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 11月に入ると毎年インフルエンザの予防注射

を受けている。自分自身への予防のほか、みんな

で予防接種することで集団免疫力を高める効果が

ある。思い返してみると、これまでに3回くらい

はインフルエンザにかかったことがありいずれも

一週間くらい寝込んだ記憶がある。そのうち１回

は、真夏に悪寒と共に体が震えてただならぬ自分

自身の体調変化に困惑したことを思いだす。イン

フルエンザはとてもつらい病気である。 

 タミフルやリレンザという特効薬は一時期、副

作用に関する警鐘が盛んだったが、その恩恵はか

なりのものである。小学生の息子が、鼻粘膜のウ

イルス検査で診断されてタミフルを服用したが2

日で速やかに回復し、「よく効く」と実感させら

れた。 

 医療関係者はもしインフルエンザにかかったら、

職場には行かない、病院を受診して診断と治療を

受ける、そして治ってから仕事に行くなどが求め

られる。 
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今回は男性の方の病気の中で前立腺がんについ

てお話します。 

前立腺は男性だけにある臓器で精液の一部とな

る前立腺駅を分泌するなどの働きを持っています。

前立腺がんは中高年の男性に多いがんで、欧米の男

性に多い病気でしたが近年は日本人男性にも増加し

ています。 

前立腺にかかりやすいリスク要因として年齢と

家族歴です。50歳以上で家族に前立腺がんにか

かった人がいる時は検診を受けることをおすすめし

ます。 

早期（病期Ⅰ～Ⅲ）なら5年相対生存率100％

ですががんが進行して病期Ⅳ期になると5年相対生

存率は50％になってしまいます。前立腺がんは早

期だと自覚症状がほとんどありませんが、前立腺肥

大症を同時に発症することが多くその症状が出るこ

とがあります。前立腺肥大症は前立腺が肥大して尿

道を圧迫し閉塞する病気です。 

 「ヒートショック」 という言葉をご存知で

しょうか。ヒートショックとは、急激な温度差

によって体に及ぼす影響のことです。ヒート

ショックにより失神、ひどい場合には心筋梗

塞・脳梗塞などになってしまいます。 

 12月に入り、寒さも本格的になってきました。

家の中でも、暖房の効いた暖かい部屋と、暖房

の無い寒い部屋の温度差が大きくなってきます。

その代表がトイレとお風呂です。 

温度差をなくすための対策方法をご紹介します 

①脱衣所やトイレを小型の暖房器（温風式）で

暖める 

②風呂場の床にスノコやマットを敷いておく 

③シャワーでお湯をためることによって、浴室

全体を暖めておく 

④すでに浴槽にお湯がたまっている場合は、入

浴前にふたを開けておく 

⑤トイレは暖房便座を設置する 

家族全員がヒートショックに注意して、急な体

の変化が無いか気をかけることも大切です。み

んなでヒートショックを防ぎましょう。 

 

   

 今年もあとわずかとなりました。皆様にとって今

年はどんな年だったでしょうか？世間ではいろいろ

な出来事が起こりました。自然災害だけでなく天災

より怖いもの、それは人の心の軸のズレ。世間で起

きていることの無関心にならず自らの心の軸がずれ

ていないか確かめて。「災い転じて福と為す」こと

もできるはずです。師走に一度立ち止まり、一年を

振り返り、ゆとりあの皆様と共にお互いを敬いあっ

て平成最後の大晦日を迎えたいと思います。 
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 毎年秋から冬にかけてノロウイルスを原因とする

嘔吐、下痢が流行します。ノロウイルスの感染力は

非常に強くわずかなウイルス量で感染します。小さ

なお子様やお年寄りその他体力の落ちている人は十

分に気を付けましょう。 

 帰宅後、トイレ後、調理前、食事前には石鹸で手

洗いをしましょう。ドアノブで手すり、椅子、トイ

レなど頻繁に触れる場所は0.02%に希釈した次亜塩

素酸ナトリウム溶液で拭き、10分後に水拭きして感

染予防に努めましょう。 

牧山看護師 

 寒くなったり暑くなったりと、季節とわ

ずの気温差となっていて、体調を崩され

る方が多くなってきています。手洗いう

がいももちろんですが、お口の中を綺麗

に清潔に保つこともとても大事です。お

口の中の細菌をそのままにしておくと、

細菌が肺等に入って肺炎になったり、風

邪の原因にもなります。寝ている時が、

一番お口の中の細菌が増える時間帯とな

りますので、お食事後はもちろん、寝る

前にしっかりと歯磨きを行うことが大事

です。 

 だいぶ乾燥が目立つ季節となってきました

ね。この季節、なかなか喉が渇く、というこ

とは少ないかもしれませんが、渇かないから

と言って水分を補給しないと、お口の中は乾

燥します。すると、細菌の繁殖に繋がったり、

風邪や肺炎等の原因にもなります。お口の中

をも清潔に保つことは大事なことなので、歯

磨きの仕方にも注意して、定期的に歯医者さ

んへ行き、歯磨き指導を受けることをお勧め

いたします。治療が終わったから終わり、で

はなく、定期的なメンテナンスを受けること

もとても大事です。 
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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。最近は西側の非常階段を実際に使用して訓練し

