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さくら診報 
  For Others 

 

平成 25年 1月 1日 発行 第 109号 

 

 昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

本年も職員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、何卒昨年

同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

❤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。 

 

 『セルフケアによる風邪予防』 

 風邪は万病の元、冷え方は万病の元と言います。療養マッサージならではの風

邪予防を学びましょう。風邪に効くツボなどのお話もあります。♪ 

 

  講 師：徳山 光徳氏（株式会社東京在宅サービス） 

  日 時：平成２５年１月１５日（火） 午後１時～１時４５分 

  場 所：栄町敬老館（栄町 40-7） 

 

 

 『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２５年１月２４日（木） 午後２時～３時半 

  場 所：介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

 

 問合せ先：桜台在宅介護支援センター 03-5946-2311 

お知らせ 
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 謹みて新年のお慶びを申し上げます。 

早いもので私も秀行会の一員となりましてから、７回目のお正月を迎えます。 

阿部クリニックの再開院からミレニアム桜台は中内やよい医師が主たる担当になり、 

私は病棟と外来と在宅に携わってまいりました。 

数はあまり多くないのですが、在宅の方はクリニックの存在を頼りにされておられる方が多

いのは、嬉しいことです。 

 これからも秀行会のメンバーとして誇り高く業務に専念してまいります。 

今後ともどうぞ宜しくお願い申しあげます。 

 

医療法人財団秀行会阿部クリニック 

副院長 医師 中内 幹雄    

 

 

 

 

 

 新年明けましておめでとうございます。 

２０１３年（平成２５年）は十二支では、巳年です。 

蛇は復活と再生の象徴とされ、豊穣や天候の神として祀られることもあります。 

また、古代ギリシャ神話の医神アスクレピオスの杖には、健康のシンボルとして一匹の蛇が

からまっています。 

 本年も地域の皆様が笑顔になって頂けますよう医療・介護・福祉分野で精一杯頑張ってま

いりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

 施設長 医師 中内 やよい  

 

アスクレピオスの杖 について 

名医アスクレピオス（アスクレーピオス）の持っていた蛇（クス

シヘビ）の巻きついた杖。医療・医術の象徴として世界的に広く

用いられているシンボルマークである。 

欧米では医の象徴として世界保健機関、米国医師会等のマークに

も使われている。 

このマークは世界各国で救急車の車体に描かれていたり、軍隊や

準軍事組織等で軍医や衛生兵などの兵科記章や資格章・特技章に

用いられていることも多い。 

ウィキペディアより 

新 年 挨 拶 
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みなさま、お元気に良い年を迎えられましたでしょうか？ 

今年もお役に立てる情報をお届けできればと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

平成２５年 第一号は、年末年始で疲れている胃にやさしいく、からだが温まる鍋料理をご

紹介します。 

一つは『生姜たっぷり生姜鍋』、もうひとつは、以前ご紹介した塩麹を使ったまろやか『塩

麹鍋』です。 

 たっぷりのお野菜を入れて、美味しいお鍋をお作りください。 

 美味しいお鍋を食べて心とからだを温めたら、ゆっくりとからだを休めましょう。 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ミレニアム桜台 管理栄養士 堀川喜美子

栄養だより –Vol.6- 

❑風邪知らず生姜鍋❑ 

【材料】     3 人分 

・鶏もも肉      250g 

・生鮭（なんでも OK）   200g 

・木綿豆腐      1 丁 

・きのこ類      100g 

・白菜 400g  ・長葱 1 本 

・青菜類 1/2 束 ・人参 100g 

・水 500cc   ・だし昆布  適量 

・かつおだしの素   小さじ 1 杯 

・塩麹        大さじ 4 杯程度 

・料理酒       50 ㏄ 

＊中華風にしたい場合は鶏ガラスープの素と

コショーを加えます 

 

【材料】    3 人分  

・しょうが       好きなだけ 

・ニラ         ２束 

・もやし        250g 

・キャベツ       300g 

・生椎茸        6 個くらい 

・木綿豆腐       １P 

・豚ローススライス肉  200g 

・水          150cc 

・料理酒        大さじ 3 杯 

・しょうゆ       大さじ 3 杯 

・鶏ガラスープの素   小さじ 1 杯 

・ニンニク       １片 

❑まろやか塩麹鍋❑ 

【作り方】 

・生姜は千切りにし、ニラは５cm位にカットし、 

 その他の野菜は食べ易い大きさに切ります。 

・鍋に水、ガラスープの素、調味料と、スライス 

したニンニクを入れ沸かします。 

・その中にキャベツ、もやし、ニラ、豚肉、豆腐 

 椎茸の順に重ねて、最後にたっぷりの千切り 

生姜をのせて 10～15分煮たら出来上がり。 

お好みで胡麻油やラー油などを加えても 

美味しくいただけます。 

生姜の効果を、からだいっぱいで味わってみて

はいかがでしょうか 

 

【作り方】 

・肉、魚、野菜、豆腐は食べ易い大きさに  

切っておきます。 

・鍋に水と昆布を入れ浸しておきます。 

・塩麹の一部は肉と魚に混ぜておきます。 

・鍋に火をかけ、煮立ったら昆布を取りだし、

その他の調味料をいれて野菜、肉、魚など

の材料を加えてしっかりと煮ます。 

・煮上がったらお好みでポン酢やレモン汁を

加えて召し上がれ。さっぱりしてまろやか

で、とっても美味しいですよ。 
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1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火       16水 中村 中内(や) 中村  宮田 

2水       17木 阿古  森本 中内(や)  

3木       18金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

4金 中村 中内(幹) 中村  休診 19土 中内(や) 石神    

5土 中内(や) 石神    20日       

6日       21月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

7月 中村 中内(幹) 中村  岩田 22火 秋下  高橋 大池  高橋 

8火 秋下  廣田 大池  高橋 23水 中村 中内(や) 中村  宮田 

9水 中村 中内(や) 中村  宮田 24木 阿古  森本 中内(や)  

10木 阿古  森本 中内(や)  25金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

11金 中村 中内(幹) 中村  岩田 26土 中村 石神     

12土 中村 須藤     27日       

13日       28月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

14月       29火 小島  高橋 大池  廣田 

15火 小島  高橋 大池  廣田 30水 中村 中内(や) 中村  宮田 

 31木 阿古  森本 中内(や)  

平成 24年 12月 28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】 

 小さい頃、正月は何をして過ごしていたのか振り返ってみると、お年玉

を持って独楽を買い遊んだ記憶があります。細い紐、少し太めの紐、紐の

端に五円玉を括って紐に力が伝わるような仕組みなどをして、手乗りや綱

渡りに挑戦した覚えがあります。最近は独楽遊びする子供は見かけないの

で寂しい気持ちがしています。皆様はどのような遊びで正月を過ごしたの

でしょうか？                         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/ 


