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パソコンを職場や家庭で利用することがとても多くなって

います。しかし長時間パソコンを使用していると色々な自覚症

状を起こすことがあり、これらは使用時間に比例して増加しま

す。これらの不快症状を起こすことをVDT（Visual Display 

Terminals）症候群と呼びます。症状として

目⇒疲れる・ぼやける・痛い・乾く・充血する

頭⇒痛い・重い

腕・手⇒痛い・だるい・しびれる・こわばる・冷たい

肩・首・背中⇒痛い・重い

腰・足⇒痛い・だるい・しびれる・冷たい

その他⇒翌日まで疲れが残る・夜中に目が覚める・胃腸の

調子が良くない・意欲が湧かない

などがあります。とくに長時間・キーボードを打ったりし

て手首を曲げた状態が繰り返されると手首に痛みが生じます。

（手首トンネル症候群）

次回はパソコンと上手に付き合う方法を考えましょう。

厳しかった寒さも終わり、桜の季節になってきました。

今回は運動と栄養についてお話をさせていただきます。筋

肉を作るのが、運動と栄養と休息のバランスだといわれて

います。

運動によって破壊された筋肉は、しっかりとした栄養摂取

と休息によってより強い筋肉へと変わっていきます。運動

と運動の間隔を空けすぎても蓄積されていかないので、運

動は出来れば週２～３回は行った方がよいとされています。

また、栄養についても肉・魚に含まれるたんぱく質はもち

ろん、お米に含まれる炭水化物も需要なエネルギー源です。

野菜には食物繊維やビタミン類など、身体の調子を整える

栄養素が多く含まれています。

今までお話したことは、おそらくどこかで聞いたことがあ

るとか思います。しかし、頭では理解していてもなかなか

行動に移せないのが現状だと思います。（私も含めて）

年齢を重ねてくると「健康」は簡単に得られるものではあ

りません。そして「変えること」や、それを「継続」する

ことも簡単にはできないと思います。まずはほんの少しの

唾液の必要性についてお話します。寝ている間はカラダ

の機能も休みますので、起きている時より唾液の分泌が少

なくなます。唾液の分泌量が減ると、口の中の細菌量を抑

える働きも低下しますから、 口腔内の細菌は睡眠突入後３

時間もすれば、爆発的にその数が増えていき、約８時間で

飽和状態に達します。では寝ている間はどうしたらいいの

か？以前にもお話ししましたが、鼻呼吸をして、できるだ

け口の中を乾燥させない事が重要です。さらに、食後に歯

を磨いていても、寝る前にもう一度磨いたり、マウス

ウォッシュで口をゆすぐことで、寝る前に細菌の絶対数を

減らすことができ、繁殖も抑えられます。歯科医院で口腔

ケアを行った場合と、ご自身で単純な清掃を行った場合と

比較して、歯科医院で口腔ケアをすると、発熱や肺炎の発

症回数が減少したという報告もありますから、口の中を綺

麗にしていないと、歯だけではなく、カラダ全体にまで悪

影響を及ぼすことにもつながりますから、たかが歯磨きと

内科 大楽先

在宅往診部 歯科医師 吉秋先生

在宅往診部 小野歯科衛生士

いなり寿司作りひな祭り

パンケーキ＆ポトフ作り

4月に入り、とても活動しやすい気候となってきました。

これ程に温かくなってくると、運動でもしてみようかな？と

思えてきます。今日は、温かくなると活発になるゴキブリを

どう退治して施設の中の清潔環境を保っているかをお話しま

す。

ゴキブリは、人と同じで暑さや寒さに弱くこれくらいの気

候の時に活発に活動します。よく見かける家の中のゴキブリ

を一匹退治したところでゴキブリはいなくなりませんし、そ

の繁殖力は半端ないので増えていくことばかりです。そこで

心強いのが、巣ごと退治してくれる餌タイプのゴキブリ駆除

剤です。一箱十二湖くらい入っているものを一回で使い切り、

ゴキブリが通りそうな場所や隙間に置いておくと、その餌を

食べたゴキブリはもちろん、餌を食べたゴキブリのした糞を

食べた他のゴキブリも死んでしまいます。大切なのは、メス

の卵に効くものを選んで使用することでこれでゴキブリを巣

ごと退治できます。

ゴキブリは段ボールの小さな隙間や鉢植えの中に卵を付け

金看護師

口の中は細菌が繁殖しやすい環境で、実は肛門より細菌数が多

いとも言われています。なんと、歯も磨かず放っておくと、その

数は１兆個にもなるそうですよ～！聞いただけで病気になりそう

ですよね？口の中の細菌には、カンジダ菌、黄色ブドウ球菌、緑

膿菌、肺炎桿菌など、全身疾患の原因菌も含まれていて、免疫力

