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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 4月 1日 発行 第 100号 

 

 さくら診報の創刊（平成１５年９月）から今回で１００号を迎えるに

至りました。これまでに色々な病気や対策・対応などについて数多くの

先生から原稿を頂きしました。例えば中村先生の『骨粗鬆症』『動脈硬化』

『高血圧』、秋下先生の『運動と糖尿病』、中内幹雄先生の『脳の不思議』

など･･･ 

また、ミレニアム桜台のリハビリテーションや訪問看護の職員からも数多く幅広い分野に渡

り仕事の合間をぬって原稿を書いて頂きました。これからも医療法人財団秀行会をご利用下

さる皆様に親しみやすく読んでいただけるよう発刊していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

❤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１回】 テーマ：『認知症予防講座』 

 日常生活の中で出来る認知症予防を学んでみませんか？ 

 

 講 師：認知症予防推進員の会 居場所づくりグループ 

 日 時：平成２４年４月５日（木） 午後２時～３時３０分 

 場 所：介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

  

【第２回】 テーマ：『爪トラブル ～あなたの爪は大丈夫ですか～』 

あなたの爪はどうですか？外反母趾や巻爪などで靴が履きにくかったり歩くのに支障が

あったりしませんか？ 

爪切りやお手入れの方法についてお話を聞きにいらっしゃいませんか？ 

 

 講 師：看護師 馬籠さとみ（練馬高齢者相談センター 桜台支所） 

 日 時：平成２３年４月１０日（火） 午後２時～３時３０分 

 場 所：桜台地区区民館 

お知らせ 
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1月、2月はインフルエンザやノロウイルスが蔓延してましたが、3月からは花粉が飛び始め

花粉に悩まされる季節となりました。今回は、花粉症のお話をさせていただきます。 

実は 30 数年前まで花粉症という病気

は日本では知られていませんでした。

初めて花粉症でマスコミを賑わせたの

は｢ブタクサ｣という植物の花粉だった

のです。今では、アレルギーを起こす

花粉は 60 種類以上もあると言われて

います。 

花粉症の起こる時期を１年を通してみ

ると、｢春｣と｢秋｣にピークがある事が

分かります。 

春は、主にスギを中心とした｢木｣の花

粉によるものです。また秋は、イネ科

植物による物が多いようです。 

花粉症とは、草や木の花粉が原因となって起こるアレルギーです。 

主にくしゃみ・鼻水・鼻づまり・目の痒み・充

血・涙目・目やになどの症状が多く見られます。

その他には皮膚の痒みやただれ・喉の痒みや

咳・集中力の低下・頭痛・全身のだるさを感じ

る事もあります。なお、花粉症とカゼ症状が似

ているので注意が必要です。 

※本格的な花粉シーズンの前に準備しましょう。 

 

 

｢体質改善｣ 花粉シーズンが来る前に、体を鍛え抵抗力をつけておきましょう。 

｢初期療法｣ 花粉が飛び始める２週間位前からお薬を飲んだり、目薬をさしたりする方法 

      でこれによって、花粉症状が全くなかったり、仮に出たとしても軽く抑える 

      ことができます。早めにお医者さんに相談しましょう。 

※原因となる花粉から少しでも｢避ける｣努力を! 

◇1日のスタート時には、天気予報や花粉飛散情報をテレビ・新聞でチェック! 

◇外出時は、花粉を寄せつけない服装で! 

◇メガネは、花粉の量を 1/3にする! 

◇マスクは、花粉の量を 1/3にする!  

機能性を追求したマスクは、花粉をより強くシャトアウト! 

◇帰宅時は、よく花粉をはらってから室内へ! 

◇家にいる時は、室内への花粉の侵入をシャットアウト! 

今まで、花粉症ではなかった人も十分注意をして下さい。 

                           阿部クリニック 看護師 坂井

阿部クリニック便り 
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さくら診報を楽しみにしている皆様、こんにちは。ミレニアム桜台介護職員です。 

震災から１年が過ぎ、皆様の生活はどのように変わりましたか？ 

もう忘れてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 

私は、生きていること、普通に生活できていることに、幸せを感じております。 

被災地の方の気持ちを考えると、「普通って特別なことなんだなぁ。」と感じます。 

被災地が元の生活に戻るには、１０年以上かかると聞いています。 

場所によっては、生活が出来ない区域があるそうです。 

決してひと事ではありません。私達に出来る事をもう一度考え、無理なく少しでも何かの役

に立てればいいと思っています。 

どうか《３．１１》のことを忘れないで下さい。 

 

私が介護士になって、感じること・学んだこと。 

☆介護とは（人の役にたつこと） 

 ・無理を絶対しない。自分の身体が１番大切です。 

 ・１人で悩まない。歳をとらない人はいません。自然なこと。 

 ・笑顔でコミュニケーション。 

 ・「いいかげん」ではなく「良い加減」 

言い方・考え方・捉え方次第では、気持ちが楽になります。前を向くことがとても大切です。 

 

☆認知症患者様の接し方 

 ・その人らしさを大切にする。十人十色いろいろあって良いと思います。 

・その人を知る前に、自分がどういう人かを伝える。知って頂く。 

 ・説得するのではなく納得して頂く。気持ちを汲み取る。 

私達、介護福祉士も認知症患者様の対応には、いつも苦戦しております。 

日々の生活の中で、発信している信号をいち早くキャッチできるよう心がけています。 

悩む前に相談を！！ 

 

【花見所ベスト３】※個人的調べ 

１位 千川通り ２位 石神井川沿い ３位 城北公園 

花粉症の私には地獄ですけど・・・・・・・(o´Д`)=з 

今年度のテーマ≪微力≫ 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

           介護士 古澤 真二       

ミレニアム桜台便り 
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4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日       16月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

2月 中村 中内(幹) 中村  岩田 17火 小島  高橋 大池  廣田 

3火 小島  高橋 大池  廣田 18水 中村 中内(や) 中村  宮田 

4水 中村 中内(や) 中村  宮田 19木 阿古  秋津 中内(や)  

5木 阿古  秋津 中内(や)  20金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

6金 中村 中内(幹) 中村  岩田 21土 中村 石神     

7土 中村 石神     22日       

8日       23月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

9月 中村 中内(幹) 中村  岩田 24火 秋下  高橋 大池  廣田 

10火 秋下  高橋 大池  廣田 25水 中村 中内(や) 中村  宮田 

11水 中村 中内(や) 中村  宮田 26木 代診  秋津 中内(や)  

12木 阿古  秋津 中内(や)  27金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

13金 中村 中内(幹) 中村  岩田 28土 中内(や) 石神    

14土 中内(や) 須藤    29日       

15日       30月       

平成２４年３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】 

 昨年より秀行会の事業所に分担してさくら診報の原稿をお願いし

ました。業務の内容によりさまざまな内容で面白いなと感じました。 

栄養士の時は、身体に良い食材や献立、看護師は季節により身体に注

意することなど･･･ 

どのような事がさくら診報に書かれていたのだろう･･･と興味のある

方は、下記ホームページより参照する事ができます。 

また、ホームページが参照出来ず残念と思う方は、過去の特集の一覧

を差し上げるので受付に声をおかけ下さい。その中から興味のある号を指定して頂ければ印

刷したいと思います。                    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/ 