 公園の木々も色づき始め、鮮やかでとても綺麗

です。日中は暖かく、朝夕一段と冷え込み、そ

ろそろ冬支度の準備が必要な頃でしょうか？近

隣のスーパーでは秋の果物・野菜・きのこ類が

勢揃いし、みかん・りんご・柿などビタミンCが

豊富、風邪予防には覿面。 

 内科検診にてインフルエンザ予防接種無事終

わり、特別体調悪い方はおりませんでした。 

 11月下旬より文化祭実施、リビングには大き

な柿の木を掲示、日常生活支援の中で皆様が協

力してできた作品です。 

 お天気の良い日に散歩に出かけ、散髪もされ

て皆様気分も若々しく見えました。 

 毎月防災訓練を第三月曜日に実施しておりま

す。 

 今年も一ヶ月で平成30年度が終わります。新

たな年に向けてご家族様引き続きご支援・ご協

 はじめまして、総務管理部のながしおです。 

突然ですがみなさんはなにか体にいいことして

いますか？ 

エクササイズで筋肉を鍛えるように、みなさん

にとって徳耀会という場所がこころの幸せ筋を

鍛える場所になれるように、総務としてがん

ばってみたいとおもいます。 

小倉総務より 

 つい最近まで、猛暑だったのが季節も変わり、

平成最後の年も残りわずかになりました。忘年

会、クリスマスなど行事ごとが多く、お酒の好

きな方は嬉しいシーズンですが 

休肝日を作るなど体調管理は忘れずに行いま

しょう。 

 

日 月 火 水 木 金 土
1

25 26 27 28 29 30

2 3 4 5 6 7 8
心療内科（3F） 内科検診 口腔ケア 脳トレ 体操
誕生日会 クリスマス飾り製作

9 10 11 12 13 14 15
心療内科（2F） 口腔ケア

　　 クリスマス飾り製作

おやつ作り
16 17 18 19 20 21 22

心療内科（3F） 映画鑑賞会 内科検診 口腔ケア 脳トレ 体操
防災訓練 食事作り

23 24 25 26 27 28 29
天皇誕生日 振替休日 クリスマス会 口腔ケア

30 31
大晦日 ★　毎日体操

★　お天気の良い日は毎日公園散歩

12,December,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

ほうれんそう平焼き ソーセージソテー イカ団子の煮つけ アジのサンガ焼き 赤ウインナーソテー 納豆 赤ウインナーソテー

ゆかり和え ホットサラダ ごまだれかけ 青菜と揚げの煮浸し くるみサラダ 切干大根の煮物 花野菜のバター蒸し

味付けのり かんぴょうごぼう 野沢菜昆布 しばわかめ 昆布佃煮 練り梅 昆布佃煮

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

豚肉のピリ辛炒め 豚肉のおろしかけ とんかつ カレイの洋風蒸し チキン南蛮 麻婆豆腐 鶏肉のうま塩焼き

酢の物 ひじきの炒り煮 わかめの酢の物 マカロニソテー ピーマンのごま和え 中華風サラダ ひじきの煮物

フキと真丈の煮物 茶わん蒸し 温奴 玉子サラダ トマトサラダ にら饅頭 モロヘイヤのお浸し

おやつ 黒糖まんじゅう おせんべい＆チョコレート グレープゼリー 抹茶ゼリー ヨーグルトババロア ドームケーキ プチシュー

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

お吸い物 お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

ブリの煮付け 白身魚の味噌煮 タラのさっぱり和え 豚肉と春雨の炒め 白身魚の酒塩蒸し つみれと大豆チャップ ポークチャップ

茄子の味噌炒め たけのこバター醤油 茄子の田舎煮 海鮮チヂミ 竹輪のカレー炒め 小松菜の和え物 いんげんの和え物

柚香和え 塩昆布和え 錦糸和え たけのこの和え物 長芋と梅めかぶ おさつスナック かぶのスープ煮

カロリー 1523kcal 1524kcal 1468kcal 1422kcal 1442ｋｃａｌ 1443ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

Ｓさん 歌謡祭に参加されて皆様と歌を楽しまれました。

Ｋさん
歌謡祭参加され「レクで一番好きだよ」と喜んでらっしゃい
ました。

Ａさん
たこやき体操を実施し、いちばん張り切って踊ってください
ました。

Mさん
太巻き作りに参加され、皆様と一緒においしく召し上がりま
した。

Mさん

10月からゆとりあに入居されましたが、ゆとりあの生活にも
徐々に慣れ、食器洗いなど積極的に動いて下さいます。現在
体調崩され入院してますが早く元気になって戻られると良い
ですね。

Mさん
歌謡祭参加され、その後のカラオケ大会にてスッタフと一緒
に好きな歌を歌いました。

Ｋさん
体調の変化を起こして検査のため入院してましたが、今現在
は戻られ元気に過ごされています。

Ｗさん
足の痛みの訴えが続いています。一日でも早く良くなるよう
外部医療機関と連携して治療を進めていきます。

Ｗさん
太巻づくり参加されスタッフや利用者さんと一緒に食材を
切って下さいました。

Ｎさん 歌謡祭参加され、笑顔で手拍子してくださいました。

Ｔさん
歌謡祭・カラオケ大会参加されスタッフがリズムを取ると
「ポンポンポンポン」と手拍子をして下さいました。

Yさん
太巻づくり参加され、利用者さんやスタッフと一緒に食材切
りを手伝ってくださいました。

Ｈさん
歌謡祭のあとカラオケ大会参加され、得意の歌を披露してく
ださいました。

Ｈさん 歌謡祭・カラオケ大会参加され得意の歌を披露されました。

Ｋさん
ご自分で髭を剃ったり、歯を磨いたりして自分で出来ること
はなるべく自分でしてくださいます。

Ｔさん
利用者様とスタッフが将棋をしていると「どっちが勝っ
た？」と聞いています。勝敗が気になるご様子です。

Kさん
１０月にゆとりあに再入居になりましたが、入院前の感覚を
取り戻したようで、現在は活発に過ごされています。

Tさん
11月からゆとりあへ入居となりました。一日も早くゆとりあ
の生活に慣れるようスタッフ一同全力で支援してまいりま
す。

今月の私


