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 今回も「酸逆流症状」についてお話しします。  

「胸焼け」などの不快な症状を起こす胃酸の逆流は  

①食道と胃の境目の筋肉（下部食道括約筋）が緩み、胃酸

が食道へ逆流しやすくなる  

②食道の動き（ぜん動運動）が悪く逆流した胃酸を胃に押

し戻せない  

③胃の中の圧力が高くなって上向きの力が強くなり、胃液

が食道へ上がる  

などの原因が考えられます。  

このような症状を呈する病気は「胃食道逆流症」と呼ばれ

英語では、Gastroesophageal reflux diseaseの頭文字

を取ってＧＥＲＤ（ガード）とも呼ばれています。  

検査は、  

・食道内視鏡検査  

・食道内Ｈモニタリング検査  

・食道内左測定検査  

・レントゲン検査  

などが行われます。治療方法については次回以降で述べた

いと思います。  

 
 

 12月に入り、かなり寒くなってまいりましたが、皆様い

かがお過ごしでしょうか。  

日々の診療ではこの時期、患者様から｢寒くなると、トイ

レが近くなるため、水分を控えるようにしている｣という

声が多くなってきます。  

しかし、実は冬は脱水症状のシーズンで、乾燥する冬こそ

気を配ることが大切です。体の水分が少なくなると血液が

濃くなり、いわゆる｢血液ドロドロ｣の状態になり、脳卒中

や心筋梗塞などの重篤な病気の原因なりかねません。  

脱水の対する危機感が下がる冬の｢かくれ脱水｣を意識し、

適切な水分摂取で健康的な冬を過ごしましょう！  

  

 
 歯磨きを行う際に、意識しながら磨いていますでしょうか。

一番意識して磨きたいのが、歯と歯の間、歯と歯茎の間、で

す。なんとなく惰性で歯の表面や噛み合わせの部分を磨いて

いませんか？もちろん大事なことですがそれだけでは本来の

目的には達成できません。いろいろな磨き方がありますので、

きちんと磨けるように、歯医者さんで歯磨き指導を受けて毎

日の歯磨きに活かすことで、健康な歯を保つことが出来るか

と思います。  
 

 
  

 前回に引き続き乾燥についてのお話を予定していました

が年末なので、来たるお正月に食す「おせち」について

話したいと思います。おせち料理には沢山の料理があり

ますが栄養バランスや保存性の良さ等、先人の知恵の結

晶と言えます。段ごとに詰める内容が決まっていますが、

今回は「参の重」についてお話ししたいと思います。  

山の幸を中心に家族が仲良く結ばれるよう煮しめます。

具材には穴があいてることから将来の見通しがきくよう

に、れんこん。子芋がたくさんつくことから子孫繁栄の

意味を込めて里芋。頭となって出世するように八つ頭。

大きな芽が出て「めでたい」くわい。根を深く張り代々

続く意のごぼう。を主とするのが一般的です。  

離れて暮らす家族が集まるのもお正月の大。家族を思っ

てお煮しめを作ってみてはいかがでしょうか。  

 
   
 

 冬になると虫歯でもないのになぜか歯が痛くなる、という

経験はございませんか？ 実はこうした経験をされる方は

たくさんいらっしゃるのです。しかし、きちんとした原因

が分からず、とりあえず鎮痛剤などで対処している…とい

う人もいらっしゃるかと思います。冬に歯が痛くなる原因

として考えられるものが、筋肉痛と寒暖差による歯痛です。

寒さを耐える時に無意識にくいしばっていたり、寒い屋外

で温かい飲み物を飲んだときなどに突然ズキンと痛みが走

る場合は、歯の神経が感じる寒暖差が原因かもしれません。

筋肉をリラックスさせるために、顎の体操（前後左右に動

かす）をしたり、歯を冷やさないためにマフラーやマスク

で口元を覆って外出等するのも一つの手段となりますので、

症状のある方は試してみてはいかがでしょうか。  

 
  

 

