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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 11月 1日 発行 第 107号 

 

 朝晩は少し寒いくらいになりました。「秋の日はつるべ落と

し」という言葉があります。つるべが井戸にストンと落ちて行

くように、あっと言う間に日が沈む例えです。 

秋以降の時間帯別死亡事故件数は、夕方以降の時間帯(とくに

16時～20時)で死亡事故件数が増加しています。買い物の方や

自転車で帰宅する人などで通行量も増える特徴もあります。 

外出して暗い時間にかかるようでしたら、反射板などを身につ

けて事故へのリスクを回避するようにしましょう。 

 

 

 

 

 

❤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。（全て予約は不要です。） 

 

テーマ：『オレオレ詐欺に気をつけろ』 

～私は大丈夫！！と思っていませんか？過信は禁物です！～ 

講 師：練馬警察署 生活安全課 防犯係 椋澤信雄警部補 

日 時：平成２４年１１月２０日（火） 午後１時～１時４５分 

場 所：栄町敬老館（栄町４０－７） 

  

テーマ：『折り紙教室』 

クリスマスリースを作りましょう♪ 

講 師：野口さん 

日 時：平成２４年１１月２８日（水） 午後１時～２時３０分 

場 所：ミレニアム桜台（桜台２－１－１３） 

 

 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 



 2 

「人生のリレー」 

はじめまして。ミレニアム桜台・理学療法士の高橋です。昨年３月に出産し、産休・育休

の後、昨年 12月より仕事復帰いたしております。息子も１歳半を過ぎ、日々の成長に驚か

される毎日です。子育てをしながら仕事をしている私に、ミレニアムのご利用者の方々はい

つも温かいお言葉をかけて下さるので、リハビリをしながらも息子の話でついつい盛り上が

ってしまいます。 

あるご利用者様が「お宅の坊っちゃんはどんどん歩ける

ようになるのに、私はどんどん歩けなくなっているから、

あっという間に追い越されちゃうね。」とおっしゃいました。

歩けるようになった息子と、歩けなくなった高齢者、一人

で食事が摂れるようになった息子と、食事に介助が必要に

なった高齢者。確かに、リハビリの場面でも介護の場面で

も、子どもの成長と高齢者の老化はまるで“対”になって

いるように感じることが多々あります。私が母として日々

感じている息子の成長というこの大きな喜びと同じくらい、歳をとってから自分自身の老化

に感じる孤独感や喪失感といったものは、とても大きなものなのだろうと、考えさせられま

す。 

しかし、その対極にいる子どもの成長を見せること、これも高齢者にとってリハビリの一

つになっているのではないかと思います。“赤ちゃんセラピー”という言葉もありますが、

子どもの姿を目にした時のご利用者の方々の表情はとても温かく穏やかになります。いつも

不機嫌で暗い表情しか見せないような方が、子どもの動き回る姿を見たり声を聞いたりする

ことでパッと明るい表情に変わったり、普段怒鳴り声ばかり挙げている方が急に甘い声で子

どもに話しかけてみたり、毎日接しているスタッフが驚くような一面を見せるご利用者の方

も少なくありません。そしてその間に入った母親である私も、経験豊富なご利用者の方々か

ら教わることがたくさんあるのです。これは、ミレニアムのご利用者の方々に見守られなが

らの妊娠期間、出産、育児を通して、強く感じるようになったことの一つです。 

昔は大家族で生活し、命の誕生や人の死などが身近で起きていて、いつも人間の刺激に満

ちていたと思います。子どもは大人を見て未来を創造し、大人は未来ある子どもを見て喜び

を感じたり過去を懐かしんだりする、それが人生のリレーです。老いも若きも、人は人生の

リレーの中で人間性を成長させるのだと思います。核家族が増え、世代間の交流が少なくな

った現代の日本社会では、子ども、若者、高齢者それぞれが学び、刺激し合える環境はあえ

て作らなければなかなかありません。ご家族やご親戚に小さなお子様がいらっしゃる方は、

是非、子どもと高齢者の交流を実現させてみて下さい。ミレニアムに入所されている方のご

家族やご親戚でも、遠慮なく面会にいらしてみて下さい。介護者には見せない違った一面が

見られるかもしれません。そしてその場にいる皆が、人間の刺激を受けるはずです。 

私たち親子も、ミレニアム桜台の皆様と共に人生のリレーをさせていただき、とてもあり

がたく思っております。 

     ミレニアム桜台 理学療法士 高橋菜津希 

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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長く暑かった夏が終わり、あっという間に秋も深まっています。 

