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胸焼け（酸逆流症状）について、昨年１２月号の

続きをお話しします。 

酸逆流症状の治療法には飲み薬と手術があります。

お薬には                       

①胃酸の分泌を抑える薬（酸分泌抑制薬）       

②食道の運動機能を改善する薬（消化管運動機能改善    

薬）                         

③食道粘膜を保護する薬（粘膜保護薬）        

④胃酸を中和する薬（抑制薬）            

があります。医療機関にて処方を受けてください。飲

み薬で再発をくり返す場合は手術が必要になることが

あります。 

胸焼けを起こさないためには           

①食事は一度にたくさん食べずにゆっくりと（タバ

コ・アルコール・コーヒー・チョコレート・香辛料の

多い物・脂肪の多い食べ物・酸の強い物などは控える

と良いでしょう）食後にガムをかみ、唾液をよく出し、

食事の酸を中和しましょう。                    

②前かがみや食後すぐによこにならない。寝るとき

ベットの上半身を少しあげたり、左側を下にすると逆

流防止になります。                      

③ベルト帯・コルセットはゆるめに。減量もおすすめ

します。 

 

湿度と体調の関係 

 

 皆さんの生活の中でも馴染みがあると思われま

す湿度。今回は湿度と体調の関係についてです。 

 湿度は一般的に40～60％程度が快適とされて

います。湿度は高すぎても、逆に低すぎても身体

に何らかの影響が現れやすくなります。40％以

下だと、乾燥して皮膚や粘膜が乾きやすくなり、

風邪などの感染症を引き起こしやすくなります。

また、交感神経が優位となり頭痛、肩こり、イラ

イラなどの症状も見られやすくなります。逆に高

すぎると副交感神経が優位に働き、全身にだるさ

を感じたり、やる気が出なくなったりといった症

状がみられてしまいます。 

 今回この中では全て書ききれませんでしたが、

ご興味のある方で質問等があれば訪問担当の理学

療法士までご連絡ください。まだまだ寒い時期が

続きますので、体調管理をしっかりと行いながら

健康な生活を送っていきましょう。 

 

 
 
 

  

  

  
 

 歯をいつまでも健康に保つためには

定期的な検診・予防が大切です。むし

歯や歯周病が再発した経験がある方は、

定期検診や予防処置が十分でない可能

性が高いかもしれません。私たちお口

の専門家が定期的にケアをすることで、

お口のリスクを検査、管理し、再発を

予防していきます。治療が終わったか

ら、痛みが出てないから…ではなく、

定期的に（３～６ヶ月に１回）検診を

受けて、メンテナンスしましょう！ 

  

 空気が乾燥する時期です。まだまだ風邪が流

行っています。今回は「手洗い」について話した

いと思います。 

 私たち手の中にはたくさんの微生物がいます。

常在菌というもので健康の人は常在菌で発病する

ことはありません。逆に外部から侵入する病原微

生物の増殖を防ぐ役割をしてくれます。 

 一方、トイレや電車のつり革など様々な環境表

面に触れる時に細菌ウイルスが手につき、口や鼻

から体内に侵入してくるのが通過菌といわれるも

ので、主に手洗いはこの通過菌を取り除く行為と

考えると良いでしょう。 

 手洗いのポイントは 

○洗い残しのないように時計やアクセサリーは外

す。 

○ネイルアートは微生物の温床になりやすい為手

を洗う機会の多い人はなるべく避けるのが良い。 

○石鹸は十分に泡立てて15秒以上洗う。 

○指先、指の間、親指は洗い残しが多いので意識

して洗う。 

○手洗いの後、洗い残しの多い指先を先にペー

パーでふき取るようにする。 

○蛇口は手を拭いたペーパーやタオルで閉めペー

パーを捨てる際はゴミ箱に触れないようにする。 

○洗った手で髪や顔を触らない。 

正しい手洗いを身に付け自分自身で感染症から身

を守りましょう。 

 

 

