
Ｄｅｍｅｎｔｉａ　ｅｌｄｅｒｙ　ｐｅｒｓｏｎ　ｇｒｏｕｐ　ｈｏｍｅ

 厚労省の睡眠障害対処12の指針⑩ 

 

 「睡眠衛生」に関わる厚労省の睡眠障害対処12の指針

の10番目は「10、十分眠っても日中の眠気が強い時は

専門医に」です。日中の眠気の原因で一番多いのは睡眠

不足によるもので、睡眠不足症候群という名前がついて

ます。あたり前ですが治療は十分に睡眠をとることです。

しかし十分眠っても眠気が取れない場合、睡眠時無呼吸

症候群をはじめ、睡眠の質自体に問題がある可能性があ

るため、原因を突き止めなければなりません。また人の

脳には睡眠する力と覚醒する力が備わってますが、覚醒

する力に障害がある病気もありナルコレプシーがその代

表ですが、日中に耐えがたい眠気に襲われます。治療薬

もありますので専門医に相談しましょう。 
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今回も「アブラ」の続きです。脂質のほとんどを占める

重要な成分が脂肪酸です。 

○脂肪酸の分類 

●飽和脂肪酸…肉類・乳製品に多い。多く摂るとコレス

テロールや中性脂肪を増やし肥満や糖尿病、心疾患のリス

クを高める。 

●不飽和脂肪酸 

一価不飽和脂肪酸…オリーブオイルに含まれる。コレス

テロールを低下させる。 

多価不飽和脂肪酸…十分な量を体内で合成できない為、

食物として摂取する必要あり。必須脂肪酸。 

オメガ3脂肪酸…青魚などの油に多く含まれ、EPA（イ

コサペンクエン酸）やDHA（ドコサヘキサエン酸）などが

ある。オメガ3脂肪酸は血中の中性脂肪酸やコレステロール

を下げる作用あり。心疾患などのリスクを下げることも報

告されている。 

オメガ6脂肪酸…コレステロールを低下させる働きを

持っているが過剰に摂取すると、アレルギーや炎症の原因

となる恐れあり。コーン油などに含まれる。 

 

厚生労働省はEPA・DHAなどオメガ脂肪酸を1日あた

り約2ｇ摂ることを進めています。（心筋拒塞の予防になり

ます） 

 

 

 

 みなさん、ロコモティブシンドローム(略してロコモ)の

ことをご存知でしょうか？ 

ロコモとは、運動器の障害によって日常生活に制限をきた

し、介護・介助が必要な状態になっていたり、そうなるリ

スクが高くなっていたりする状態のことを言い、以下のロ

コチェックという7項目で簡単にチェックもできます。 

  

1、片脚立ちで靴下がはけない 

2、家の中でつまづいたり滑ったりする 

3、階段を上るのに手すりが必要である 

4、家のやや重い仕事が困難である 

5、2kg程度の買い物をして持ち帰るのが大変である 

6、15分くらい続けて歩くことができない 

7、横断歩道を青信号で渡り切れない 

  

1つでも当てはまった方は特に注意が必要！！！ 

予防と改善の為の体操は、「片脚立ち」と「スクワット」

がおすすめです。 

手すりにつかまるなどして安全に考慮しながら、できる範

囲で始めてみましょう！ 

  

 虫歯も歯周病も最大の予防は毎日の歯磨き。みなさん一

生懸命磨かれているつもりでも、歯磨き直後に染出し液で

プラ－クを赤く染めてみると、ほとんどの方は、歯と歯の

間や歯肉との境が真っ赤っか・・・。きちんと歯ブラシが

あたっていないと何分磨いてもプラ－クはとりきれません。

それが、歯石となり、歯石中の菌が歯や歯周組織に悪さを

するのです・・・。歯医者さんでは、凸凹した歯をきちん

と綺麗に磨けるように指導します。毎日の歯磨きが一番の

予防ですので、磨き方を練習してお口の中を健康に保てる

ようにしましょう。 

 

  

