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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 8月 1日 発行 第 104号 

 

 ７月は５月並みの気温の日もありましたが、梅雨明けから異常に暑い日が続いてい

ます。熱中症にならないために水分をこまめに摂取、体調が悪い時は無理をしない、

部屋にいてもなる事もあるのでエアコンを上手に使う！など注意して下さい。 

それでもめまい・頭痛・吐き気・倦怠感を感じましたら医療機関に相談して下さい。 

 

 

 

 

 

❤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：『折り紙教室』 

小物入れを作ってみませんか？ 

会話をしながら楽しい時間をすごしましょう！ 

講 師：野口さん 矢野さん 

日 時：平成２４年８月２２日（水） 午後１時～２時３０分 

 場 所：ミレニアム桜台（桜台２－１－１３） 

  

 テーマ：『腹話術とアコーディオン演奏』 

  ～お茶を飲みながらみなさんで楽しみませんか？～ 

ゲスト：腹話術師 木山 美由紀様（にわか企画） 

    アコーディオン奏者 坂本 光世様 

 日 時：平成２４年８月２８日（火） 午後２時～３時３０分 

 場 所：桜台地域集会所（桜台１－２２－９） 

 

 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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雨に濡れて輝く紫陽花に心癒された 6月が遠い昔のことのように感じる連日の暑 

7月 17日には関東も梅雨明けが宣言され、いよいよ本格的な「夏」の到来です。 

夏と言えば祭り！ですね。先日、7月 22日の日曜日にミレニアム桜台入所フロアで

も、毎年恒例の納涼祭が開催されました。祭囃子のＢＧＭが鳴り響く会場に、綿菓子

や職員自らが焼くたこ焼きを振る舞う屋台、射的やくじ引き、ヨーヨー釣りといった

祭りならではの出店を出し、少ない時間ではあ

りましたがご利用者様に楽しんでいただきま

した。 

手製のゴム鉄砲で狙いを定め、的が倒れるた

びに大きな歓声が上がった射的。ヨーヨーを釣

ろうとされるご利用者様の眼差しは真剣その

もので、瞳の奥には昔遊んだ夏祭りの記憶が鮮

明に映し出されているようでした。 

最後の記念撮影では、綿菓子にヨーヨー、く

じ引きの景品の駄菓子にうちわなどの土産を、両手に抱えきれないほどお持ちいただ

き、満面の笑みで「ハイ、チーズ！」ご利用者様皆様の溢れんばかりの笑顔が印象的

でした。 

ご利用者様からは「夏って感じがしていいね～」「綿菓子なんていつぶりかしら？

懐かしいわ～」などのご好評の声もいただくことができました。 

午後のレクリェーションの時間には、すいか割りを行いました。「右、右～！」「違

う、違う～！」という皆さんの声を頼りに、目隠しをしたご利用者様を職員が誘導し、

力いっぱい叩きました。堅く実の詰まった大玉すいかは強敵でしたが、皆さんのご協

力のおかげで無事に割ることができ、3時のおやつに皆でいただきました。 

辞書で「納涼」を引いてみると、「夏の盛りの暑さを避けるため、涼しさや過ごし

やすさを工夫して創り出し、味わうこと」と

あります。祭りや花火大会で盛り上がるのも

納涼のひとつ。ご利用者様には、普段と違っ

た雰囲気の中で昔を思い出し、少しでも楽し

んでいただけたこと、また事故なく納涼祭を

終えたことに、ほっと胸を撫で下ろしており

ます。 

これからも、納涼祭などの行事の時はもち

ろん、日頃の生活の場面にもご利用者様の笑

顔あふれるミレニアムを目指していきたいと思います！ 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

介護士 高橋亮 

 

ミレニアム桜台入所フロア 納涼祭のご報告 
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今回のテーマは、シミと紫外線についてです。 