     今月のスタッフ 

  

 ゆとりあ歌謡祭で人生

初の女装をすることにな

りました。 

 とても恥ずかしかった

ですが、頑張って歌い切

りました。 

 

 ・・・鈴木です・・・ 

 

～  お知らせ  ～ 

  

 正月休みに入るにあたって、

利用者様の一時帰省を希望され

るご家族様は早めにゆとりあの

方にお知らせ頂きますようよろ

しくお願い致します。 
 

内科 大楽先生 

在宅往診部 訪問リハビリ 北出理学療法士 

田中看護師 

在宅往診部 歯科医師  小浜先生 

在宅往診部 花園歯科衛生士 

餃子作り 
文化祭 

歌謡祭 

 
 
  
 群馬と新潟の境目には月夜野と名前のつく温泉地があり

ます。平安時代の歌人、源順がこの土地を訪れた際に余り

にも月が綺麗だ「いい月よのぉ」と呟いた事に名前の由来

があるそうです。そんな山奥のこの土地は今現在も月が綺

麗に見える土地で、きのこ栽培なども盛んに行われていま

す。日帰りもできる三峰の湯は単純ナトリウム温泉でゆっ

たりとした時間を過ごせる温泉で、あたりから棚田が広が

る里山の風景も見ることが出来、リラックスできること間

違いなしです。  

また傍には猿ヶ京という温泉地もあります。こちらにもま

んてんの星という名前の日帰り温泉もあれば昔ながらの風

情のある旅館がそろっており都会の喧騒から離れるには

もってこいの場所となっております。また谷川岳のロープ

ウェイや水上スポーツ、バンジージャンプなども出来る場

所もあり、家族連れやお孫さんなどと行くのもよいかもし

れませんね。  

心療内科 三瀬先生 
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 暦の上では師走、寒さも一段と深まり落ち

