
Ｄｅｍｅｎｔｉａ　ｅｌｄｅｒｙ　ｐｅｒｓｏｎ　ｇｒｏｕｐ　ｈｏｍｅ

✾北綾瀬✾菖蒲沼公園

徳耀会 ゆ と り あ 通 信 平成29年7月１32号 

発行 徳耀会ゆとりあ 

★6月のゆとりあ★ 

内科 大楽先生 
今回は、ピロリ菌感染の検査についてお話しします。 

 ピロリ菌検査には内視鏡検査を伴わない方法と内

視鏡検査を伴う方法があります。 

・内視鏡検査を伴わない方法 

①尿素呼気試験 

診断薬を服用し、服用前後の呼気（吐き出した息）を

採取して調べる 

②抗体測定法 

血液中や尿中などに存在する抗体の有無を調べる 

③便や抗原測定法 

糞便中のピロリ菌の抗原の有無を調べる。 

・内視鏡検査を伴う方法 

内視鏡検査時に胃の組織の一部を採取して調べる

方法 

①培養法→ピロリ菌の発育環境下でピロリ菌を培養

して調べる 

②迅速ウレアーゼ試験→ピロリ菌がもつウレアーゼ

という酵素を試薬に反応させて調べる 

③組織鏡検法→染色した組織を顕微鏡で見てピロ

リ菌の存在を直接確認する方法 

 

以上の検査のうちいずれかが用いられますが複数

の検査を行えばより確かな判定が出来ます。 

 

在宅往診部 訪問リハビリ 理学療法士  中島先生 

 

 
 こんにちは。環境省のホームページにも載っていますが、
７月は熱中症予防強化月間とのことです。「熱中症は、一人

ひとりが正しい知識を持つことで、防ぐことができます」 

夏期には４万人前後の方が熱中症で救急搬送されるなど、

多くの方が熱中症になっています。また、近年、熱中症は、

職場や学校、スポーツ現場での発生だけではなく、夜間や

屋内も含め、子供から高齢者まで幅広い年代層で発生して

います。熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「からだ」と

「行動」によるものが考えられます。「環境」の要因は、気温

が高い、湿度が高い、風が弱いなどがあります。「からだ」の

要因は、激しい労働や運動によって体内に著しい熱が生じ

たり、暑い環境に体が十分に対応できないことなどがありま

す。その結果、熱中症を引き起こす可能性があります。熱中

症を予防するには、涼しい服装、屋外であれば日陰を利用、

日傘・帽子の活用、水分・塩分補給が大切になります。 

 

 

 在宅往診部  松山歯科衛生士 
 
 抵抗力や体力が落ちている人にとって、お口の中の細菌は

大敵です。口腔内の細菌が誤嚥性肺炎の原因となるばかりで

はなく、血管障害、心臓病、糖尿病などの疾患を引き起こすこ

とも分かってきています。要介護者のお世話をする介護者の方

は日々の介護に追われお口の中の異変に気付いたころには

かなり悪化している事が少なくありません。口腔ケアを行うこと

によって、介護を受ける側だけでなく、介護をする側にも大きな

負担がかからず、大きなメリットをもたらすことでしょう。 

田中看護師 
  

梅雨は湿度が高く夏よりも熱中症にかかる人が多く

います。 

 対処法としてこまめな水分補給があげられますが、

方法によってはかえって悪化してしまうこともありま

す。大量の汗をかくと体内の水分だけではなく塩分

やミネラルも奪われます。水分だけの補給では血中

の塩分やミネラル濃度が低くなってしまいます。 

 目安としては１リットルの水に対して１～２グラムの

食塩を加えた食塩水や梅干し、砂糖を加えると水分

と塩分の吸収率が上がり疲労回復にもいいのでお

すすめです。またカフェインは利尿作用が強いので

控えた方が良いでしょう。 

 対処法を知ったうえで熱中症を予防し楽しい夏を

過ごしましょう。 

  

  心療内科クリニック 田村先生 
 

 近年、人工知能またはＡＩという言葉をよく耳にする様になりました。

今年5月には世界最強棋士との誉れ高い中国のプロ棋士を相手にＧｏ

ｏｇｌｅが開発した「Ａｌｐｈａ Ｇｏ（アルファ碁）」が完勝し、話題になったこ

とは記憶に新しいと思います。人工知能の研究にはいろいろな分野が

ありますが、上述した囲碁や将棋などゲームの対戦においては「推

論」という技術が用いられています。 

 推論とは「知識をもとに新しい結論を得ること」です。Ａｌｐｈａ Ｇｏは

過去のプロ棋士の棋譜を学ぶのみに留まらず、機械（＝ＡＩ）同士の自

己対局を学習して上達したとされます。人類最強棋士を子供扱いする

ＡＩ同士の対局はある意味では超人的な、人知を超えたやりとりなの

かもしれません。ＡＩの進歩が人類を滅ぼす・・・などといった古典的な

ＳＦの世界で描かれているものが実現するかどうかは分かりませんが、

ＡＩの進歩と共に、人類が衰退ではなくより潜在的な能力を高められる

よう、相乗効果が得られればいいなと思う今日この頃です。 

  ♪書道♪ 

在宅往診部 鳥田歯科医師 先生 
 

 近年の研究で口腔のような粘膜組織には独自の免疫
システムがあることがわかり、粘膜免疫システムと言われ

ていますが、せっかくの優れた口腔内の免疫システムも

口に中が汚れていては効果が十分に発揮できません。

65歳以上の方を対象に、普通に歯磨きしたグループと歯

間ブラシ等を使って念入りに口腔ケアを行ったグループ

を比較した研究では、念入りケアのグループの方が、イン

フルエンザの罹患率が１０分の１以下だったという報告が

あります。免疫力アップや、がん予防のためにも口腔ケア

をしっかり行いましょう。 

 

