     

12土 中村 須藤     27日       

13日       28月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

14月 中村 中内(幹) 中村  岩田 29火 小島  高橋 大池  廣田 

15火 小島  高橋 大池  廣田 30水 中村 中内(や) 中村  宮田 

平成 23年 10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】 

  今年も残り２カ月あまりとなってしまいました。秋を感

じる余裕もなく冬になってしまいそうです。 

これからは、お鍋がおいしくなる季節とともにお酒の量も増

えそうなので、暴飲暴食に注意したいと思います。 

皆様もそれぞれに合った体調管理をして頂き、健康に生活で

きればと願っています。                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/ 


