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新しいクリニックの受付の職員を紹介します
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発行 徳耀会ゆとり

★3月のゆとりあ★ 

 在宅往診部 訪問リハビリ  森理学療法士 
 

「呼吸が苦しくて歩けない」≠「肺が悪い」 

「少し動いただけで苦しくなる」、「歩くと息が上がる」といった症

状はありませんか？これらの症状は肺を中心とした呼吸器の

障害だけでなく、循環器の障害で起こることが多くみられます。 

年齢を重ねるとともに心臓の力も低下し、十分な血液量を体の

隅々に行き渡らせることが出来なくなることがあります。 

体重の増減や下肢のむくみも心不全などの循環器の障害の

目安になりますので、日ごろからチェックすることも良い健康管

理となるでしょう。 

 

  

在宅往診部  土本歯科衛生士 
 

 みなさんは普段どんなタイミングで歯磨きし

ていますか？ 

 よく「食後３０分は空けて歯を磨くほうが良

い」「食後は早めに磨いた方が・・・」等、いろ

いろな説はありますが一つ言えるのは「朝は

食前に磨く」「就寝前の歯磨きが一番大事」と

いうことです。虫歯リスクが最も高まるのは就

寝中なので、寝る前と朝起きたあと、食事前

に歯磨きを行うと良いかと思います。 

公園へ全員で散歩

在宅往診部 歯科医師 田代先生 
  

 少しずづ暖かくなってきて桜も咲き始め、春らしい季節に

なってきましたね。 

 花粉症に方にはとても辛い時期ですが、花粉症が歯のトラ

ブルに繋がっていることは知っていますか？花粉症の主な症

状は鼻水・鼻づまりです。鼻呼吸が出来ないと自然と口呼吸

になります。このことで口の中が乾燥状態になり菌が繁殖し

やすくなり汚れが付着しやすくなります。 

 こまめに水分補給を行い、いつもより丁寧な歯磨きを心がけ

ましょう。 

・・斉藤 暁子です・・ 
 

患者様が安心して通え

るよう、お一人お一人

に丁寧に対応していき

たいと思います。 

精一杯頑張りますので

よろしくお願い致します。 
 

★ひなまつり★ 

  田中看護師 
  
前回に続き今回も花粉症についてお話しします。４月にな

ると一見収まるであろうと思われる花粉ですが、４月になり

飛散するものも多くあります。例えばコナラ・クヌギ・イチ

ゴ・リンゴ・シカラバなどです。コナラやクヌギは公園など身

近な場所にも植えられています。スギやヒノキは重量が軽

いうえ一度落ちても再び舞い上がり飛散距離を伸ばすの

で注意が必要です。花粉は皮膚トラブルの原因になるのを

ご存知でしょうか？冬から春になる季節の変わり目であり

生活環境の変化によるホルモンバランスが影響して肌荒

れを引き起こしそこに花粉が付着、炎症を起こしニキビや

湿疹じんましんの原因となっています。まぶたや顎・首や

頬などの露出した部位に出やすいので保湿をしっかりする

必要があります。 

 日常生活を整えることに加え飛散したら露出を減らす、メ

ガネやマスクを着用する、花粉を落としてから室内に入る、

そしてうがいをすることで対処しましょう。手洗い・うがいは

風邪だけでなく花粉の予防にもなるのですね。 

内科 大楽先生 
 
睡眠時無呼吸症候群（SAS Sleep Apnea Syndrome)について

お話します。 

睡眠時無呼吸症候群は気道の閉塞などの原因で、睡眠中に

何度も呼吸が止まる病気です。主な症状はいびき・起床時の頭

痛・日中の眠気・倦怠感などがあります。男：女＝２～３：１で生活

習慣で、タバコ、寝る前の過度のお酒、肥満、高血圧、糖尿病、脂

質異常症のある人は注意が必要です。また顔や首周りの形体的

特徴とこの病気の発症が強く関連しているとのことで、首が短い・

首が太い・下顎が小さい・下顎が後方に引っ込んでいる・歯並び

が悪い・舌や舌の付け根が大きいなど特徴のある人は要注意で

す。また女性は更年期以降に罹患率が高まります。（女性ホルモ

ンんのプロゲステロンが低下するため） 
 

 

