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禁煙しませんか？ 

タバコについてお話しします。タバコの煙にはニ

コチン・タール・一酸化炭素・アセトン・ヒ素・カド

ミウムなどの有害物質が含まれています。とくに、ニ

コチンは依存性の強い物質で、その依存性はヘロイン

やコカインなどの麻薬よりも高く、ニコチン依存症に

なってしまうと禁煙するのは難しくなります。 

タバコの煙は肺がん、食道がん、胃がん、子宮頸

がんなどのがんを引き起こし、また脳卒中、心筋梗塞、

動脈硬化、高血圧、糖尿病、メタボリックシンドロー

ム、胃潰瘍、ＣＤＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、肺炎、

喘息、うつ病、ハセドウ病、骨粗しょう症、ＥＤ（勃

起不全）など全身の病気のリスクになります。 

とくに女性の喫煙は、妊娠・出産に悪影響をもた

らし、乳幼児突発症候群のリスクになると言われてい

ます。 

次回は禁煙についてお話しします。 

 

「ロコモ」という言葉を知っていますか。「ロコ

モティブシンドローム（運動器症候群）」の略称

です。病気ではないのですが、年齢とともに立っ

たり座ったり、歩くことがつらくなる状態を指し

ます。ロコモは、高齢化や運動不足によって、足

腰の筋力やバランスが低下して起こります。ロコ

モと骨粗しょう症と認知症は、それぞれが負の連

鎖により、自立した生活を送れる「健康寿命」を

短くします。この三つに共通するのは、本人の自

覚症状ないままに進行し、放っておくと要介護・

寝たきりになってしまうのです。ロコモの人は骨

粗しょう症になりやすく、骨粗しょう症が進むと

痛みのないままに背骨は骨折を繰り返し（いつの

まにか骨折）、背中が丸くなります。結果肋骨は

脇腹に食い込み、胃と腸はくっつくため胸やけや

便秘が起こります。肺や心臓は圧迫され、呼吸が

苦しくなります。加えてかかと重心となり、転び

やすくなります。転んで大腿骨が折れ、動けない

期間が長くなると、考えることをしなくなり、認

知症になってしまいます。早期に自らの運動器の

衰えに気付き、適切なロコトレを行うことで、転

倒・骨折のリスクを減らし、要介護や寝たきりに

なる危険を減少させることができます。 

 
 

 

  

  

 ブラッシングの目的は、歯を磨くことだけでは

ありません。たとえ歯が１本もなくなったとして

も、歯ぐきのマッサージのために、ブラッシング

を続けることが大切です。１．口の中にたまった

食べかすや歯垢を取り除き、細菌の繁殖を抑えて

歯石を防ぐ。２．歯ぐきを歯ブラシでマッサージ

して、血行をよくする。毎日ブラッシングしてい

るのに、歯石やむし歯などのお口のトラブルが減

らない場合は、磨いているつもりでもきちんと磨

けていないのかもしれません。歯ブラシを横に動

かして、ごしごしと磨いているだけでは汚れが落

ちきらないうえ、歯がすり減ってしまうこともあ

ります。歯医者さんで正しいブラッシングの方法

を聞いて、効果的に磨きましょう。 

  

今回は「啓蟄」について話したいと思います。陽気

に誘われ土の中の虫たちが動き出す頃で一雨ごとに

春になる、そんな時期のことです。旬の魚介は鰆よ

り青柳です。鰆はコレステロールを下げ、癌や動脈

硬化の予防に一役買ってます。 

旬の野菜は主に山菜。新玉ねぎの目にしみる成分

（硫化アリル）には胃の働きを活発にする働きがあ

り、ポリフェノールを多く含んでいることから血液

をサラサラにすることも期待できます。 

この時期悩まされる花粉。花粉症の予防に効果的と

言われているリコピンがたっぷりのトマトや、アレ

ルギーを和らげるとされるロズマリン酸を含むシソ

もこの時期おすすめです。 

 旬に沿った食事をとることが元気の源かもしれま

せんね。 

 

 

 冬に感染が増えるのは、空気が乾燥することで、

ウイルスの水分も蒸発して空気中に漂いやすくなる

とともに、乾燥を好むので、ウイルスの感染力その

ものも強まります。さらに、空気が乾燥していると、

くしゃみやせきの飛沫が小さくなり、飛沫に含まれ

るウイルスが遠くまで飛びやすくなることで、感染

が広がり、感染のスピードも速まります。 

 歯垢や歯石、舌苔などがあってお口の中が汚れて

いると細菌が増殖してプロテアーゼも増えるので、

口腔ケアでお口の中を清潔にしておくことも、感染

症予防になります。合わせて、手洗いとうがいも徹

底して行いましょう。 

 
  

 

     今月のスタッフ 

  

