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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 7月 1日 発行 第 103号 

 

 

 

❤『第１回 家族介護者教室』についてのお知らせ（予約は不要です。） 

テーマ：『認知症と作業療法』 

認知症の家族を介護していて、困ったこと、悩んでいること、どう対応したらよいか迷

ったことはありませんか？ 

認知症の方への関わり方と、作業療法による認証へのアプローチについてお話します。 

講 師：介護老人保健施設 ミレニアム桜台 作業療法士 石田恵美 

 日 時：平成２４年７月２１日（土） 午後１時～３時 

 場 所：ミレニアム桜台（桜台２－１－１３） 

  

❤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。（全て予約は不要です。） 

 

テーマ：『認知症予防講座』 

最近、物忘れやうっかりミスが気になりませんか。 

認知症の予防には運動や食生活に気をつけて頭を使う生活が効果的です。 

楽しみながら頭を使って、認知症の予防をしましょう！ 

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７月１２日（木） 午後２時～３時３０分 

 場 所：ミレニアム桜台（桜台２－１－１３） 

  

 テーマ：『いざ！という時の災害に備えて』 

  地震の備えは大丈夫でしょうか？ 

  最新の防災対策情報をもう一度確認しておきましょう。 

講 師：練馬区 危機管理室 震災対策担当課の方々 

 日 時：平成２４年７月１７日（火） 午後１時～１時４５分 

 場 所：栄町敬老館（栄町４０－７） 

 

 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 

お知らせ 
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「気合を入れて」 

早起きした日曜日の朝は、よくオートバイに乗ります。がらんとした未明の街路を疾走する

（けっして暴走ではありません）気分はなかなかです。車のエンジンをかけるときはだいた

いセルスターターというスイッチを入れれば OK なのですが、私のオートバイは旧式でキッ

クスターターという、足でペダルを踏み込んでかける仕組みです。これはけっこう気合がい

りまして、全体重をかけて一気に踏み込まないとエンジンはかかってくれません。しかも冷

えたエンジンは 1回でかかることは稀で、何回も挑戦することになります。汗を額ににじま

せながら、やっとエンジンが回りだすと、なんだか自分が車に命を吹き込んだような達成感

を感じます。ただエンジンをかけるだけなのに何気なくスイッチを押してかけるときとは全

く違った感覚です。 

 人の体も普段何気なく動いているのと、わざわざ動作を確認しながら動かすのではその感

覚は全く違います。施設でリハビリをされている方に、家でもできる運動は何かありますか

と聞かれたときによくお答えするのが、起立着席運動です。要するに椅子から立ちあたって

から座るという繰り返し運動です。これは生活の中では必ず行われている動きですが、意識

的に行うことによりとてもよい運動となるのです。 

 座面はあまりクッションの効いてない椅子を選んでください。そして椅

子には浅く腰かけます。両足の間隔は肩幅くらいにとり、座ったときの両

足は膝頭より奥に入るよう、膝を９０度より深く曲げます。そして両手は

腕組みします。 

 さあ、立ち上がります。前に屈むように上半身を倒しながらお尻を上げ

ていきます。両足のつま先や踵は浮かないようにしてください。そして膝

と腰を伸ばし、身体をまっすぐにして立ちます。立ったら、すぐに座りま

す。身体を少し前屈みにしながら両膝頭を前に突き出すよう膝を曲げてい

って座りましょう、ドシンと腰を落とさないようにして下さい。両腕はず

っと組んだままです。一連の動きを意識しながら確実に行ってくださいね。 

 この起立着席の繰り返しを２０回ほどしてみて下さい。どうです、運動

したぞ、って気がするでしょう。全然へっちゃらという方もいましたか。

回数はなさる方のお好み次第です、あまり無理せず回数を増やして下さい。 

 この運動になれましたら体力のチェックしてみましょう。なるべく早く

起立着席をして３０秒間に何回できるか測ってみましょう。椅子の座面か

らお尻が上がってから再び椅子に着いて１回です。２０回以上で合格です。

高齢の方は１５回ぐらい、体力に自信のある方は３０回以上を目指して下

さい。（※健康な方の基準です、体調を崩されていたり不安のある方はな

さらないで下さい。） 

 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台  

理学療法士 祖川信雄

ミミレレニニアアムム桜桜台台  リリハハビビリリ便便りり  
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 今年も暑い夏がやってまいりました。都内でも一位と言われる、練馬区の夏です。 

厳しい暑さに加えて、今年も電力不足の心配もあります。毎年、熱中症が報道され死亡され

るケースもあります。老若男女に問わず脱水への配慮をしなければなりません。 

今回は高齢者の脱水予防について、お知らせしようと思います。 

一般成人の場合、水分の収支は一日になんと 2.5ℓにもなります。私たちの身体からは汗や

呼吸、尿や便から水分は 2.5ℓも出ているんです。いかに、上手に水分を摂っていくか？が

重要な課題になります。 

加齢に伴う筋肉量の低下により水分をとどめておく貯蔵庫が減ることで体内に体液を貯え

にくくなっています。加えて、高齢の方は喉の渇きを感じにくく、失禁などを恐れて水分を

控える方が多いです。結果、成人よりも脱水になりやすいのです。要注意です。 

 

では、高齢者の脱水を簡単に見分ける方法です。 

１． 脇の下は乾いていますか？ 

２． 腕の皮膚を持ち上げて放したときにシワが残り、山の形になったままですか？ 

３． 指で爪の先を軽く押して２秒以内に赤みが戻りませんか？ 

４． おしっこの色がペットボトルの緑茶飲料と比べて濃いですか？ 

当てはまる項目が多いほど、脱水が起きている可能性は高いです。参考にしてください。 

 

それでも脱水が起こってしまったら・・・・ 

経口補水療法がすぐに役立ちます。塩分、糖分、水分をバランスよく配合した水分を飲んで、

失われた水分や電解質を速やかに補給すると言うシンプルな治療法です。 

実は、水分だけとっていては脱水は進行します。私たちの体液には水分と塩分が含まれてい

ます。そして、その水分と塩分を身体に吸収させるには糖分も必要なのです。一般に売られ

ている、スポーツ飲料水には適切なバランスでこの 3成分が含まれていると思いがちですが、

糖分だけは非常に多く含まれています。 

 

では、ここで、自宅で作れる経口補水液の紹介です。 

１． 水・・・・・1リットル 

２． 塩・・・・・３g（小さじ１/２杯） 

３． 砂糖・・・・４０g（大さじ４と１/２杯） 

１～３をかき混ぜて、出来上がりです。 

レモン果汁などで味をつけるととても飲みやすいです。 

 

ご自宅に作り置きしておいて、日常的に補給できる環境にあると脱水の心配も和らぐかもし

れませんね。暑い夏を乗り切りましょう！！ 

 

    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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7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       

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  森本 中内(や)  

5木 阿古  森本 中内(や)  20金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

6金 中村 中内(幹) 中内(や) 岩田 21土 中村 石神     

7土 中内(や) 休診    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  高橋 

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

11水 中村 中内(や) 中村  宮田 26木 阿古  森本 中内(や)  

12木 代診  森本 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 中村 石神     

14土 中内(や) 須藤    29日       

15日       30月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

 31火 小島  高橋 大池  廣田 

平成 24年 6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】 

  これから暑さ本番の季節になりますが、南極の風邪について、南

極では風邪を引くことがないそうです。なぜならあまりの寒さのた

めウィルスが存在していないからだそうです。南極で生活している

人が祖国に戻ると、免疫力が出来ていないため簡単に風邪をひいて

しまうとのことです。（十秒で雑学王より）       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/ 


