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さくら診報 
  For Others 

 

平成 23年 12月 1日 発行 第 96号 

 

 平成２３年も残りわずかとなってしまいました。医療法人財団秀行会において、介

護老人保健施設 ミレニアム桜台の増築工事を行い、入所（ショート含む）が７２床

から２０床増床し９２床になりました。また、居宅の各事業所（訪問看護・居宅介護

支援・在宅支援など）を増築した建物の１階に集約しました。 

今後とも地域の皆様、施設のご利用者様、介護をなさっている家族の皆様のお力にな

れるよう努力する次第です。 

 

 

 

《年末年始の休日について》 

事業所 年末年始休日 

開始日 

年末年始休日 

終了日 

平成２４年 

営業開始日 

 

阿部クリニック 

１２月２９日（木）午後～ 

１月３日（火） １月４日（水） 

介護予防デイサービスセ

ンター 

居宅介護支援事業所 

在宅介護支援センター 

１２月２９日（木） 
練馬地域包括センター 

訪問看護ステーション 

通所リハビリテーション 

ミレニアム桜台（入所等） １２月２９日（木）午後～ 

 

❤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。 

 『フリフリグッパー体操』 

 いつもと違うフリフリグッパー体操をお送りします。 

  講 師：フリフリグッパー体操 居場所づくりグループの方々 

  日 時：平成２３年１２月７日（木） 午後２時～３時半 

  場 所：ミレニアム桜台（桜台 2-1-13） 

 問合せ先：桜台在宅介護支援センター 03-5946-2311 

お知らせ 
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石鹸を使った正しい手洗い

手順  

 

 これからますます寒くなって来るとともに、インフルエンザやノロウイルス感染の

流行る季節でもあります。 

皆さんの体調管理は万全でしょうか? 今回は、手洗いの手順についてのお話をさせ

ていただきます。 

な～んだそんな事と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、もう一度再確認をして

下さい。 

※感染対策にどうして手洗いが大切なのか?  

風邪やインフルエンザなど、病気を引き起こす感染症の多くは、手を介して体内に侵

入する事が多いと言われています。例えばドアノブや電車のつり革などさまざまな場

所にウイルスが付着しています。そういった場所を触った手で、自分の目や鼻、口を

触ったり、食事をしたりすることで体内にウイルスが侵入してきます。様々な感染症

から身を守るためには、手からの侵入を遮断する｢手洗い｣がとても重要になります。 

手洗いは、帰宅やトイレ後、食事前などだけでなく、不特定多数の人が触れるような

ものに触れた後にも可能な限り手洗いを行う事が大切です。ウイルスは手を介して感

染します。 

皆さんは 水でサッと濡らすだけで終わっていませんか?  

間違った手洗いの代表として 

１．水やお湯で軽くすすぐだけ。   ２．石鹸を使っても、数秒ですましてしまう。 

３．手のひらだけ念入りに洗っている。 

４．お湯でゴシゴシこすっている。 ５．家族と共用のタオルで拭いている。 

これでは細菌やウイルスは落とせません。ぜひこの機会に、毎日の手洗いを見直し、

正しい手洗いの習慣を身につけて下さい。 

（正しく手洗いを行うには、30秒かかります。） 

 

 

どうですか? 正しい手順で手洗いをしていましたか。間違っていた方は、今日から

でも実行してみ下さい。 

阿部クリニック 看護師 

坂井 幸子 

阿部クリニック便り 
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 １２月となり、今年も残り僅かとなりました。 

冷たい風に当たりながらの外出も、季節を感じる大切な機会だと思います。  

入所フロアには外出が難しい方も尐なくないので、皆様に尐しでも季節を感じていた

だけるよう職員各位が冬の飾りつけなど行なっています。（多くの作業は、入所者様

のお手伝い頂いていますが･･･） 

 

今回は、面会にいらした御家族から「お爺ちゃん（お婆ちゃん）が

なかなか上手に立てなくて、腰が痛くなっちゃうのよ～」との声が聞

かれる事があるので、それについて取り上げたいと思います。 

日常生活の中で、車椅子やトイレなど「立つ⇔座る」の動作は意外

に多いです。 

介助をする側・される側が基本的なコツをつかむ事で、負担が軽減さ

れる場合もあるので参考にして下さい。 

これは新入職員指導の際にも説明する内容です。 

 

≪用意して頂くもの≫ 椅子 

例１ 

① 自分の膝が壁に接触しそうなほど近くに椅子を置いて座ります。 

② 立ち上がって下さい。 

どうでしょう？壁に頭がぶつかって、立ち上がりにくくないですか？ 

例２ 

① 壁から尐し離れた場所に椅子を置いて座ります。（目安は座ったままお辞儀をする

ように体を倒し、手を伸ばすと壁に触れる距離） 

② お辞儀をするように体を倒しながら、立ち上がって下さい。 

尐し立ち上がりやすくなりましたよね？ 

体を前に倒していく事で自然とお尻が持ち上がる姿勢になり、立ち上がる流れが出来

るからです。日常的な動作というのは無意識に行う事が多く、いざ誰かを手伝おうと

すると難しいものです。 

 

私達介護職員は、利用者様の動作を「助ける」事を念頭に日々のケアに取り組んでい

ます。 

手伝いすぎる事が、身体機能や認知機能の低下に繫がる事もあるからです。 

「残存機能を活かす」事は介助をする側・される側にとって介護負担の軽減につなが

る場合が多く、尐しの工夫やコツで実現可能であることを知って頂けると嬉しいです。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

               介護士 椎名 鯛子 

ミレニアム桜台 入所便り 
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12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 阿古  土屋 中内（や）  16金 中村 中内（幹） 中村  宮田 

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 中村 中内（幹） 中村  岩田 

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） 中村  宮田 

7水 中村 中内（や） 中村  宮田 22木 阿古  土屋 中内（や）  

8木 阿古  土屋 中内（や）  23金       

9金 中村 中内（幹） 中村  岩田 24土 中村 石神     

10土 中村 石神     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 中内（や） 中村  宮田 

14水 中村 中内（や） 中村  宮田 29木 阿古  土屋    

15木 阿古  土屋 中内（や）  30金       

 31土       

※次年度は、１月４日（水）より診察を開始し当日の医師は、ＡＭ－中村・中内（や） 

ＰＭ－中村・宮田 ５日（木）ＡＭ－阿古・土屋 ＰＭ－中内（や）となっており

ます。（６日以降については、次年度のさくら診報にてお知らせします。） 

平成 23年 11月 30 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】さくら診報は法人内の事業所に原稿を依頼しています。そ

の原稿を「多くの方に」「わかりやすく」読んでいただくようにするに

はどうすればよいかを考えながら編集しています。 

文章だけでは読む気が失せてしまう、イメージがわかないなど色々と考

えてしまします。来年度も引き続き編集させていただく予定です。これ

からもどうぞ宜しくお願いします。               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/ 


