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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 12月 1日 発行 第 108号 

 

１２月は、１年の締めくくりの月。日中の明るさも日に日に短くなり、寒さもだん

だん厳しくなっていき冬を実感します。 

年の瀬に向かって慌しさが増していき、大売出し、忘年会、クリスマスなどの行事、

新年を迎えるための準備と続きます。今年はノロの報告が多く２００６年次ぐ勢いだ

そうで、年末にピークを迎えるとの事、うがい・手洗いをこまめに行い予防に努めま

しょう。 

 

手洗い－石鹸をつけ、手のひら、つめ、指の間、手の甲、親指、水道、すすぐ です。 

 

 

 

 

《年末年始の休日について》 

事業所 年末年始休日 

開始日 

年末年始休日 

終了日 

平成２５年 

営業開始日 

 

阿部クリニック 

１２月２９日（土） 
１月３日（木） １月４日（金） 

介護予防デイサービスセ

ンター 

通所リハビリテーション 

ミレニアム桜台（入所等） 

在宅介護支援センター 

練馬地域包括センター 

訪問看護ステーション 

居宅介護支援事業所 １２月３０日（日） 

お知らせ１ 
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１１月下旬から急激に気温が下がり、コートなしでは、外出できない季節となりま

した。 

今年も、既にインフルエンザの予防接種が始まっていますが、皆様受けられました

か？ 

 今回は、風邪、インフルエンザについてのお話です。 

 

１．風邪・インフルエンザとは 

 実を言うと『風邪』は正式な病名ではありません。細菌やウイルスが、鼻や

喉、気管などの粘膜に取り付き、増殖を始めると現れる、鼻水や鼻づまり、咳

や痰、喉の痛みなどの症状をひとくくりにして『風邪』と呼んでいるのです。

風邪の原因の９割以上はウイルスによるもので、インフルエンザもそんなウイ

ルスの一つなのです。 

 では何故インフルエンザウイルスのみ予防接種までして警戒するの

でしょう？                 

インフルエンザウイルスには３タイプがあり、うちＡ型とＢ型と呼ば

れるものは、感染力が高く、大流行を引き起こす可能性があり、その

症状も一般の風邪より重く、死に至ることもあるからなのです。 

 一般の風邪の症状は、局所的（鼻や喉）に現れ、緩やかに進行するのに対し、

インフルエンザは、発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、倦怠感などの全身症状が、

いきなり現れ、激しい咳を伴います。３９℃前後の高熱が出た場合は、インフ

ルエンザの疑いが高いので、すぐ病院で検査をしてください。 

 

 

２．風邪・インフルエンザの治し方 

 ウイルスに抗生物質は効きません。また市販の風邪薬も、症状をやわらげるもので

あり、ウイルスの侵攻を止めるものではありません。 

ウイルスを直接退治できるのは、なんと体に備わった免疫だけなのです。

風邪の症状も、実はウイルスを退治するために闘っている現象と言えま

す。鼻水、咳、痰は、粘膜を守り、ウイルスを追い出す。また発熱は、

ウイルスの活動を弱め（熱に弱い）、免疫力をアップする為に自ら体温を

上げているのです。 

すなわち、『風邪』を治すためには、免疫力を高めることが、大事ということです。 

インフルエンザについては、近年ウイルスの侵攻を食い止める薬が開発され、重症

化を防げるようになりました。但し、その薬の効果が発揮できるのは、症状が現れて

から２日以内なので、先述のようなインフルエンザの症状が出たら、すぐに病院へ行

って頂きたいのです。 

 

阿部クリニック便り 
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３．風邪をひいた時の過ごし方 

回復に大切なのは次の３点です。 

①安静・・・体力を温存 

②保温・・・ウイルスの活動を弱め、免役力をアップ 

③栄養補給・炭水化物、糖質→すぐにエネルギーになる 

        タンパク質→代謝を高める 

        ビタミン C→白血球の働きを高め、免役力アップ 

        βカロチン・ビタミン A→粘膜の保護、強化 

        ビタミン B群→疲労回復、抗体機能促進 

ウイルスは高温多湿に弱いので、室温は 20～25℃、加湿器などで保湿した部屋で 

休むといいでしょう。 

これらに留意することで、免疫が闘いやすい環境を整えることができます。 

薬で症状を軽くすることも、体力の消耗を抑え、免疫の働きを助けることになる 

ので、症状にあった薬を、医師、薬剤師に相談し、服用するといいでしょう。 

何より感染予防が大切ですが、罹ってしまったら、免疫力アップに努め、 

早い回復を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                参照 タケダ健康サイトより 

 

阿部クリニック 病棟 

        看護師 荒井 恭子 

 