この季節になると、インフルエンザの心配が出てきます。さくら診報にも毎年、記事を載せ

ていましたが、今年はインフルエンザと間違えられやすい感染症について説明させていただ

きます。 

 

9月の下旬に『2歳児以下の乳幼児にインフルエンザが蔓延』という報道があったのを皆さ

んは覚えていらっしゃいますか？あの犯人は『ＲＳウイルス』というウイルスなのです。 

 

『ＲＳウイルス』とは、乳児急性気道感染症の主な原因ウイルス

です。接触や飛沫を介して気道に感染し、2～5 日の潜伏期の後、

発熱、鼻水、咳などで発症、通常 1～2週間で軽快します。しかし、

2 歳以下の乳幼児ではしばしば上気道炎から下気道炎に進展して

細気管支炎、肺炎を発症し、特に 6 ヶ月以下の乳児では入院加療

を必要とする事が珍しくありません。 

ＲＳウイルス感染症は世界中でみられます。日本では主に乳幼児

の間で冬季に流行し、通常 10月～12月にかけて流行が始まり、3月～5月頃まで続きます。

日本では 2 歳までにほぼ 100%が初感染を受けると考えられます。一度の感染では感染防御

免疫が不十分で、何度も発症しますが、通常再感染のたびに症状は軽くなっていきます。 

大人になる頃には抵抗力が充分に出来上がるので、成人への感染は極軽く「鼻かぜ」程度で

済み、症状も一週間程度で治ります。 

 

病院での検査は簡単で、鼻の粘膜や鼻汁を採取し、ウイルスの有無を調べるキットがあり短

時間で済みます。 

ＲＳウイルスに感染した場合残念ながら特効薬はありません。ワクチンの開発努力は長く続

けられていますが、実用化には至っていません。 

ここで、気をつけたいのは、家族間での大人から子供へ、または、子供から子供への感染で

す。成人では軽症で済んでいる風邪症状が子供への感染で重症化してしまうという結果を招

きかねません。 

予防策としては、ありきたりになりますが、接触感染には手洗いが、飛沫感染にはマスクが

有効な予防策です。 

家族全員で、風邪そのものをひかないように、日頃からのうがい、手洗い、マスクの着用を

徹底しましょう。 

 

練馬の冬は寒いです。健康維持のために、日常の心がけを大切にしましょう。 

 

    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５５  
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11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  森本 中内（や）  16金 中村 中内（幹） 中村  岩田 

2金 中村 中内（幹） 中村  岩田 17土 中内（や） 石神    

3土       18日       

4日       19月 中村 中内（幹） 中村  岩田 

5月 中村 中内（幹） 中内（幹） 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  森本 代診   

8木 阿古  森本 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 須藤     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 小島  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  森本 中内（や）  

15木 阿古  森本 中内（や）  30金 中村 中内（幹） 中村  岩田 

平成 24年 10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】なんとなく秋になると憂鬱な感じ方がいると思います。そこでインターネット

で調べてみたところ、次のような説明がありました。秋口はまだ温か

いので、身体は活動的なままです。しかし、日照時間は短くなるので、

脳は冬眠モードに切り替わろうとしています。このため、夏のライフ

スタイルに精神が追いつかず、憂鬱な気分になりやすいのがこの時期

の特徴です。「芸術の秋」といますが、秋になると切ない音楽が心に染

みるのも、こうした精神と身体のギャップが関係しているとの事でし

た。太陽の光をたくさん浴びると良いそうです。 

（ストレスと病気-季節性うつ病-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/ 