 暑くなってくるとどうしても食欲がなりがち。そんな時は太

陽の光を沢山浴びた夏野菜がおすすめです。おいしいだけでな

くカロチンやビタミンC、ビタミンEなどを多く含み夏バテの防

止にもなります。 

 例えばトマトはリコピンが多く含まれていて美肌効果や風邪

予防、老化や生活習慣予防に繋がります。最近では自家菜園を

している方も多く手軽で人気のキュウリですが、カリウムやカ

ロチン、ビタミンCも多くほとんどが水分であるため、外出時

に持ち歩き水分とミネラルの補給にも最適です。疲れを感じた

ら万能食品「梅干し」もおすすめですよ！ 

 今年の夏は帽子・サングラス・水筒の他にキュウリをお忘れ

なく。楽しく元気に夏を乗り切りましょう。 

 歯周病とは、歯周ポケットと言われる歯の周りの溝の中に歯周

病菌が増えて、その毒素が歯の周りの歯周組織を破壊、歯を支

える骨まで溶かしていく病気で、最終的には歯の脱落で終焉を

迎えます。40代以上の70％は歯周病で歯を失うと言われてい

ます。歯周病は国民病といわれるぐらい、40歳以上の方の

90％は罹患しているといわれています。 歯周病は普段痛くも

なく、特に顕著な症状がなく、静かに病気は進行していくので

す。原因となっているプラークを取り除く「プラークコント

ロール」が治療の基本です。歯と歯の間は歯間ブラシ、もっと

狭い隙間はデンタルフロスなどを補助器具として使います。歯

みがきで取れない歯石は歯科医院で専用の器具を使って除去し

てもらいます。食べたらみがくという習慣をつけることです。

ポイントは正しいブラッシングでプラークを取り除き、歯周ポ

ケットをつくらないことです。また、不規則な食生活、偏食、

喫煙などの生活習慣を改善することで抵抗力が高まり歯周病の

悪化を防ぐことができますので、歯磨きの習慣と規則正しい生

活で歯周病を予防しましょう。 

 

     今月のスタッフ 
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 ゆとりあのヘルパー用

の新しいユニフォームが

支給されました。 

また新たな気持ちで頑

張っていこうと思います。 

 

・・・古川です・・・ 

内科 大楽先生 在宅往診部 訪問リハビリ 塚原学療法士  島野優 

田中看護師 

在宅往診部 歯科医師 清水先生 

在宅往診部 佐々良歯科衛生

誕生日会 すいとん作り 

★フラダンス★ 

心療内科 上里先生 

～  お知らせ  ～ 
  

  

 ＧＨゆとりあでは医療と介護の充実の為、この度夜勤専

従の正看護師さんを採用しました。それにより夜間に利用者

様の体調に変化が起きた場合など、より一層迅速で安全な対

応がとれるようになります。ご家族様にとっても心の安心に

繋がりますので今後も採用し次第ゆとりあ通信にて報告して

参ります。 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

七夕飾り作り 七夕飾り作り 七夕飾り作り 内科検診 口腔ケア 七夕・スイカ割り

フラダンス ぬり絵

8 9 10 11 12 13 14
心療内科 風船バレー ビデオ鑑賞 口腔ケア 2F・3F餃子つくり 脳トレ

15 16 17 18 19 20 21
ぬり絵 海の日 内科検診 口腔ケア 足立区花火大会

ビデオ鑑賞

22 23 24 25 26 27 28
脳トレ 心療内科 買い物 口腔ケア 脳トレ

防災訓練

29 30 31
誕生日会 心療内科 書道 口腔ケア

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

7,July,2018

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

がんもの煮物 ほうれん草平焼き 赤ウインナーソテー ソーセージソテー アジのさんが焼き 木の葉豆腐の煮物 ベーコンポテト焼き

海苔和え ゆかり和え かぼちゃサラダ ホットサラダ 梅しそ和え わさび和え 胡麻和え

白花豆 のり佃煮 かっぱ漬け かんぴょうごぼう 昆布佃煮 昆布佃煮 桜大根

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 お吸い物

和風ハンバーグ アジの生姜煮 牛焼肉メンチカツ 茄子とひき肉の鍋しぎ シルバーのさっぱり煮 タラのにんにくソテー カレイの塩焼き

イタリアンサラダ いんげんの炒め物 ふきの含め煮 レタスのお浸し ベーコンソテー 里芋の洋風煮 冬瓜の味噌煮

白菜としらすの煮もの 長芋の千六本 海藻サラダ 豆腐の磯部揚げ 冷奴 きゅうりサラダ ほうれん草のだし和え

おやつ チョコババロア 青リンゴゼリー カステラドーナツ 冷やし汁粉 吹雪まんじゅう プリン カステラ

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

お焼き風玉子焼き 鶏肉のくわ焼き サワラの幽庵焼き ホキの土佐漬け 鶏肉の味噌炒め 豚肉と野菜の煮込み 鶏肉の甘辛炒め

水菜の辛子和え 青菜のツナおろし ぜんまい田舎煮 刻み昆布の煮付け かぼちゃの煮付け 菜の花の和え物 ビーフンサラダ

豆腐真丈 いんげん和え物 錦糸和え 春菊のお浸し 金平ごぼう きのこの炒り煮

カロリー 1467ｋｃａｌ 1469ｋｃａｌ 1440ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ 1442ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ １３７３ｋｃａｌ