症状の現れ方 

頭・関節・筋肉痛 

進 行 

発 熱 

鼻 水 

せ き 

寒 気 

か ぜ 

局所（のど・胸） 

ないか 37～38度くらい 40度前後 

ゆるやか 

全 身 

急 激 

ひき始めに出る 後から続く 

軽 い 

軽 い 

軽 い 

強 い 

強 い 

強 い 

インフルエンザ 
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さくら診報の１０８号発刊にちなんで、１０８という数字から除夜の鐘について調べてみまし

た。大晦日の夜に除夜の鐘をつくと言う事、１０８の煩悩を追い払い気持よく新年を迎えると

いう事ぐらいしかはずかしいですが、理解していませんでした。以下はインターネットより抜粋

した内容になります。 

除夜の鐘とは 

除夜の鐘とは、大晦日（12月 31日）のちょうど日付けが変わり新しい年になる深夜

０時をはさんでつく鐘のことを言います。 

除夜の鐘の由来 

除夜の鐘をつく理由は、人の心にある煩悩を祓うため

と言われています。 

仏教では、人には百八つの煩悩（ぼんのう）があると

考えられてきました。その煩悩を祓うためにつく除夜

の鐘の回数は 108回とされています。煩悩とは、人の

心を惑わせたり、悩ませ苦しめたりする心のはたらき

のことを言います。（代表的な煩悩には欲望・怒り・

執着・猜疑などがあります。）煩悩については諸説あ

るそうですが、具体的に 108つの煩悩をあげるより沢

山と理解した方が良いようです。 

除夜とは 

除日（じょじつ）の夜のことを言います。「除」には、古いものを捨てて新しいもの

に移るという意味があります。除日とは、一年の一番最後の日という意味をあらわし、

大晦日のことをさします。 

除夜の鐘のつくタイミングは 

大晦日の深夜２４時の前後に耳にしますが、決まりがあります。１０７回目までは前

年に撞いて、最後の１回は新年になってから撞く（午前０時）の正式なつき方です。

そのため時間を見計らい２２時４０分頃から撞き始めるのだそうです。 

除夜の鐘をつくには 

大半の寺院は無料で除夜の鐘をつくことができますが、有名な寺院では、整理券を配

布するところや、有料で鐘をつくかわりに、参拝者に破魔矢や甘酒や福豆がふるまわ

れることもあります。希望者が多数の場合には 108回以上つく寺院もありますが、先

着順に受付をし、きっちり 108回になったら終わりという寺院もあります。 

日本三大鐘楼は 

京都方広寺、京都知恩院、奈良東大寺だそうです。ちなみに三名鐘は、形の平等院、

音の三井寺、銘の神護寺だそうです 

 

参考アドレス：http://www.jp-guide.net/manner/sa/joya-no-kane.html 

さくら診報１０８号 
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当施設では四年前からレクリエーションの一環として『園芸クラブ』を行っています。 

屋上に設置した簡易農園で植物や野菜を栽培することにより、 

施設という閉鎖された空間で生活されている利用者の方に、少しでも『季節感』や 

『自然に触れ合う感覚』を感じて頂き、日々の生活の張りと感動を感じて頂きたいと 

始めたものでした。 

当初は観賞用の草花等を育てる事がメインとなっていましたが、より『育てた事を実

感』して頂きたいと考え、かぶや大根などの野菜類を植え、それを実際に食事の際に

提供し食べて頂く事により、より園芸に対する『興味』と『やりがい』を感じてもら

えるように活動内容を変化させていきました。 

これより主な活動内容と年間スケジュールに関して記載させて頂きます。 

 

●４～５月 

・春の花の植え替え。 

・夏野菜の苗を植える。 

７～９月上旬に収穫し、そのまま食事として提供出来る野

菜を植えます。 

 

●９月 

・秋の花の植え替え。 

 

●１１月 

・園芸収穫祭。 

利用者さまに実際に屋上農園で栽培して頂いた野菜を収

穫して頂き、その野菜を栄養課に協力を仰当日の夕食の味

噌汁や漬物の具材にして提供する。 

※収穫に関しては、当日を施設の『収穫祭』としてのイベ

ントとし、全ての利用者様に参加して頂けるようにと考え、

収穫～下ごしらえまでを分担して行って頂くようにして

います。 

 

●１１月～１２月 

・冬の植え替え。 

クリスマスやお正月に向けて植え替え及び飾り付けを行

い、季節感を感じて頂けるように利用者様に見える場所にて職員が行っています。 

 

以上が当施設での『園芸クラブ』としての主な活動内容です。 

この活動を行うようになり利用者さまに季節を感じて頂くだけでなく、様々な良かっ

たと思われる点も見受けられるようにもなりました。 

ミレニアム桜台 入所便り 
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それは『外気浴をする機会が増えた』『草花の名前を知っている方も多く、コミュニ