しみはどうしてできるのか。代表的な原因の一つは紫外線です。肌にメラニン色素が

沈着している状態の事で、皮膚科用語では色素沈着といいます。特徴は、顔に不規則

な形をした色素沈着ができます。 

シミは、紫外線から内臓や血管などを守るためにメラニン色素が濃くなって皮膚に定

着してしまったもので、皮膚にあたると、脳からの指令によって、紫外線が当たって

いる部分のメラニン色素細胞からメラニン色素が放出され、紫外線が皮膚の奥に届か

ないように肌を黒くし、これによって日焼けが起こります。本来日焼けし、黒くなっ

た肌は、時間と共にもとの肌の色に戻りますが、加齢で素肌の新陳代謝が悪くなった

り、皮膚の抵抗力が低下したりすると、紫外線に当たってできたメラニン色素がその

まま残り、シミとなります。皮膚内部にダメージを与えると、肌の弾力を奪いシワ・

タルミを作り年齢とともに衰え、紫外線によって肌の老化が一挙に進みます。 

一日で紫外線が一番多いのは、午前 10 時から午後 2 時の時間帯です。外出する際は

日傘や帽子でガード。ただし下からの照り返しには対応できず、アスファルトの道路

上では、太陽からの紫外線以外に、約 10%の量の紫外線を浴びていると言われていま

す。 

UVA→かなりの比率で真皮迄達するので、長期に浴びるとシワやシミなど肌の衰えや

老化の原因となります。 

UVB→大部分を表皮で吸収、散乱させるため、真皮に達する量は少なく、赤くほてっ

た状態で数日後、日焼けをした状態となります。 

※紫外線対策として男女問わず、日焼け止めの選び方をお教えします。 

SPF、PAは紫外線防止効果の高さを示す数値です。どんな環境でどれくらいの時間、

太陽の光とともに過ごすのか、それに合わせてふさわしい数値を選択しましょう。 

SPF→この数値はサンバーン（UVBによる日焼けで皮膚が赤くなる）事の防止効果を示

す数値。数字が大きいほど日焼け止めの効果が高くなります。1～50+まであります。 

例えば SPFの数値が 25だった場合、何も塗らかった場合より、25だけ長い時間、皮

膚が赤くならず、サンバーンを起さないという意味です。 

例：SPF40×25=1000分 SPF25×25=625分 ※肌の色で違いがあります。（色白 20分・

普通 25分・色黒 30分） 

PA→主に UVAをカットする効果をあらわす表示です。PAの表示は、＋（効果がある）、

＋＋（かなり効果がある）、＋＋＋（非常に効果がある）の三段階表示です。日常生

活での紫外線対策には、SPF10 分前で十分です。SPF50 というのはあくまでも、炎天

下の海辺で 1日過ごすような場合に必要な SPFの最大値です。ただし肌が弱い人や肌

荒れ、乾燥肌の人など、肌の弱っていると紫外線の影響を受けやすいので、その場合

は、紫外線対策をしっかりするのも大切です。また、衣類などでも紫外線対策を行う

といいでしょう。 

              

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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8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水 中村 中内(や) 中村  宮田 16木 代診  森本 中内(や)  

2木 阿古  森本 中内(や)  17金 中村 中内(幹) 中村  休診 

3金 中村 中内(幹) 中村  岩田 18土 中内(や) 石神    

4土 中内(や) 石神    19日       

5日       20月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

6月 中村 中内(幹) 中村  岩田 21火 代診  森本 中内(や) 廣田 

7火 小島  高橋 大池  廣田 22水 中村 中内(や) 中村  宮田 

8水 中村 中内(や) 中村  宮田 23木 阿古  森本 中内(や)  

9木 阿古  森本 中内(や)  24金 中村  休診 中村  岩田 

10金 中村  休診 中村  岩田 25土 中村 石神     

11土 中村 須藤     26日       

12日       27月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

13月       28火 秋下  高橋 大池  高橋 

14火       29水 中村 中内(や) 中村  宮田 

15水 中村 中内(や) 中村  宮田 30木 阿古  森本 中内(や)  

 31金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

平成 24年 7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】 

  娘がプールに行きたいとの事でどこの？と聞くと屋根のあるプ

ールが良いという返事でした。近くに屋外プールがあるのに･･･と

思いつつ、日焼けを気にしているのかな？そういう年頃になった

のか･･･という感じで行ってきました。皆さんは屋内・屋外どちら

派なのでしょう！                 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/ 