♪誕生会♪ 

医療法人社団徳耀会理事長 榎本安行 

 

・・小笠原 明子です・・ 
 

医療現場は初めてで

不慣れな部分は多々

ございますが、患者様

をさわやかにお出迎え

できるよう笑顔での対

応を心がけていきたい

と思います。 

・・村尾 雄治です・・ 
 

患者様だけでなく受付

を通り過ぎる人へ人間

味のある対応を心がけ

たいと思います。 

よろしくお願いいたしま

す。 
 

～ お知らせ ～ 
クリニックの京野穂集先生が、この4月1日で横浜市立みなと赤十字病院精神科の部長にご昇進されま

した。 
 

 謹啓       

 日ごろ 医療法人社団 徳耀会に対しまして 大変  御理解 ご協力を賜り、誠に心より御礼申し上げます。 

 さて 、本年もあっと言う間に桜満開の季節となりました。春の訪れは、何となく心を浮き立たさせられる思いは、何と心良

いものと感じる事は、私だけではないと思います。この季節を十分に楽しんで戴きたく思っております。 

 さて、当法人も 精神科 心療内科 歯科などを中心に外来・在宅訪問医療(心療内科 歯科  リハビリ)を、早１３年目を迎え

ます。他に グループ・ホーム等の運営を行なっておりますが、特に、高齢化社会を迎え需要と供給の関係は大変厳しいも

のが有ります。特に人材供給は医療 福祉の中では、慢性的に 供給難となっており、一段と厳しさが増しておりますが、地

域医療福祉の為  当法人としては、万全の対応を確保して行く所存です。 

 新年度を迎え 徳耀会職員並びに新しく入職しました職員共々、今後ともより一層の努力対応してゆく所存ですので、さら

なる 御理解 ご協力ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。  

感謝 拝 

跡見学園女子大学大学院 終了 

臨床心理士 

聖徳大学大学院 終了 

臨床心理士 

文京学院大学大学院 修了 

臨床心理士 

クリニックスタッフ 

集合写真 
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 昔から暑さ・寒さも彼岸までと言われる通り、暖
かくなる日はまだほど遠いようです。靖国神社の

桜開花は３月２１日頃と言われておりますがこの時

期は卒業式・入学式・社会人として一歩踏み出す

方も多くいらっしゃるかと思います。その頃には桜

が満開になり心もウキウキしながらGHゆとりあの

利用者様も東綾瀬公園へ出向き、お菓子を持ち皆

様と一緒に花見を楽しみたいものです。 

 グループホームゆとりあは今年で１３年目を迎え

るところです。スタッフ一同一丸となって心新たな

気持ちで利用者様のご支援をさせて頂きたいと存

じます。今後ご家族様はじめ関係者の皆様のご協

力とご支援賜りたく存じます。 

 ３月１７日金曜日足立消防署消防隊員の御指導

により避難訓練及び水消火を実施しました。利用

者様・スタッフ共々体験をしそのあと東綾瀬公園ま

で散歩をし、頑張りすぎて皆様お疲れのようでえし

た。 

ＧＨゆとりあ 施設長  榎本悦子 

 

ゆとりあでは毎月防災訓練を実施しています。今回は消防署の方に

もお越し頂いて、避難訓練を実施しました。水消火など貴重な体験を

しました。 

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

ハムと菜の花のソテー 海鮮豆腐ステーキ 高野豆腐の煮物 じゃがベーバーグ 玉子とじ 照焼きつくね 納豆

ふきの辛子和え しらす和え いんげんのわさび和え 大根サラダ オクラのポン和え 菜の花の和え物 青菜と桜エビの炒め

昆布佃煮 しいたけ昆布 きのこ三昧 なめたけ きくらげしそ昆布佃煮 広島菜さわやか漬け 練り梅

御飯 御飯　 御飯　 御飯 醤油ラーメン 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 お吸い物 スープ しゅうまい 味噌汁 味噌汁