の低下とともに増殖し、病気を引き起こすこともあります。当然

ですが、虫歯や歯周病なども引き起こします。 しかし、ほとんど

の菌は健康であれば何もしない菌で、悪さをする菌は、ごく一部

です。とはいえ、細菌数は絶えず変わり、放っておくと1兆個、

歯磨きをした後でも1000億個は存在します。そこで重要な働き

をするのが唾液なんです！というのも日中起きている間は、唾液

を分泌していて、自浄作用によって細菌が洗い流され、細菌の働

きを抑えてくれるのです。 食べ物をよく噛んで唾液がいっぱい分

泌されるようにおススメする理由は、こんなところにもあるので

在宅往診部 訪問リハビリ 小林理学療法士

この度医療法人社団徳耀会に

新しく、介護部門総統括とし

て久野永一朗さん、財務経理

部門に飯島由香里さんが入職

されました。
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春爛漫の季節となりました。長きに渡る冬の寒さより、桃の花が…梅の花が……咲き、やっとやっと桜の蕾が ・・・われ先に咲き

はじめ、と思いきや三寒四温の真っ最中の今日この頃です。

さて、昨年は、自然災害が多い年でした。気象予報が進歩した現代において集中豪雨や台風などの被害軽減の為の事前準

備がある程度可能でありますが、地震を予測する事は難しく日頃の備えが必要であります。最近日本のみならず、インドネシア

台湾南米と環太平洋地域で大地震が頻発しております。日本でも東南海地震首都直下型地震がいつ来ても不思議ではないと

の専門家の見方でありますが・・・ 従い、普段の準備(水・食料・燃料等の備蓄)家具転倒防止策・昼夜問わずの避難体制強化

等忘れずに準備避難訓練の実施を行いたいと思っております。

今年平成31年四月平成最後の月にて、来月五月一日より 新天皇様即位により令和元年の始まりです。

江戸幕末より150年、日本の元号は、明治大正昭和平成と移り変わり時代も各年代によりいろいろな国難が有りました。来月

より令和年代が、国民にとって平和で明るく元気な良い年代の始まりであります様に、ご祈念致します。

また、当法人として徳耀会クリニックの山縣博院長先生が今月四月一日より徳耀会クリニック名誉医院長となりました。他に上

里先生が国際医療福祉大学教授にご就任致しました。又、他に2~3名の新任医師が当クリニックへ東京医科歯科大学より派遣

予定となっております。

GHゆとりあでは、昨年より夜間当直は、全員看護師による者と致しております。

今後とも、より一層安心安全明るく元気で親切な医療機関・介護福祉施設、 となるべく 、徳耀会職員一同頑張る所存で

ありますのでご支援ご協力を頂きたく宜しくお願い申し上げる次第です。

～新しい職員のご紹介

～



　　

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

ほうれん草平焼き 高野豆腐の煮物 ほうれん草平焼き ジャーマンポテト 納豆 和風ロールキャベツ がんもの煮物

パンプキンサラダ 生姜醤油和え さつま芋サラダ ゆかり和え 切干大根の煮物 昆布茶和え キャベツの梅生姜和え

たいみそ しいたけ昆布 ふりかけ 子持ちサラダ 練り梅 しば漬け 広島菜さわやか漬け

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

野菜かき揚げ 豚肉のピリ辛炒め サバの蒲焼き 麻婆豆腐 赤魚の土佐漬 とんかつ 天ぷら盛り合わせ

豚肉と里芋の煮物 酢の物 茄子の煮物 中華風サラダ 焼き竹輪の煮物 わかめの酢の物 かぼちゃの煮物

キャベツ人参サラダ フキと真丈の煮物 かぶのとろろ昆布乗せ にら饅頭 磯わさび和え 温奴 ほうれん草胡麻和え

おやつ 桃まんじゅう チョコパン ロールケーキ プチシュー クリームパン ドームケーキ コーヒーゼリー

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 お吸い物

ホキのケチャップ煮 ホキの蒸し物 疑似豆腐 さつま揚げの煮物 麻婆玉子炒め 豆腐とえびの旨煮 厚揚げの味噌炒め

白菜と春雨のサラダ 里芋の煮物 くるみ味噌和え ごぼうサラダ かに風味シュウマイ カリフラワーサラダ チンゲン菜サラダ

餃子 白菜サラダ たけのこ金平 菜の花さっと煮 しらす和え もろこし香ばし揚げ きのこの醤油蒸し

カロリー 1532kcal 1469kcal 1525kcal 1526kcal 1443ｋｃａｌ 1471kcal 1472kcal
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今　週　の　献　立

