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 日々の寒暖差が激しくなり、山々には紅葉が見られるよう

になってきましたね。季節の移り変わりに、人の身体が適応

するのが大変な時期でもあります。 

 日々の健康を保つ為に、最近では様々な方法や情報がTV

やインターネットで得られるようになり、むしろ情報過多な

様子がしばしば見受けられます。しかし今も昔も変わらない

こともあります。人の健康で基本となるのは日常生活にあり、

その中で栄養摂取が基本と言えます。その栄養摂取の中でも

特に咀嚼、つまり良く噛んで食べるという行為が日常生活の

中で基本のうちの一つと言えます。噛むという行為を行うこ

とで歯が丈夫になることは勿論、噛むことで認知症予防にも

なり、食べ物が消化・吸収しやすい状態で摂取できるため、

太り難い、便秘予防になる、誤嚥し難い等の効果が期待でき

ます。 

 食欲の秋と言われるこれからの季節、美味しい物をいつま

でも美味しく、健康的に食べられるように良く噛んで食べる

ことで健康寿命を延ばし、日常から健康を意識して生活して

いくことが大事だと思われます。 

徳耀会 ゆ と り あ 通 信 

 厚労省の睡眠障害対処12の指針⑪ 

  

 「睡眠衛生」に関わる厚労省の睡眠障害対処12の指針の

11番目は『11．睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと』です。

私は普段ほとんどお酒を飲みません。しかしたまに飲み会

で飲んで帰ると、すぐに寝付いたとしても2‐3時ごろに目

覚めてしまうということを経験します。これには科学的根

拠があります。アルコールは確かに催眠作用があり、寝つ

きを助けるでしょう。しかしアルコールすぐには肝臓で分

解され、その副産物はむしろ脳と体を興奮させる物質とな

ります。そのためアルコールを飲んだ数時間後からはむし

ろ起こす作用が発揮されるのです。眠れない人が寝酒をし

て、確かに寝つきはよくなるが途中で起きてしまうので、

さらに酒量が増える、という悪循環に陥る可能性がありま

す。 
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前回に続いて甲状腺疾患のお話をします。 

・びまん性甲状腺症（続きです） 

C・橋本病⇒甲状腺に慢性の炎症が起こったもので慢性

甲状腺炎ともいいます。甲状腺機能に異常ないことも多い

が、機能が低下することもあります。甲状腺に障害を与え

る自己抗体（TSAB・TPOAB）が出現し、甲状腺細胞が炎

症・破壊される疾患です。 

D・亜急性甲状腺炎⇒甲状腺が腫れて痛みます。しばし

ば発熱もあります。バセドウ病のような全身的症状がでま

すが、一時的で次第に正常に戻ります（再発はマレ） 

・結節性甲状腺腫（甲状腺の一部にしこりができる） 

甲状腺腫瘍⇒大部分は甲状腺には異常がありません。の

う胞（液のたまり）のような良性のものもありますが、悪

性（癌）のこともありますので、甲状腺の腫れを自覚した

り、検診などで指摘された場合は医療機関を受診してくだ

さい。 

 

また遺伝的要因がありますので、家系内に甲状腺疾患の

ある方で思い当たる症状があれば受診ください。（内科・

内分泌化） 

 最近、秋を通り越して冬のような寒さになってきました

ね。この時期はウイルスなども活発になりやすい時期なの

で、しっかり栄養を取って、暖かくして寝てくださいね。 

 今回私がお話させて頂くのは、『シナプソロジー』とい

う、運動と頭をつかった治療方法です。 

シナプソロジーを簡単に説明すると、『２つの事を同時に

行う』『左右違った動きを行なう』といった普段慣れない

動きで脳に適度な刺激を与え、活性化を図ります。複数人

で楽しく行うことで、感情や情動に関係した脳も活性化さ

れ、認知機能や運動機能の向上と共に、不安感の低下も期

待できます。笑顔やコミュニケーションが生まれるので、

楽しく続けられるのがこのプログラムの魅力です。このト

レーニングは、あの柔道の金メダリストで有名な谷亮子さ

んも行なっていたと言われています。 

ぜひ、このトレーニングで心も体も頭の中も健康にしてい

きましょう。 

 
   

