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発行 徳耀会ゆとりあ 

★4月のゆとりあ★ 

今回もたばこについてお話します。2006年より

禁煙治療が健康保険でうけられます。禁煙治療を健康

保険でうけるには4つの条件を満たす必要があり、1

回目の診察で医師が確認します。条件を満たさなけれ

ば、自由診断となります。 

●ニコチン依存症を診断するテスト（ＴＤＳ）で5

点以上 

①自分が吸うつもりより、ずっと多く吸ってしま

う。 

②禁煙や本数を減らそうとしたができなかった。 

③禁煙したり本数減らそうとしたがタバコがほし

くてだめだった。 

④禁煙したり、本数を減らした時次の症状が出た

か（イライラ・神経質・落ち着かない・集中できな

い・憂鬱・頭痛・眠気・胃のむかつき・脈が遅い・手

の震え・食欲・体重増加） 

⑤④の症状を減らすためにまた煙草を吸ったか。 

⑥重い病気のときたばこをやめられなかったか。 

⑦たばこのために自分に健康問題が起きていると

わかっても吸っていたか。 

⑧たばこのため、精神的な問題（神経質・不安・

抗うつなど）が起きていても吸っていたか。 

⑨自分がたばこに依存していると感じることがあ

るか。 

⑩たばこを吸えない仕事や付き合いを避けること

が何度かあったか。 

●1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上 

●禁煙したいと思っている 

●医師から受けた禁煙治療の説明に同意 

 4月に入り、25℃を超える日が散見するように

なりました。そこで、気を付けたいのが水分摂取で

す。体内の水分は、血管内、消化管内そして筋肉内

に蓄えられています。水分は脂肪には蓄えられない

のです。ですので、体重に対して筋肉量の少ない乳

幼児や高齢者の方は、体内の水分量が少なくなりが

ちで、こまめに摂取する必要があります。 

 暑い日が多くなると思いますが、体調管理し健康

的に過ごされることをお祈りします。 

  

  

 今の季節、寒暖差により、体

調が崩れやすくなっています。

体調が崩れると歯にも影響して

きます。歯茎が腫れたり痛みが

出てきたり・・・。日頃の歯磨

きが重要になってきますので、

朝晩は必ず歯磨きを行うように

しましょう。 
 

 

 新緑の時期で外出する機会も多くなるこの頃です

が気になるのが紫外線ですね。オゾン層の破壊がほ

ぼ全世界で生じており、それに伴って有害紫外線の

増加による白内障や皮膚がんなど人体への健康被害

が懸念されています。 

 しかし、少しも日射しにあたらないというのは体

にとっても心にとってもマイナスです。最近ではお

しゃれなＵＶケアグッズや日焼け止めクリームも豊

富に出回っています。ご自分の体質に合った物や気

分によって変えられるサングラスやストールなどを

取り入れて楽しくＵＶケアして安心して外出を楽し

みたいですね。 

 

 みなさん歯医者さんには定期的に

受診していますか？痛みがない、大

丈夫！と思っていても、歯磨きだけ

では落とせない汚れはたくさんあり、

そのままにしておくと気づかないう

ちに虫歯が進行してしまったりしま

す。痛みがないからこそ、歯医者さ

んに受診し、虫歯予防をしましょ

う！ 

 

 