葉の絨毯がとても綺麗です。  

GHでは１１月下旬に文化祭が実施され日常

生活の中で行われている書道・俳句・切り絵

等があり２階・３階に展示、作品については

ご家族様御覧頂けたでしょうか？利用者様ひ

とりひとりが日々頑張った作品のひとつです。

後日ご本人様にお渡し致したいと存じます。  

２２日は冬至、一年中で一番昼が短い日です。

その日を境に日が長くなり、春が近づきます。

春から太陽のパワーがよみがえる日、日本で

は「一陽来復」としてお祝いが行われます。  

かぼちゃを食べるのは冬の祭りの供え物とし

て名残と言われており、昔は野菜が少ない冬

の間ビタミン補給すると合理的な生活の知恵

によって「ん」の付く食べ物は、幸福になる

と言って伝えられてから、ミカン・レンコ

ン・キンカン・ぎんなんなど食べ物の習慣も

あります。  

ゆず湯には病よけの意味があり、「無病息

災」で過ごせるといわれております。  

前回インフルエンザ予防接種を受けていない

方は内科往診日に実施致しました。  

ご家族様におかれましては引き続きご支援・

ご協力賜わりたく存じます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。    

  
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

イカ団子の含め煮 炒り玉子 海鮮豆腐ステーキ じゃがべーバーグ 高野豆腐の煮物 さつま揚げの煮物 巣ごもり玉子

菜の花昆布茶和え 大根のお揚げのせ ピーナツ和え 錦糸和え スナップと茸のお浸し しその実和え 青菜の胡麻風味

梅肉千切りザーサイ 味付け海苔 きのこ三昧 白花豆 昆布佃煮 きゃらぶき佃煮 しその実山菜

焼き肉丼 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 とろろうどん

味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 鶏天＆もろこし揚げ

ナムル風 カレイの味噌バター メンチカツ タラのにんにくソテー チキンチャップ シイラのみりん焼き ふろふき大根

チヂミ 里芋と豚肉の煮物 炊き合わせ 里芋の洋風煮 しらす和え 刻み昆布の煮つけ フルーツ

しば漬和え しらす和え きゅうりサラダ 根菜のごった煮 かぶの柚子風味

おやつ 黒糖まんじゅう ケーキ・レモンティー ととやき 杏仁豆腐 ロールケーキ カステラ ウエハース

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

シイラのパン粉焼き 豚肉と野菜の煮込み アジのトマト煮 五目玉子焼き アジの煮付け 豆腐とねぎの山椒炒め 鶏肉のしぐれ煮

カリフラワーマリネ 菜の花の和え物 焼きビーフン 牛肉と大根の煮物 もやしと水菜炒め ブロッコリーサラダ えび二ラもやし炒め

キャベツの洋風蒸し 金平ごぼう ごままぶし 小松菜のお浸し 冷奴 中華ワンタン煮 海藻サラダ

カロリー １３７３ｋｃａｌ １３７４ｋｃａｌ １３９７ｋｃａｌ １３９８ｋｃａｌ １３７１ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ １３６１ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

日 月 火 水 木 金 土
1 2

計算ドリル 2Fシチュー
ガーリックトースト

作り
3 4 5 6 7 8 9

ぬり絵 心療内科（３Ｆ） 漢字問題 内科検診 口腔ケア 紙芝居
3Fシチュー フラダンスボランティア

ガーリックトースト作り

10 11 12 13 14 15 16
クリスマス会 心療内科（２Ｆ） 防災訓練 俳句の会 口腔ケア 漢字問題 計算問題

DVD鑑賞 体操・ボール投げ

17 18 19 20 21 22 23
心療内科（３F） 内科検診 漢字問題 天皇誕生日

DVD鑑賞
文化祭展示

24 25 26 27 28 29 30
バナナケーキ作り 心療内科（２Ｆ） 書道 書道 ぬり絵
2F.3Fお茶会

正月飾り作成

31
大晦日 ★　毎日体操

★　お天気の良い日は毎日公園散歩

12,December,2017

Ｓさん 夕方になると職員と一緒に布団を敷いて下さいます。

Ｋさん
職員の歌謡祭にとても喜ばれていらっしゃり、花束贈呈して
頂きました。

Ａさん
カラオケ大会実施し、ノリノリで皆様の前で歌って頂きまし
た。

Ｋさん
食事介助や排泄の介助をすると、「ありがとね」と感謝して
下さいます。

Ａさん 職員や利用者様のことを気にかけて声を掛けて下さいます。

Ｋさん
カラオケ大会で初めて自分のお好きな歌を歌ってくださいま
した。

Ｋさん
カラオケ大会でご自分の自慢の歌唱力を披露してくださり皆
様に「上手だねえ」と褒められていらしゃいました。

Ｗさん
文化祭の作品制作に積極的に参加して下さり、素敵な作品に
仕上げて下さいました。

Ｙさん
歌謡祭の際、スタッフの男装や女装を見て、「あの人誰？」
と尋ねてらっしゃいました。

Ｋさん
とても身だしなみを気になされ、よく居室にてお着替えをさ
れています。

Ｎさん
歌謡祭にて、皆様と楽しそうに手拍子をしてらっしゃいまし
た。

Ｔさん
餃子パーティをしましたがとてもおいしそうに召し上がって
らっしゃいました。

Ｍさん
餃子パーティにて具材を皮に包むのを、皆様と協力して手
伝って下さいました。

Ｈさん
最近は男性スタッフとも将棋をして楽しんでらっしゃいま
す。

Ｈさん
カラオケ大会にてとても張り切って皆様の前にて歌を披露し
て下さいました。

Ｋさん
とても綺麗好きな方で、食後の御飯茶碗を丁寧に洗って下さ
います。

Ｔさん
目の前の利用者様にとても気を使って「寒くない？」「テレ
ビ見たい？」など話しかけて下さいます。

Ｋさん
健康のために歩くとおっしゃって毎日廊下を往復してらっ
しゃいます。

今月の私

ゆとりあでは、毎月万が一の災害に備え避難訓練を実施し

ております。 