 
   厳しい寒さが続いていますね。冷えと歯

の痛みには少し関係があり、歯茎の血行不

良が関係しているようです。冷え性はさま

ざまな原因による末梢血管の血行不良で、

歯を支えている歯茎は体の末端にあたり、

歯茎には無数の毛細血管があります。冷え

により歯茎で血行不良が起きると、歯茎の

免疫力が下がってしまいます。冷えにより

歯の痛みを発症している場合は、痛いから

といって冷やすのは逆効果です。虫歯など

により炎症を起こしている場合は、患部を

冷やすことで症状が和らぐことがあります

が、冷えによる歯の痛みならば冷やしては

いけません。歯の痛みが冷えによって起き

た歯周病なのか、虫歯などの他の疾患なの

かは自分で判断するのは危険です。歯の痛

みを感じたら、まずは歯科医院に相談しま

しょう。 

 
  

 

     今月のスタッフ 

  

 入職して早々皆さんの

前でやすき節を踊りまし

た。 

これからよろしくおねが

いします。 

 

 

 ・・・井原です・・・ 

 

内科 大楽先生 

在宅往診部 訪問リハビリ 小林理学療法士 

田中看護師 

在宅往診部 歯科医師 鳥田
在宅往診部 小野歯科衛生士 

豚汁作り ボーリング大会 

やすき節の会 

 

厚生労働省の睡眠障害対処12の指針⑧ 

 

 「睡眠衛生」に関わる厚労省の睡眠障害対処12

の指針の9番目は「9．睡眠中の激しいイビキ・呼

吸停止や足のぴくつき・ムズムズ感は要注意」で

す。これは睡眠障害の裏に治療すべき体の病気が

隠れていることがあり、それを見逃してはいけな

いということです。睡眠中のはげしいイビキ・呼

吸停止は睡眠時無呼吸症の症状で、夜間の疲れが

取れないだけでなく、放っておくと心臓や肺を悪

くすることがあります。またあしのぴくつき・ム

ズムズ感はむずむず脚症候群の症状で、パーキン

ソン病や認知症と関連することがあります。 

 まずはかかりつけ医を受診して症状について相

談しましょう。 
 

心療内科 上里先生 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

節分貼り絵
豆まき

4 5 6 7 8 9 10
心療内科2F 脳トレ 書道

11 12 13 14 15 16 17
誕生会 バレンタインチョコ作り 内科検診 餃子つくり（3F) ぬり絵 書道

18 19 20 21 22 23 24
餃子作り(2F) ぬり絵 脳トレ 書道
心療内科(3F)

25 26 27 28
心療内科(2F) 内科検診

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩
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 1月に入り、全国津々浦々まで寒波襲来。

途轍もなく及んでおります。 

 節分は季節の変わり目、かつては立春・

立夏・立秋・立冬の名前日を言います。 

 立春二十四季節の最初の節で春の始ま

る「八十八夜」や「二百十日」などの行事は

立春から数えていきます。古来中国の陰陽

道の考え方によると、季節の変わり目は陰

と陽に対立するとされ、豆によって陰の象

徴である鬼退治を行い、陽の春を迎えるこ

とだと言われており、豆は「魔目」と言われ

「鬼の目を打つ」と言われているところか

らきています。 

 ヒイラギの板にイワシの頭を刺して戸口

に飾る風習や、鬼の嫌うイワシと、とげのあ

るヒイラギが鬼除けとなるおまじないとも

いわれ、炒った豆（福豆）を枡に入れ神棚に

供えてから、一部屋ずつ「福は内、鬼は外」

とよばわって鬼を締め出してから豆を食べ

ます。さらに一年の無病息災を込めます。 

 利用者様の幸せと同じくらい豆を頂きま

す。 

  

ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 

                                     
 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

納豆 ほうれんそう焼き がんもの煮物 じゃがべーバーグ 巣ごもり玉子 イカ団子の含め煮 ハムと野菜のソテー

かぶの含め煮 パンプキンサラダ 白菜の和え物 錦糸和え 青菜の胡麻風味 菜の花昆布茶和え きゅうりの和え物

しいたけ昆布 ふりかけ 野沢菜昆布 白花豆 しその実山菜 梅肉千切りザーサイ 練り梅

お赤飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

マグロ三種盛り シルバーの煮付け 和風ハンバーグ タラのにんにくソテー ブリのみりん漬け チキンチャップ シイラのみりん焼き

紅白さつまの煮物 ピーナツ和え イタリアンサラダ 里芋の洋風煮 春菊のごま和え しらす和え 刻み昆布の煮つけ

千草焼き 春巻き 白菜としらすの煮もの きゅうりサラダ 根菜のごった煮 根菜のごった煮 かぶの柚子風味

おやつ チョコババロア カステラ メープルプチケーキ ケーキ・レモンティー おせんべい&チョコレート あんドーナツ 吹雪まんじゅう

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

お吸い物 味噌汁 お吸い物 味噌汁 中華スープ 味噌汁 味噌汁

豚肉と野菜の煮込み 豚肉のソース炒め カレイの味噌焼き 鶏肉のしぐれ煮 豆腐のピリ辛炒め 豆腐とねぎの山椒炒め 肉じゃが

菜の花の和え物 チンゲン菜の和え物 野菜天の煮物 えび二ラもやし炒め 春雨サラダ ブロッコリーサラダ 水菜の辛子和え

金平ごぼう 茶巾しぼり ごぼうサラダ 海藻サラダ にらまんじゅう 中華ワンタン煮 桜えび炒め

カロリー １352ｋｃａｌ 1498ｋｃａｌ 1499ｋｃａｌ 1440ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ １３６１ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

Ｓさん
左大腿骨部を骨折され、入院していましたが無事元気になり
ゆとりあへ戻ってこられました。

Ｋさん
ボランティアのやすき節を鑑賞されとても喜ばれていまし
た。スタッフの踊りも楽しまれていました。

Ａさん
やすき節のボランティアが来訪され、ステージで一緒に東京
音頭を踊り楽しまれました。

Ｋさん
ゆとりあで一番の高齢ですが、食欲もあり毎日元気にすごさ
れています。

Mさん
ゆとりあに入居されて一ヶ月が経ちましたが、最近はＡ様と
廊下を歩いたり、お話したりして仲良く過ごされています。

Tさん
ゆとりあに入居されて一ヶ月が経ちましたが、ゆとりあの生
活にも慣れ、毎日いろんなことを手伝ってくださいます。

Ｋさん
しばらく体調を崩され、居室にて寝込む日が続きましたが元
気になり毎日活発に過ごされています。

Ｗさん
やすき節のボランティアが来訪され、ステージで一緒にダン
スを踊り楽しまれました。

Ｙさん
スタッフと利用者様が将棋をしてるのを見て「おもしろいね
え」とおっしゃっていました。

Ｋさん 正月のぬり絵を皆様と参加されたのしまれました。

Ｎさん
やすき節のボランティアが来訪され、ステージで皆様と輪に
なって東京音頭を踊りました。

Ｔさん
やすき節のボランティアが来訪され、楽しそうに手拍子をし
てらっしゃいました。

Ｍさん
スタッフのやすき節を見て「なかなか上手かったよ」と褒め
てくださいました。

Ｈさん
最近は男性スタッフとも将棋を楽しまれています。こつを掴
んだらしく「簡単には負けなくなったよ」とおっしゃってい
ました。

Ｈさん
スタッフとリハパンを買いに薬局にでかけ、お好きなお菓子
などを買いました。

Ｋさん 毎日廊下を往復し、運動をなさっています。

Ｔさん 他の利用者様の食器も丁寧洗ってくださいます。

Ｋさん 最近は利用者様の食器を丁寧に洗ってくださいます。

今月の私

ゆとりあでは、毎月ボランティアの方が来て下さり素敵な

歌やフラダンスを踊って利用者の皆様を楽しませてくださ

います。 