ケーションの手段となった』『自然に触れる事で表情がいきいきされた。』等などです。 

園芸をレクリエーションの一環とする事により、利用者さんと職員の触れ合いの時間

も増えた事も嬉しい事だと思います。 

最近では、『次はあれを植えよう。』『この季節はあの野菜も美味しいのよ。』と言った

意見が利用者さんから出るようにもなりました。 

今後も職員と利用者さんの触れ合いの場所として、この『園芸クラブ』を継続して行

っていきたいと考えております。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

               介護士 齋藤 智美 

 

 

 

 

 

❤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。 

 

 『健康体操 フリフリグッパー体操』 

 楽しい曲に合わせ♪ 歌いながら簡単にできる体操です。 

 体操のあとは、お茶とお菓子で楽しい会話 

  講 師：認知症予防推進の会 居場所づくりグループの方々 

  日 時：平成２４年１２月６日（木） 午後２時～３時半 

  場 所：桜台地区区民館（桜台 3-39-17） 

 

 

 『手品を楽しみましょう♪』 

 ～お茶を飲みながら手品を見ませんか～ 

  講 師：石井 徳一様（澪の会共催） 

  日 時：平成２４年１２月２５日（火） 午後２時～３時半 

  場 所：桜台地域集会所（桜台 1-22-9 桜台出張所２階） 

 

 問合せ先：桜台在宅介護支援センター 03-5946-2311 

お知らせ２ 
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 今年のさくら診報を振返ってみたいと思います。 

1月（97号） 阿部クリニック、ミレニアム桜台、桜台訪問看護ステーション、 

       桜台在宅介護支援センター各事業所の新年挨拶 

２月（98号） 管理栄養士より「中華風味ミルク入りレタス鍋」のレシピ 

       桜台介護予防デイサービスセンターよりトレーニングマシン 

       「レッグプレス」、「レッグエクステンション」の紹介 

３月（99号） 桜台居宅介護支援事業所より「高齢者の方の生活支援」仕事紹介 

       雑談で、「醤油と健康」について種類とか塩分について 

       ミレニアム桜台 通所リハビリテーションで行っている「発生練習に 

        よる嚥下体操」 

４月（100号） 阿部クリニックより「花粉」の症状や対策 

        ミレニアム桜台 入所より「介護士になっての想い」 

５月（101号） 管理栄養士より「塩麹」の作り方や食べ方 

        桜台介護予防デイサービスセンターよりトレーニングマシン 

       「トレッドミル／ウォーキングマシン」、 

「エルゴメーター／エアロバイク」の紹介 

６月（102号） 桜台居宅介護支援事業所より「見守り訪問と福祉用具貸与」 

        ミレニアム桜台 通所リハビリテーションでの「防災訓練」 

７月（103号） ミレニアム桜台リハビリより「家でも出来る起立着席運動」 

        桜台訪問看護ステーションより「脱水予防」 

８月（104号） 阿部クリニックより「シミと紫外線」 

        ミレニアム桜台 入所より行事「納涼祭」 

９月（105号） 桜台居宅介護支援事業所より「仕事に対する想い」 

        管理栄養士より「猛暑での食欲不振、疲労感を取るビタミン」 

１０月（106号）ミレニアム桜台 通所リハビリテーションより「敬老会と壁飾り」 

        桜台介護予防デイサービスセンターより「脳トレ」 

１１月（107号）ミレニアム桜台リハビリより「人生リレー」 

        桜台訪問看護ステーションより「ＲＳウィルス」 

 

                              以上となります。 

 

 さくら診報の原稿は色々な部署で書いており、皆さまに医療法人財団秀行会で取り

組んでいるさまざまな内容を少しでも知って頂きたい想いでおります。 

また、内容により皆さまの生活に役立つ事が少しでもあれば嬉しいと感じております。 

古いのを読んでみたいと思う方は、ご利用の事業所の職員へ声をおかけ下さい。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

                                 柄脇尚人 

平成２４年のさくら診報振返り 
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12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) 須藤    16日       

2日       17月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

3月 中村 中内(幹) 中村  岩田 18火 小島  高橋 大池  廣田 

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 中村 石神     

8土 中村 石神     23日       

9日       24月       

10月 中村 中内(幹) 中村  岩田 25火 秋下  高橋 大池  高橋 

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  森本 中内(や)  

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

14金 中村 中内(幹) 中村  岩田 29土       

15土 中内(や) 石神    30日       

 31月       

1月診療科目表 

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 

1火       

2水       

3木       

4金 中村 中内(幹) 中村  休診 

5土 中内(や) 石神    

 

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/ 

平成 24年 11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。 