 １０月になるとすっかり秋らしくなりました。秋といえば

食欲の秋ですよね。おいしい旬の食材を沢山食べて秋を満喫

したいものです。 

 食べることについて施設で気を付けていることは食中毒を

予防することです。食事の準備をするじかんや管理の方法、

包丁やまな板の消毒や入居者の皆さんやこまめなスタッフの

手洗いの実施など、皆さんが健康で楽しく食生活が送れるよ

うに援助しています。 

  

  

内科 大楽先生 

在宅往診部 訪問リハビリ 飯野理学療法士   

金看護師 

在宅往診部 歯科医師 柳瀬先生 

在宅往診部 鈴村歯科衛生士 

どらやき作り 焼きそば作り 

運動会 

心療内科 上里先生 

小松看護師 

「良い歯の日≪8020運動≫は、平成元年に日本歯科医師

会が制定した記念日です」「８０２０運動」とは、いつま

でも美味しく楽しく食事をとるために、８０歳になっても

自分の歯を２０本以上保つことを目標としています。 

８０２０達成者は年々増加しており、平成１７年の調査で

は２４．１％でしたが平成２３年には３８．３％にまで増

加しています。身体の健康を保ち、おいしく食べるには

「歯と口の健康」は欠かすことはできません。しっかり噛

むことで唾液が分泌され胃や腸での吸収がよくなります。

２０本以上の歯があればほとんどの食べ物を噛み砕くこと

ができ、味を楽しみながら食べることができます。 

冬本番を迎え気温が下がり空気も乾燥し、 

インフルエンザ流行の季節がやってきまし

た。 

インフルエンザは非常に感染力が強く、毎

年、日本人の約10人に１人がかかってい

るといわれています。 

一人ひとりがしっかりと予防しましょう。 

インフルエンザウイルスは、気道の粘膜に

付着して増殖します。 

本来、気道粘膜にはタンパク質の膜がある

ため、ウイルスが付きにくいのですが、歯

垢や舌の汚れが増えると、プロテアーゼな

どのタンパク質を破壊します。 

口腔の細菌が増殖すると、インフルエンザ

になるきっかけになるのです。 

日頃から口腔内環境を清潔に保つことを心

がけ、歯磨き等しっかりと行っていきま

しょう。 

～  お知らせ  ～ 
 この度医療法人社団徳耀会及び、徳耀

会理事長が足立区功労者表彰を受け、ま

た足立区社会福祉協議会会長賞を受賞

致しました。 

 新しいスタッフとして長塩克彦さんが入

職されました。徳耀会総務管理部及び事

業企画開発運営部に所属いたします。 

  



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

28 29 30 31 口腔ケア 脳トレ 文化の日
フラダンス・歌

4 5 6 7 8 9 10
書道 心療内科（3F） ぬり絵 内科検診 口腔ケア 脳トレ 書道

11 12 13 14 15 16 17
心療内科（2F） 口腔ケア 脳トレ 歌謡祭

　　 太巻作り 文化祭
文化祭準備

18 19 20 21 22 23 24
誕生日会 心療内科（3F） ぬり絵 内科検診 口腔ケア 勤労感謝の日 書道

防災訓練

25 26 27 28 29 30
心療内科（2F） 口腔ケア 1

クリスマス飾り付け

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

11,November,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

ソーセージソテー ほうれん草平焼き アジのサンガ焼き ソーセージソテー 納豆 つくね小判 赤ウインナーソテー

ホットサラダ ゆかり和え 青菜と揚げの煮浸し かぶサラダ 切干大根の煮物 ゴマダレかけ くるみサラダ

かんぴょうごぼう のり佃煮 しばわかめ 練り梅 練り梅 しば漬け 昆布佃煮

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 中華スープ

ポテトキッシュ風 シルバーのさっぱり煮 豚肉のピリ辛炒め 豚肉のおろしかけ 和風ハンバーグ チキン南蛮 麻婆豆腐

きゃべつのさっと煮 ベーコンソテー 酢の物 ひじきの炒り煮 イタリアンサラダ ピーマンのごま和え 中華風サラダ

マリネサラダ 冷奴 フキと真丈の煮物 茶わん蒸し 白菜としらすの煮もの トマトサラダ にら饅頭

おやつ ロールケーキ グレープゼリー 鯛焼き 黒糖まんじゅう ドームケーキ おせんべい＆チョコレート ヨーグルトババロア

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 お吸い物 味噌汁 お吸い物 味噌汁 お吸い物 味噌汁

豚肉のおろしのせ 鶏肉のこってり煮 ポークチャップ ブリの煮付け 豆腐のとろろチーズ焼き 白身魚の味噌煮 白身魚の酒塩蒸し

ニンニク醤油炒め 小松菜のお浸し いんげんの和え物 茄子の味噌炒め セロリのカレー炒め たけのこバター醤油 竹輪のカレー炒め

パンプキンサラダ お好み焼き かぶのスープ煮 柚香和え キャベツと人参サラダ 塩昆布和え 長芋と梅めかぶ

カロリー 1471ｋｃａｌ 1468kcal 1523kcal 1422kcal 1442ｋｃａｌ 1472ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