アジの山椒焼き カレーすき煮 豆腐の味噌炒め えび玉ちり炒め 蒸しナムル サワラの南部焼き ブリの煮つけ

ソーセージ天の煮物 かぶの炒めもの 春雨の和え物 三色ナムル フルーツ 菜の花の和え物 酢醤油和え

オクラ胡麻和え 辛子和え 天津オムレツ 春雨のオイスター風味 長芋グリル かぶの炒めもの

おやつ ショコラプチケーキ コーヒーゼリー 杏仁豆腐 シュークリーム 紅茶ケーキ メープルプチケーキ 焼きドーナツ

御飯 御飯 御飯　 御飯　 御飯 御飯 五目ラーメン

味噌汁 味噌汁 スープ お吸い物 味噌汁 スープ 餃子

鶏肉の塩バター煮 豚肉の辛子醤油焼き ホキのバターソテー 鶏肉の玉葱味噌のせ ホキのドレッシング蒸し 肉団子のクリーム煮 中華和え

焼き茄子 冬瓜とツナの煮物 コンソメ煮 海藻サラダ オクラと魁の含め煮 ミックスサラダ フルーツ

しその実山菜和え 青のり和え かぼちゃサラダ 里芋の揚げ煮 さっぱり和え イカマヨフライ

カロリー １３６８ｋｃａｌ １３６９ｋｃａｌ １３７６ｋｃａｌ １４７５Ｋｃａｌ １３６８ｋｃａｌ １４７６Ｋｃａｌ １４７７Ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
心療内科 お花見 内科検診 口腔ケア パトロール隊 誕生会

フラダンスボランティア

9 10 11 12 13 14 15
心療内科 カレーライス作り 脳トレ・体操 口腔ケア パトロール隊 風船バレー

16 17 18 19 20 21 22
心療内科 脳トレ・計算 内科検診 口腔ケア パトロール隊

23 24 25 26 27 28 29
心療内科 風船バレー 塗り絵 パトロール隊

30 31

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

4,April,2017

ｋさん
CDプレイヤーとCDとイヤホンを購入して歌を毎日聴いていま
す。テレサ・テンの歌がお好きなご様子です。

Ａさん
避難訓練のあと、二階三階合同で公園に散歩に行って楽し
かったよおっしゃっておられました。

Ｋさん
最近は昼間寝ることなく、生活リズムの良い生活を送ってい
ます。

Ｓさん
腰の痛みの訴えあり、食欲もない時期がありましたが最近は
元気になり、毎日元気にすごされてらしゃいます。

Ａさん
スタッフや利用者様とご一緒にドラえもんの切り絵を作成し
てくださいました。

Ｔさん
先月は体調を崩され居室にて休まれる時期が長く続きました
が最近は回復し、食欲も戻り毎日元気にすごされておられま
す。

Ｈさん
スタッフと利用者様の将棋を見て「そこはだめだよ」「いま
のはいいねえ」など声をかけてらっしゃいます。

Ｙさん
他の利用者様が帰宅願望あり外に出ようとすると「○○さん
が外に出ようとしてるよ」などスタッフに声をかけて下さい
ます。

Ｋさん
レクや行事にも積極的に参加してゆとりあの生活にも慣れて
きたご様子です。

Ｋさん
夜不眠な時期が長く続いていましたが最近は４．５時間はか
ならず眠られるようになりました。

Ｎさん
踊りを踊ったり歌を歌って差し上げると元気よく笑顔で拍手
してくださいます。

Ｋさん
最近立位をとったり、歩行をするのが困難になってきていま
すが、食欲はありゆっくりゆっくりですが時間をかけて食事
を召し上がっています。

Ｍさん
以前まで敷いてある布団で横になっている状態から起き上が
り立位を取るのが困難でしたが、最近は簡単に立位を取り歩
行なさっています。

Ｈさん
体調不良で休んでる利用者様などに「大丈夫か？」など積極
的にお声かけして下さいます。

Ａさん
２階３階合同で散歩に行った後「楽しかったけどクタクタだ
よ」とおっしゃっていました。

Ｍさん
先月は体調を崩して２週間ほど居室にて生活する時期が続き
ましたが無事元気になりフロアにて現在はすごされていま
す。

Ｗさん
貼り絵の作成を利用者様やスタッフなどと協力して頑張って
くださいました。

Ｋさん
食事介助をすると「おいしいねえ」「いつもありがとね」な
ど必ず感謝の言葉を述べて下さいます。

今月の私（生活記録から）