冷やし中華♪調理レク  

 
  

 

     今月のスタッフ 

 通常はケアマネとして勤

務していますが、手があい

たときなど利用者様の支

援をしております。 
 

 ・・・・・赤澤です・・・・・ 
 

～ お知らせ ～ 
7/22（土)の足立区花火大会に伴いましてご家族様との交

流会を開催いたします。参加希望される方は7/15(土)まで

にご連絡ください。 
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 梅雨に入り鬱陶しい季節になり、手

洗いをはじめ食中毒にも十分に注意

したいものです。 

 利用者様の布団・掛け布団も屋上

に干したりしています。 

 居室におかれましては風通し、さら

にクローゼットの中の衣服等の衣替

えもしております。 

 屋上の花壇に花が咲き、パセリ・い

ちごも元気よく育っています。 

 ６月１２日は避難訓練を実施致しま

す。車イスを使用されている方がい

らっしゃるためエレベーターでの避難

となります。一部の利用者様は階段を

使用してゆっくりと１Ｆまで歩いて頂き

スタッフの誘導で降りていきます。い

ざという時の為に動けるよう、毎月避

難訓練を実施しております。 

 ご家族様におかれましては、引き続

きご支援・ご協力お願い申しあげます。  

   

ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 
                                     
 

 

 

 

毎月避難訓練を実施しております。いつ震災が来ても対応でき

るよう万全の備えを心がけております。 

Ｓさん 毎晩「タオルを濡らして下さいと」訴えてこられます。

Ｋさん
普段外に散歩に行くのはお断りされるのですが、しょうぶ沼
公園に先日スタッフと一緒に行かれ綺麗なしょうぶを楽しま
れました。

Ａさん
歌番組を毎週こまなくチェックして他の利用者様と楽しまれ
ています。

Ｋさん お歌の会をすると、楽しそうに手拍子して下さいます。

Ａさん
利用者様の誕生会を開催した際、元気よく歌を歌って下さい
ました。

Ｋさん
２泊３日でご自宅へ外泊された際、とても喜ばれて「楽し
かったよ」とおっしゃってました。

Ｋさん
最近は歩行がしっかりと出来るようになり、トイレも見守り
にて行けるようになりました。

Ｗさん
スタッフと利用者様の皆様とトランプでババ抜きをして楽し
まれました。

Ｙさん
Ｋ様と毎日廊下のソファーに座って楽しくお話ししていらっ
しゃいます。

Ｋさん
以前まで夜間は１．２時間おきにトイレに起きてましたが、
最近は朝までぐっすり良眠されています。

Ｎさん
しょうぶ沼公園へ行き「綺麗だねえ」ととても楽しまれてい
ました。

Ｔさん
午前中は傾眠している事が多いですが夕方になると目を覚ま
し「ばっちがよ」などと皆様に話しかけ会話なさっていま
す。

Ｍさん
買い物ツアーへ行きお好きな洋服や昼食を召し上がって楽し
まれました。

Ｈさん
お茶くみや、食材切り、食器洗い、食器拭きなどご自分が出
来る事を積極的に探して動いて下さいます。

Ｈさん
スタッフと薬局まで車で買い物に同行し、荷物運びなど手
伝って下さいました。

Ａさん
リビングに近い居室へ移動になりました。今後ご自分の居室
に慣れていただくようスタッフ一同支援していきます。

Ｔさん
６月から入居となりました。早くゆとりあの生活に慣れて頂
くようスタッフ一同支援して参ります。

Ｋさん
最近は歩行にてご自分で好きな時に居室に行きクローゼット
などを整理しています。

今月の私（生活記録から）

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

じゃがベーバーグ 玉子とじ 納豆 海鮮豆腐ステーキ 高野豆腐の煮物 ハムと野菜のソテー がんもの含め煮

昆布茶和え 青菜のわさび和え 金平れんこん ピーナツ和え しらす和え 切干大根サラダ わさび和え

白菜漬け ふりかけ しいたけ昆布 ふりかけ きのこ三昧 かっぱ漬け 白きくらげ梅しそ和え

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 スープ 味噌汁

ハンバーグ和風ソース アジの塩酒蒸し 鶏肉の中華風炒め煮 厚揚げの辛味噌炒め メンチカツ ミックスオムレツ ぶりのみりん焼き

スパゲティソテー 焼きビーフン 水菜の和え物 茄子の冷やし浸し 炊き合わせ フレンチサラダ ひじきの煮物

ミックスサラダ しそひじき ハム玉子 お好み焼き 小松菜の和え物 白身フライ かぶのゆず風味

おやつ クリームコンフェ ピーナツパン おからドーナツ ミニおさつ カステラ ロールケーキ 蒸しケーキ

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

シルバーの田楽 豚肉と野菜の煮込み アジのしぐれ煮 シイラの塩焼き サバのカレーソテー 豚肉と野菜の煮込み 鶏肉の重ね煮

刻み昆布の煮付け 桜エビの塩炒め 豆腐の肉みそのせ ビーフン炒め パスタサラダ もやし炒め ブロッコリーソテー

おかかまぶし 水菜サラダ 白菜の和え物 ブロッコリーの和え物 えび団子の炒め煮 きゅうりのゆかり風味 さつま芋と豆サラダ

カロリー １３７３ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ １３５９ｋｃａｌ １３６０ｋｃａｌ １３５８ｋｃａｌ １３５９ｋｃａｌ １３６０ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立
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