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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 9月 1日 発行 第 105号 

 

 ４年に一度の祭典、ロンドンオリンピックも終わり、日本は数多くのメダルを獲得

する事が出来、大変誇らしく思いました。参加した選手達の努力は計り知れない半面

身体を酷使しすぎて今後の生活に影響がなければ良いなと感じました。最も身体が無

理と思った選手は引退し、まだ頑張れると思った選手は次のオリンピックのためにま

た身体を酷使していくのでしょう。 

 

 

 

 

 

❤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。（予約は不要です。） 

 

テーマ：『爪の話』 

 

爪の役割ご存知ですか？ 

＊指の先端を保護している 

＊指の力を増加させる 

など、ほかにも役割を持っている大切な爪です。 

厚くなった爪・変な方を向いている爪など、人には言えない悩みも解決できるよ

うにご相談にのります(*^_^*) 

是非話を聞きに栄町敬老館にいらしてください 

 

講 師：馬籠 さとみ 

日 時：平成２４年９月１８日（火） 午後１時～１時４５分 

 場 所：栄町敬老館 

 

 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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桜台居宅介護支援事業所に入職し、一年が過ぎました。 

土地勘はあるつもりでしたが、住宅街の中で迷うことが多々ありました。 

坂の多い桜台、自転車で上がれず、押して歩いていましたが、最近では上がりきれる

こともあり、「うーん、下肢筋力もついてきたかも」と思うこの頃です。 

 

今年の夏は例年になく「熱中症」の文字がテレビでも連日出ています。 

私たちもご自宅を訪問することや、関連サービス事業所からの報告や連絡を受けたり

しながら、利用者様やご家族の体調を伺ってきました。 

いろいろとテレビなどで取り上げられていることもあるためか、皆さん、熱中症に

関しての知識をよくご存じの方も多く、保冷剤をタオルにくるんで首に巻いたり、飲

み物を工夫されている方も多くいらっしゃいました。 

 

私たちケアマネジャーは月に少なくとも一回はご自宅を訪問

して近況を伺い、介護保険のサービスなどについて、如何です

か？とモニタリング（評価）し、必要があればプランの見直し

を行なっています。 

ご本人、介護されているご家族が、よりよく過ごしていただくために関連事業所と

も連携しています。介護保険以外の社会資源についても情報を提供していきます。 

皆様も 疑問に思うこと、ご希望などありましたら気軽にお声かけください。 

私たちでわかることはお答えしますし、わからないことは相談

し（例えば福祉用具であれば事業所の福祉用具専門相談員など）、

また、いろいろな方法で情報収集いたします。 

皆様とのひとつひとつのやり取りが私たちにとっても、いい勉

強になります。 

 

情報の引き出しを沢山もち、皆様の生活によりよいご提案ができることも 

ケアマネジャーの大切な仕事のひとつと考えています。 

 

桜台居宅介護支援事業所 

                加地 昌江 

桜台居宅介護支援事業所 便り 

 

入口になります 

阿部クリニック 

 
阿部クリニック 

 

ミレニアム桜台増築棟 

 
阿部クリニック 
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 残暑厳しく蒸し暑い日が続いておりますが、体調を崩されてはいませんか？ 

 この夏はロンドンオリンピックがあったため、寝不足で苦労された方も少なくない

のではないでしょうか？でも、たくさんの感動をくれた選手のみなさんに感謝し、拍

手を送りたいと思います。 

 今回の栄養だよりは、そんな猛暑で食欲不振になったり、疲労感が残っていると感

じる方にもお伝えしたい『ビタミンＢ12』についてのお話です。 

 ビタミンと一言で言ってもたくさんの種類があり、それぞれの作用が異なります。 

 この『ビタミンＢ12』には悪性貧血を防ぎ、神経の働きを支える作用がありますが、

不足すると疲れやすくなったり、うつ状態になりやすかったり、食欲不振、消化不良

を起こしやすくなります。また、脳を正常に働かせるためには欠かすことができない

のに、加齢とともに不足しやすいという 

特徴があり、アルツハイマー型認知症とも関係することがわかっています。 

だからこそ気にして摂りたいビタミンだと、私自らが感じる今日この頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＶＢ12が胃で吸収される時には胃壁から分泌される物質と結合する必要があります。 

そのため、胃を切除した方など胃の粘膜に何らかの障害があり、胃液の分泌が少ない

方はＶＢ12の吸収がうまくできなくなります。 

 

これらに当てはまる方は上手に摂るよう心がけましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミレニアム桜台 管理栄養士 堀川喜美子 

『栄養便り』 Vol.５ 

 

効果的なＶＢ12を多く含む主な食品 

主にレバーや魚の血合肉、貝類（あさりやしじみなど）、牛乳やチーズの乳製品のような 

良質なたんぱく質を含む食品に多く含まれます。 

熱には安定していますが、光に分解されやすい性質があるのも特徴の一つです。 

植物性の食品にはほとんど含まれませんが、海藻や微生物による発酵食品の納豆や味噌 

には含まれます。『我が家は玄米ご飯で野菜中心の食事です！』と仰る方は注意して上手に 

食品を補っていただきたいものです。 

【食べ方】           

ビタミン B12は水溶性ビタミンですので、汁ごと食べられるような料理がおすす

め。たとえばクラムチャウダーのような料理は、相乗効果も期待できるメニュー

です。その他、味噌汁、青菜やブロッコリーなどとレバーや魚の血合肉、貝類な

どの食材を一緒に炒め煮にしても良いでしょう。 美味しく食べて体力を回復し

ましょう！ 

 

胃酸が少ない 

胃腸が弱い 

強めの運動

をしている 

高齢である アルコール好

き 

菜食主義 

である タバコを吸う 
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9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土 中内（や） 石神    16日       

2日       17月       

3月 中村 中内（幹） 中村  岩田 18火 小島  高橋 大池  休診 

4火 小島  高橋 大池  廣田 19水 中村 中内（や） 中村  宮田 

5水 中村 中内（や） 中村  宮田 20木 阿古  森本 中内（や）  

6木 阿古  森本 中内（や）  21金 中村 中内（幹） 中村  岩田 

7金 中村 中内（幹） 中村  岩田 22土       

8土 中内（や） 須藤    23日       

9日       24月 中村 中内（幹） 中村  岩田 

10月 中村 中内（幹） 中村  岩田 25火 小島 石神 高橋 大池  廣田 

11火 秋下  廣田 大池  高橋 26水 中村 中内（や） 中村  宮田 

12水 中村 中内（や） 中村  宮田 27木 阿古  長田 中内（や）  

13木 阿古  森本 中内（や）  28金 代診 中内（幹） 代診  岩田 

14金 中村 中内（幹） 中村  岩田 29土 中内（や） 休診    

15土 中内（や） 石神    30日       

平成 24年 8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】 

 秋の味覚さんまについて、水産庁独立行政法人水産総合研究センタ

ーが７月末に発表している北西太平洋長期漁海況予報というのがあ

ります。（自分も初めて知りましたが）近海については、９月に中短

期予報を発表するとの事です。 

 北西太平洋長期漁海況予報では、８月は漁模様が低調であるが、９

月には上向く。魚体は昨年より中・小型の割合が高くなる。とありました。おいしく

て安く、栄養満点のさんまを早く食べたいと思います。         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/ 