  

  

  

 朝晩の冷え込みを感じる頃となりましたが、

ゆとりあの利用者様におかれましては、衣替え

の準備をしているところです。 

 寒いからと言って縮こまっているのではなく

毎日身体を動かすよう心掛けており、ラジオ体

操・パタカラ体操を行い、能力アップを目指し

つつ、外出が出来ない場合は廊下での歩行や屋

上に行き、360度見渡しながら花壇に水やり

をしたりしています。筋力低下で姿勢が悪くな

ることや、バランス能力の衰えから転倒しやす

く骨折するリスクも高いため（筋肉は年齢にか

かわらず、増やすことが出来ると聞いたことが

あります）少しでも、運動・食事のバランスを

意識しながら、いつまでも自立歩行ができるよ

う利用者様に声を掛け合いつつ、スタッフと一

緒に頑張っていきましょう。 

 

追伸：インフルエンザ予防接種申込者、及び承

諾書のご提出をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 介護では「記録」を書く上で重要な点がある。

①他者へ伝わるように文章を簡潔に書く②略語

を避けて誰が見ても分かる言葉を選ぶ③場面が

伝わるよう感情を入れずに具体的に書く⑤

5W1H（いつ、どこで、誰が、何を、どのよ

うに、なぜ）を文章に組み込むこと等があげら

れる。 

 その意義には介護を医療が協調しあい地域連

携を強化する目的がある。 

 質の高い自立支援サービスを提供するために

は分かりやすく正確な介護記録を残すことが重

要なスキルの一つと言えるのである。 

    
 

 

 

 

榎本施設長より 

横尾ケアマネより 

医療法人社団 徳耀会  

グループホーム  ゆとりあ 

120-0003 足立区東綾瀬3-13-11 

http://www.tmhc.jp/ 

℡ 03-5616-1094 fax 03-3605-1092 
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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。今回は足除細動器の使い方を指導しました。 

Ｓさん
最近は毎日車椅子を押して歩かれ、リビングと居室を往復さ
れています。

Ｋさん
亀有のアリオに買い物ツアーに出かけました。ご自分の好き
なものを沢山買い満足されていました。

Ａさん
どらやきを皆様と一緒にホットプレートで作り楽しまれてい
ました。

Mさん
どらやきを皆様と一緒に作り美味しく召し上がっていまし
た。

Mさん
10月からゆとりあに入居されました。食器洗い等積極的に動
いて下さいます。早く生活に慣れるよう全力で支援して参り
ます。

Mさん
転倒した部分の腰の痛みもよくなり、日常生活もスムーズに
過ごせるようになりました。

Ｋさん ボーリング大会参加され皆様と楽しく過ごされました。

Ｗさん
足の痛みの訴えあり、外部医療機関に受診し検査しましたが
特に異状なく痛みどめの内服をして様子を見ています。

Ｗさん
下肢筋力の低下が見られるのでなるべく歩行で移動するよう
に促しています。

Ｎさん
お歌を歌うと手拍子などをしてリズムをとってくださいま
す。

Ｔさん
お歌の会にて「ポンポンポンポン」と掛け声をして手拍子し
てくださいました。

Yさん
最近は他の利用者様の食器も洗ってくださいとても助かりま
す。

Ｈさん
スタッフやボランティアのかたと将棋を対戦するようになっ
てから「毎日がとても楽しい」とおっしゃっています。

Ｈさん
スタッフと屋上にご自分の布団を干しにいったりして活発に
動かれています。

Ｋさん 毎日起きたら歯を必ず磨いてとても清潔にされています。

Ｔさん
利用者様の食器を洗ったり、洗濯物を畳んだり活発に動いて
下さいます。

Kさん
外部の医療機関に入院していましたが、退院してまたゆとり
あへ再入居となりました。全力で支援してまいります。

今月の私


