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発行 徳耀会ゆとりあ 

★1月のゆとりあ★ 

在宅往診部 訪問リハビリ  塚原理学療法士 
 

  認知症予防・だれでも今日からできる方法 

テレビ番組や新聞などで最近よく見かける認知症の患者数は

現在増加傾向にあり問題視されています。 

現時点では残念ながら、こうすれば認知症にならないという方

法はありませんが、どうすれば認知症になりにくいかという方法

はあります。それは、以下の３点を継続して行うことです。 

「認知症になりにくい生活習慣を行う」 

  糖尿病・高血圧・肥満 等に気を付け生活習慣病を予防する。 
 

「脳の機能を簡単なトレーニングで鍛える」 

パズル。計算。読み書き。他人とのコミュニケーションを図る。新

しい事を行う。 

２・３日遅れの日記をつける。レシートを見ないで思い出して家

計簿をつける。 

料理を作る時、一度に何品か同時進行で作る。効率の良い買

い物の計画を立てる。 
 

「コグニサイズ」 

  運動と頭の体操を同時に行う（歩きながらしりとりをする 等）。 

日常生活でもぜひ取り入れ、認知症予防に努めましょう！ 

 在宅往診部  内田歯科衛生士 
  
 細菌は食後に最も少なくなり、次の食事までの間に

徐々に増えていきます。眠っている間は唾液の分泌が

少なくなる為、細菌が大量に繁殖するのです。それを

防ぐためには、就寝前に口腔ケアを行い、お口の中を

きれいにして、しっかりと保湿しておくことが大切です。

なかなか歯磨きに時間をかけられない、面倒、という

人もいらっしゃるかと思いますが、寝る前は念入りに磨

きましょう。 

 

  心療内科クリニック 田村先生 
 
 2017年1月25日、第72代横綱 稀勢の里が誕生しました。横

綱の誕生は平成26年春場所の後の鶴竜以来、3年ぶりのこと

ですが、日本人力士に限れば、平成10年の若乃花以来の19年

ぶりの日本出身横綱の誕生となり、今相撲界は大いに盛り上

がっています。昨年も年間最多勝を取り、今場所も14勝1敗の

優勝、内容も実に堂々として、安定していたと思います。そんな

大出世をした稀勢の里も幕内に上がって以降伸び悩んだ時期

がありました。そのときには「チック」を疑わせるような、頻繁に

瞼をパチパチと瞬きさせる癖が目立っていました。しかし、現在

の稀勢の里にはそれがほぼみられません。一般的にチックは

不安、ストレス、緊張、心的葛藤等が契機で生じることが多いと

いわれています。昨年からの稀勢の里の充実した相撲内容と

瞬きの減少は相関しているのだろうと考える今日この頃です。 

カルタ取り大会♪ 

在宅往診部 歯科医師 柳瀬先生 
 

  風邪や病気を引き起こすウイルスは喉奥に取り付い

て粘膜で増殖し、その後、悪さをしに向かいます。ウイ

ルスは舌や思考、舌苔（ぜったい）に取り付きやすいよ

うで、これらを徹底的に清潔にできれば、風邪などの

感染症を予防できる効果はありそうです。 

それには正しい歯磨きの仕方で食後のデンタルケア

が重要です。 

今月のスタッフ 
 

 毎日皆様と楽しくレクリ

エーションに取り組んでい

ます。 

 明るく元気なのが取り柄

です。 

・・・・・糸井です・・・・・・ 
 

★しばられ地蔵に初詣★ 

  田中看護師 
 

 今回は節分についてお話ししたいと思います。 

 現在は、立春の前日を指しますが、かつては立夏や立秋、立

冬の前日も『節分』と呼びました。ちなみに何故豆まきや恵方

巻きを食べるのかご存知でしょうか？穀物や果物には「邪気を

払う霊力」があると考えられていた為、豆をまくことで豆の霊力

により邪気を払い福を呼びこむと考えられたようです。恵方巻

きは昔からの風習ではありませんが、のり巻きに福を巻き込ん

でいるので食べる時は切らずに話をせずかぶりつくのが良い

そうです。今年の恵方は北北西ちょっと北なので、しっかり北北

西を向き少し右を向く感じになります。皆様も旬に沿った季節

のイベントを楽しんでみてください。 

内科 大楽先生 
 

 寒い日が続いて咳をしている人が多い季節です。2週間

以上咳が続いている人は医療機関を受診しましょうと以前

お話したことがありますが、結核のお話をしたいと思いま

す。 

 結核は結核菌でおこる病気です。結核は患者が咳や、く

しゃみをした時に結核菌が空気中に飛び散り、それを肺の

奥まで吸い込むことで感染します。結核菌を吸い込んでも、

ほとんどの菌は鼻や口などの粘膜にくっつき感染にはい

たりません。菌が肺の奥（肺胞）まで届き、白血球に勝って

増殖すると初めて感染となります。また、感染（肺の中に

菌がいる）しても、発病（咳、痰、血痰、食欲低下、寝汗、微

熱等の症状がでる）する人は、10人に1人か2人です。発病

は、感染後2年以内のことがほとんどですが、なかには、

何十年たった後に免疫力が落ちて発病する方もいます。 

 次回も結核のお話をします。 

 