 節分の豆まきにて鬼の役

を担当しました。 

 皆様豆まき楽しまれてい

ました。 

 

 

  ・・・日渡です・・・ 

 

 

内科 大楽先生 

在宅往診部 訪問リハビリ 中島理学療法士 

田中看護師 

在宅往診部 歯科医師 早菜江先生 

在宅往診部 松山歯科衛生士 

餃子作り 習字 

節分★豆まき 

 

 韓国の平昌では、冬期オリンピックが開催されて

いる。これに関連して、国対抗を強く意識させら

れるオリンピックではあるが、日本やアメリカ側

の警戒感をあらわにした反応から、国際政治の複

雑さを痛感した。 

 それにしても、いわゆるウインタースポーツの

スピード感とスリルはすさまじい物がある。ス

ケートやスキーの圧倒的な速さ、スノーボード競

技で代表されるような空中での曲芸的なパフォー

マンスは、陸上競技の100メートルや体操競技と

は全く比べものにならない気がする。 

 この平昌の4年後も、同じアジアの北京で冬季オ

リンピックが開催される予定である。寒ささえし

のげば現場での応援も考えたいものである。 

心療内科 車地先生 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

俳句の会

4 5 6 7 8 9 10
ひなまつり 心療内科2Ｆ 3Fホットケーキ 脳トレ
春の歌唱 計算問題

11 12 13 14 15 16 17
心療内科3F 2Ｆホットケーキ 内科検診 屋上花壇作り ペン習字
屋上花壇作り 種植え

種植え
18 19 20 21 22 23 24

誕生日会 心療内科2F 春分の日 脳トレ
買い物ツアー ぬり絵 計算問題

25 26 27 28 29 30 31
心療内科3F ちぎり絵 内科検診 書道

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩
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  3月3日桃の節句、花もちらほらに咲きほ

こり春を感じさせて下さいます。 

 一方では厳寒による大雪のため、日常生

活において困難をきたすところが地方で

はありました。又、大雪による雪落とし・作業

等で命を亡くされた方々や、北海道札幌市

寄宿舎においての火災発生がありました。

心より御見舞いとご冥福申し上げます。 

 当ゆとりあにおいても、毎月防災訓練を

実施し、利用者様はじめＧＨのスタッフ及び

クリニック医事課・総務・財務のスタッフ全員

が一致団結し避難しております。全員で声

を掛け合いながら今回も無事に終わること

ができました。ちなみに①西階段から②中

央階段から③エレベーターから（車椅子の

方）と別れております。来月は足立消防署

大谷田署員の方々の指導予定となってお

ります。（水消火ならびに地震想定） 

 ２階3階合同でレクを楽しみました。書道

を実施、思い思いに素敵な字を書いて頂き

ました。今年の干支である戌を題材に描き

ました。作品については後日、ＧＨ内にて提

示させて頂きます。ご来訪時にご覧くださ

いませ。お待ちしております。 

 引き続きご支援・ご協力の程お願い申し

あげます。 

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
退院されてから車椅子で生活なさっていますが、最近はご自
分で車椅子を自走して移動されています。

Ｋさん
今月、買い物ツアーに出かけるのをとても楽しみにしてらっ
しゃいます。

Ａさん 歌の会を開催して元気に歌を歌ってくださいました。

Ｋさん
食事などの介助をすると「ありがとね」と感謝してください
ます。

Mさん
スタッフが見守りにて毎食後、ご自分の食器を洗ってくださ
います。

Mさん
他の利用者様が食器を洗ってくださると「いつもごめんね」
と声をかけています。

Ｋさん
前の席の利用者様と話が合うらしく、毎日楽しそうにお話を
してらっしゃいます。「私焼きそばが大好きなの」とお話し
されていました。

Ｗさん
利用者様の食器をご自分だけでなく、他の方のも洗ってくだ
さいます。

Ｋさん
スタッフと一緒にドラッグストアに行き、いつもとちがう光
景を楽しまれました。

Ｎさん 歌の会にて、歌に合わせて手拍子をしてくださいました。

Ｔさん 午前と午後、居室にて休む時間を設けております。

Yさん
餃子パーティを開催して、餃子の皮を包むのを手伝ってくだ
さいました。

Ｈさん
餃子パーティを開催して「とてもおいしかったよ」と喜んで
いらっしゃいました。

Ｈさん
散歩がお好きなので、天気の良い日は極力公園に散歩に出か
けるようにしています。

Ｋさん
餃子パーティにて「おいしいねえ。餃子大好きなんだよ」と
おっしゃっていました。

Ｔさん
餃子パーティにて餃子の皮を包むのを一生懸命手伝ってくだ
さいました。

Ｋさん
スタッフに対し「社長。なんでも言うことを聞きます」と
おっしゃっていました。

今月の私

ゆとりあでは、毎月万が一の災害に備えて防災訓練を実施

しております。 