 ゆとりあからのお知らせ 

 心療内科の上

里彰仁先生が、

東京医科歯科大

学医学部付属病

院の国際診療部

部長兼、医学部

講師に就任され

ました。 

内科 大楽先生 

在宅往診部 訪問リハビリ 森理学療法士 田中看護師 

在宅往診部 歯科医師 清水先生 在宅往診部 小野歯科衛生士 

誕生日会 フラダンスボラ

ンティア 

★折り紙＆プリン作り★ 

 例年の数倍の花粉飛散から始まり、夏を思わせ

る気温上昇、桜の木も萌え始め、春から梅雨への

移り変わりを感じます。この時期、耳にすること

の一つが麻疹です。麻疹は子どもが罹るイメージ

ですが、実績としては成人の麻疹が多いです。今

回はそのお話。 

 麻疹の予防接種は1978年から始まり、当初は

1回接種でしたが、2006年4月からは2回接種に

なりました。この境目にいる世代が1990年4月

2日以前に生まれた人たちです（現在28歳以上の

人）。1回接種では免疫を獲得出来ないこともあ

るようです。一方で、予防接種を1回も行ってい

ない1978年以前の人たちは直接感染し、免疫を

持ってるとされています。また、予防接種の効果

は10年ほどとも言われており、大人になり効果

が切れたことも背景として挙げられております。

転ばぬ先の杖として、感染力の強い麻疹の予防に

は成人になってからの予防接種が効果的なようで

すね。 

 今回は成人の麻疹についてお話しました。平成

27年3月、ＷＨＯ西太平洋地域事務局より日本は

麻疹の排除状態にあることが設定されましたが、

輸入感染のリスクはあります。海外旅行の際には、

パスポートと予防接種が必要な時代がくるかもし

れませんね。季節の変わり目ということもありま

す。皆様、くれぐれもご自愛くださいませ。 

心療内科 田村先生 



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

じゃがべーバーグ 納豆 ベーコンポテト焼き 薄味チキン がんもの煮物 ハムと野菜のソテー 炒り玉子

錦糸和え かぶの含め煮 胡麻和え オニオンサラダ 白菜の和え物 きゅうりの和え物 チンゲン菜の和え物

白花豆 しいたけ昆布 桜大根 昆布佃煮 野沢菜昆布 練り梅 しば漬け

御飯 御飯 御飯 青菜小エビおにぎり お赤飯 御飯 駒ヶ根風ソースかつ丼

お吸い物 味噌汁 味噌汁 お吸い物 お吸い物 味噌汁 味噌汁

サバの味噌煮 タラのにんにくソテー シイラのみりん焼き お弁当のおかず マグロ三種盛り 和風ハンバーグ はんぺんさっと煮

いんげんの炒め煮 里芋の洋風煮 刻み昆布の煮つけ 菜の花サラダ 紅白さつまの煮物 イタリアンサラダ 金時豆

茶巾しぼり きゅうりサラダ かぶの柚子風味 フルーツ 千草焼き 白菜としらすの煮もの

おやつ プチシュー チョコババロア 桜あんまん メープルプチケーキ 吹雪まんじゅう おせんべい&チョコレート プリン

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

鶏肉のクワ焼き 肉じゃが 豚肉と野菜の煮込み ブリの土佐漬 鶏肉のしぐれ煮 豆腐とねぎの山椒炒め アジの塩焼き

小松菜のわさび和え 水菜の辛子和え 菜の花の和え物 刻み昆布の煮付け えび二ラもやし炒め ブロッコリーサラダ 南瓜ときのこの煮物

ブロッコリーの煮浸し 桜えび炒め 金平ごぼう かにシューマイ 海藻サラダ 中華ワンタン煮 ふきの昆布茶和え
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若葉が生い茂る頃となりました。東綾瀬

公園では、ツツジ科の常緑低木、ツツ

ジ・サツキがバラ科の落葉小低木小手毬、

石南花が咲き乱れております。お天気の

良い日は利用者様・スタッフ一緒に散歩

に出かけ記念写真・撮影を望みたいです。 

 五節句の一つとして、五月五日節句、

菖蒲、蓬を軒に挿し、粽や柏餅を食べて

邪気を払うと言い伝えられております。

また、布で鯉をかたどって作ったのぼり

を端午の節句に立てることから、五月の

のぼりといいますが、子供の成長・健康

を祈ると意味も含まれております。 

 防災訓練実施、4/23（月）歩行可能

な方については西階段からも降ることが

出来るよう訓練しております。感という

時の為に！！ 

 ご家族様におかれましては引き続きご

支援・ご協力をお願い申し上げます。 

 

 平成30年度、介護報酬改定に伴い、

新設される加算についてのお知らせ・重

要事項説明書について捺印を頂戴致しま

して誠に有難う御座いました。 

   

ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 

                                     
 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

6 7 8 9 10 11 12
心療内科2Ｆ 内科検診 口腔ケア ぬり絵 書道

リボン・ブローチ作り

13 14 15 16 17 18 19
誕生日会 心療内科3Ｆ しょうぶ沼公園散歩 口腔ケア 脳トレ 書道

お好み焼き作り

20 21 22 23 24 25 26
心療内科2Ｆ 内科検診 口腔ケア ぬり絵 歌謡ショー
防災訓練

27 28 29 30 31
心療内科３Ｆ 買い物ツアー 口腔ケア

季節の貼り絵

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

5,May,2018

Ｓさん
骨折で入院されていましたが無事元気になり戻ってこられま
した。食欲もあり元気です。

Ｋさん
毎月のゆとりあ通信を楽しみにされていて、熟読されていま
す。

Ａさん Ｍ様と毎日仲良く廊下を歩かれています。

Ｋさん
食事の介助などをすると「ありがとねえ」と感謝の言葉をか
けてくださいます。

Mさん
防災訓練実施しましたが、初めて西階段を使用しました。危
なげなくスムーズに降りることができました。

Mさん
目の前の席のＫ様や、Ｗ様と仲良くお話ししてらっしゃいま
す。

Ｋさん
帰宅願望など以前まで強くありましたが、最近は薬の効果も
あり落ち着かれています。

Ｗさん
洗濯物たたみや、食器洗いなど率先して動いて下さりとても
助かります。

Ｗさん
最近は徐々にゆとりあの生活にも慣れて皆様とトラブルなく
過ごされています。とても穏やかな方です。

Ｋさん
机の上に洗濯物広げると他の利用者様と一緒に畳むのを手
伝ってくださいます。

Ｎさん
歌を歌ったり、踊りを踊ったりすると楽しそうに手拍子して
くださいます。

Ｔさん
夕方になると元気になり「ばっちがよ」と言ってスタッフや
利用者様に話しかけてくださいます。

Yさん
「将棋おもしろそうだね」とスタッフと利用者様の将棋を見
ながらおっしゃってます。

Ｈさん
スタッフとの将棋がとても楽しいようで毎日楽しそうに対戦
してらっしゃいます。

Ｈさん
午後に散歩にいくのが日課だったらしく毎日午後になると
「散歩に行きたい」との訴えがあります。散歩にお連れする
ととても喜ばれます。

Ｋさん
毎日廊下を往復してご自分の力で足腰を鍛えていらっしゃい
まっす。

Ｔさん 他の利用者様のぶんの食器も洗ってくださり助かります。

Ｋさん
夜、リビングの床掃除をしてくださいました。綺麗になるま
で何度も何度も拭いてくださいました。

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。今回は除細動器（ＡＥＤ）の使い方を説明

しました。 