 1月は初詣やカルタ取り大会、花札など正月ならではの行

事を実施しました。とくに花札は覚えている方が多く、対戦し

ながら皆様とても懐かしんでおられましたよ。 

 2月は節分がありますので豆まきなどの行事を実施します。

ご家族様におかれましてもご都合が合いましたらぜひゆとり

あへ足をお運びください。 

♪歌の会♪ 
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 2月3日節分・4日立春を迎えます。 

 暦の上ではもう春ですが、まだまだ寒さ厳

しく地方では大雪により何時間もの間、立ち

往生となり車の中で過ごされた方や避難先

に行かれた方がいらっしゃると昨今のニュー

スで聞くことがあります。東京では、昨年11

月下旬に雪が降りましたが、今年は、まだ雪

に逢うことはありません。風邪をひかないよ

う、手洗いうがいの励行を引き続き行って行

きます。また、ゆとりあに来訪時、車で来ら

れる方については近隣のパーキングに入れ

て下さるようお願い致します。この時期、イン

フルエンザが流行しておりますので、熱のあ

る方（38℃以上）、咳をされている方につい

ては、（高齢者の介護施設のため）ご遠慮頂

くようお願い致します。1Ｆクリニック入口に消

毒液が置かれておりますので、ＧＨ入室の

際は、すませてからお願い致します。今後と

も引き続きご支援ご協力お願い申し上げま

す。 

 

ＧＨゆとりあ 施設長  榎本悦子 

 

ゆとりあでは万が一の災害に備え、毎月避難訓練を実施しております。 

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

エビステーキ ウインナー炒め 照焼きつくね 玉子とじ ソーセージソテー 高野豆腐の煮物 ペッパーステーキ

チンゲン菜の和え物 キャベツの和え物 菜の花の和え物 オクラのポン和え ほうれんそうサラダ いんげんのわさび和え ゆず風味和え

五目めんま 味付け海苔 広島菜さわやか漬け きくらげしそ昆布佃煮 おかずぜんまい きのこ三昧 なめたけ

シーフードカレー 醤油ラーメン 御飯　 御飯 御飯 御飯　 御飯　

福神漬け しゅうまい 味噌汁 スープ 味噌汁 お吸い物 味噌汁

スープ 蒸しナムル カレーすき煮 ハンバーグ和風ソース サバの塩焼き サワラの味噌漬け チャンプルー

彩りサラダ フルーツ かぶの炒めもの スパゲティソテー えびあんかけ 白菜の和え物 菜の花の酢醤油かけ

フルーツ 辛子和え ミックスサラダ てっぱい 豆乳入り卯の花 切干大根煮

おやつ コーヒーゼリー プリン 抹茶まんじゅう ショコラプチケーキ おせんべい・チョコレート たこ焼き クリームコンフェ

御飯 御飯　 御飯　 御飯 御飯 御飯　 御飯

お吸い物 味噌汁 スープ お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁

アジのみぞれ煮 鶏肉の大葉焼き ホキのバターソテー カレイの塩焼き 肉団子の甘辛炒め 豆腐の照りマヨ焼き カレイのマヨ焼き

にんにくのしょうが炒め イカボールの煮物　 コンソメ煮 田楽味噌 小松菜のごま風味 おかかまぶし 玉ねぎ天の煮物

ハム玉子 しらすの酢の物 かぼちゃサラダ ごまマヨ和え 大根の炒め煮 茄子のみょうが煮 切干のさっぱり和え

カロリー １３６６ｋｃａｌ １３６７ｋｃａｌ １３７６ｋｃａｌ １３８９ｋｃａｌ １４７５Ｋｃａｌ １４７６Ｋｃａｌ １３６８ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

内科検診 フラダンスボランティア 節分 抹茶でおやつ

5 6 7 8 9 10 11
心療内科 サンドウィッチ作り 口腔ケア 歌謡ショー

建国記念日

12 13 14 15 16 17 18
心療内科 日本舞踊 内科検診 口腔ケア
絵手紙 絵手紙

19 20 21 22 23 24 25
カードゲーム 心療内科 アロマを楽しもう

26 27 28
カードゲーム 心療内科

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

2,February,2017

ｋさん
利用者様やスタッフと花札・トランプを楽しみ大笑いしてお
られました。

Ａさん
食事の食材切りや、洗濯物たたみなど、なにも言わなくても
積極的に動いて下さいます。

Ｋさん
最近は食事も完食されていて、歌などのレクもご一緒に歌わ
れています。

Ｓさん
壁に貼る貼り絵を利用者様の皆様と一緒に作成してください
ました。

Ａさん
女の子の人形に「かわいいねえ」と満面の笑みで話しかけて
いて、場を和ませてくださいます。

Ｔさん
午後から夕方になると、スタッフや利用者様に活発に話しか
けて下さいます。

Ｈさん
スタッフと車で薬局に買い物に行きご自分の好きなものを買
われました。

Ｙさん
隣の席のＷ様ととても仲が良く、いつも廊下のソファーに
座って会話なさっています。

Ｋさん
毎日リハビリで廊下を「１、２、１、２」と掛け声をあげて
往復なさっています。

Ｎさん
調理レクにて、食材をゆっくりゆっくり切ってくださいまし
た。

Ｋさん
居室から昔飼ってた犬の写真を持ってきて「かわいいでしょ
う」と皆様に見せていました。

Ｍさん
最近は毎日午後１．２時間程度居室にてお昼寝をするように
しています。

Ｈさん
利用者様の皆様としばられ地蔵に初詣にワゴンで行き、楽し
まれました。

Ａさん
毎日ごはんの盛り付けを手伝ってくださいます。綺麗好きな
方なので綺麗に盛り付けて下さいます。

Ｍさん
スタッフや利用者様と花札を楽しみました。「昨日全部勝っ
たの」と喜んでおられました。

Ｗさん
利用者様の皆様とカルタ取り大会をして、札を読む役をして
くださいました。

Ｋさん
今まで夜間は不眠のことが多かったのですが、最近は徐々に
眠れるようになってきました。

今月の私（生活記録から）