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

31 花見 花見 口腔ケア 心療内科（2F） ぬり絵
花見

7 8 9 10 11 12 13
焼きそば作り 内科検診 口腔ケア 花飾り作り 脳トレ

14 15 16 17 18 19 20
中国語講座（2F） 中国語講座（3F） 口腔ケア 公園散歩 誕生日会

　　

21 22 23 24 25 26 27
ぬり絵 防災訓練 内科検診 口腔ケア 脳トレ 習字

28 29 30
昭和の日 天皇陛下退位の日 31 1 2 3

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

4,April,2019

※心療内科に関して、今まで主治医でいらっしゃった山縣医院長が名誉医
院長に就任されるため主治医をそれぞれ割り振らせて頂きます。そのため

毎週月曜から利用様によって曜日が変わります。

榎本施設長より

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。今回は足立消防署の隊員の方に来ていただき、

水消火訓練・AEDの使用方法を指導して頂きました。

春の到来近し、桜を楽しみましょう

日本人にとって桜は最も親しみのある花です。

花見は奈良時代には中国から伝わった梅の花を

観賞するものでしたが、平安時代に花の人気が

梅から桜へ変わっていったのに伴い、花見の対

象も桜に変わったと言われています。その当時

は花見は貴族の楽しみでしたが、江戸時代にな

ると徳川家光が奈良の桜を上野に移植されるな

ど、江戸にも桜の名所が生まれ花見が庶民の楽

しみとして広まりました。

同じころに旬を迎えるたけのこ・春キャベツ

新玉ねぎは食感が柔らかく甘みも感じられるの

が特徴です。ゆでたてのたけのこの風味や香り

もこの時期ならではのお楽しみ。水煮とは一味

違う美味しさを楽しんではいかがでしょうか。

3月18日（月曜日）防災訓練実施（地震及び

火災想定）西階段から歩行可能な方は避難致し

ました。大谷田消防署隊員の方々により（自動

体外除細動器（AED）及び水消火）使い方の説

明がありました。スタッフも水消火に参加しま

した。

横尾ケアマネより

人間の身体には「自然の動き」というものがあ

ります。「寝返る」「座る」「立ち上がる」動

作です。目には見えませんが、「重心」という

力が存在し、立っている時や座っている時に上

手に動かすことで、体位を変えながら日々過ご

しているのです。足で支える力を「支持基底

面」といい、両足を閉じるよりも広くした方が

安定した体位（姿勢）を保つことができるので

す。

例えば、椅子やベッドの横に座る時は肩幅ほ

ど足を広げたほうがより安定して座っていられ

る理由です。

Ｓさん
最近は転倒に注意して、歩行器を使用して歩行するようにし
ています。

Ｋさん
亀有のアリオへ買い物に行きたいとの訴えがあるので、計画
しお連れしようと考えています。

Mさん
足立消防署立ち合いで行われた防災訓練、「寒い寒い」言い
ながらも頑張って避難して下さいました。

Mさん
スタッフの飼っているペットの事を心配して「猫ちゃん元
気？」と優しくお声掛けしてくださいます。

Mさん 食事後の食器洗いを、K様と一緒に頑張ってくださいます。

Ｋさん
「昔犬を飼ってたの」と楽しそうに昔話をしてくださいまし
た。

Ｗさん
体調を崩されてからあまり元気のない日が続いていました
が、最近は復活されて、元気に声を出してらっしゃいます。

Ｎさん
ひなまつりの会にて皆様が歌ってる歌を一生懸命手拍子で盛
り上げてくださいました。

Yさん
調理レクに参加され、食材切りなどスタッフや利用者様と一
緒に手伝ってくださいました。

Ｈさん リハビリがてら、毎日廊下を行ったり来たり歩いています。

Ｈさん
腰痛が酷いとの訴えあり辛そうです。少しでも痛みを和らげ
るよう、将棋などをして気分をリフレッシュさせるようここ
ろがけています。

Ｋさん
最近腰が痛いご様子で、大楽先生と話し合って、今後どのよ
うに改善していくか検討していきたいと思います。

Ｔさん
左手を骨折されてから、バランス感覚が悪くなり歩行時もふ
らつきが見えるようになりました。転倒しないよう細心の注
意を払いながら見守っていこうと思います。

Tさん
足立消防署の方が防災訓練の指導に来て下さり、一番大きな
声で消防隊の方に質問をしていました。

Hさん
入居されて２か月がたちましたが、最近は徐々にゆとりあの
生活にも慣れてきて夜間も居室にて眠れるようになりまし
た。

今月の私