朝

昼

晩
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 一年も半分が過ぎた6月の晦日に行う神事。各

地の神社では「芽の輪くぐり」（芽を束ねて作っ

た「芽の輪」と呼ばれている大きな輪を鳥居など

にくくりつけ、その中を通る行事）で罪やけがれ

を払い、残り半分の無病息災を祈願しています。

（6月30日） 

 7月は七夕、恒例のスイカ割を実施。梅雨時の

気温が急に高くなるため、脱水により汗の量が減

ると気温調整ができなくなったり、逆に汗を大量

にかくと塩分も同時に失われてしまうため、スイ

カを食べることは一石二鳥というところでしょう

か？おいしいスイカを沢山召し上がってください。 

 ジメジメ・ムシムシしたときは、食中毒やノロ

ウィルスも発生しやすい時期でもあります。当Ｇ

Ｈゆとりあでも居室やリビング、そして利用者の

方々が行かれる場所（お手洗い等）を重点に消毒

を行い、衛生面に心掛けております。 

 ご家族様におかれましては、ゆとりあ来訪時、

クリニック1階入口に消毒液が置かれております

ので手順を踏みご入室くださいませ。また、体調

不良（風邪など）の方々につきましてはご入室を

遠慮して頂くこともあります。よろしくご協力く

ださいませ。 

 

追伸: 

①アンケートの回収について、まだ未提出の方々

がいらっしゃいますので、至急ご郵送、または

FAX等で返送お願いいたします。 

②7月21日（土）、足立の花火、「家族会・昼

食会」を実施致します。（11時30分より）ご参

加される方は7月14日（土）までにご連絡くだ

さい。（準備都合上）お待ち申し上げます。 

③ＧＨゆとりあでは6月から夜勤対応ができる正

看護師6名が入職されました。 

④7月中旬頃に足立区介護保険課より介護保険負

担割合証がご自宅に届きます。届きましたらゆと

りあまでご郵送又はご持参くださいませ。 

ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 

                                     
 

 

 

 

Ｓさん
骨折箇所も良くなり、食事なども自立で召し上がれるように
まで回復されました。

Ｋさん
「この前誕生会してもらったのよ」ととても喜ばれていまし
た。

Ａさん カラオケ大会にてスタッフと天城越えを熱唱されました。

Ｋさん
食事介助や入浴介助をすると「ありがとねえ」ととても喜ば
れています。

Mさん
Ａ様と廊下を一緒によく歩かれています。とても仲良さそう
に会話してらっしゃいます。

Mさん
「お気に入りのスタッフにお風呂入れてもらったの」ととて
も喜ばれていました。

Ｋさん
「昔かわいいワンちゃんを飼ってたの」と嬉しそうに話して
くださいました。

Ｗさん 利用者様皆様の食器を洗ってくださいとても助かります。

Ｗさん
最近ゆとりあの生活にも慣れてきたご様子で、他の利用者様
と会話なさっています。

Ｋさん
最近は新聞たたみが毎日の日課で、何も言わなくてもご自分
で新聞を畳んでいます。

Ｎさん
最近は食器洗いも見守りにてできるようになり徐々にできる
ことが増えてきました。

Ｔさん
午後になると目が覚めて、利用者様やスタッフと会話したり
して楽しまれています。

Yさん
Ｔさんと手を繋いで「ご飯いくよ」とリビングに連れてきて
くださいます。

Ｈさん
最近の楽しみは毎日の将棋でスタッフと対戦を楽しまれてい
ます。

Ｈさん
体調を崩され入院されていましたが、無事戻られ現在は元気
に過ごされています。

Ｋさん
昔政治家の運転手をしていたときの話などしてくださいま
す。

Ｔさん
将棋をしてる利用者様やスタッフに「どっちが勝ちました
か？」など話しかけて下さいます。

Ｋさん スタッフに敬礼などをしてくださいます。

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。 


