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★５月のゆとりあ★ 

内科 大楽先生 
今回は「ピロリ菌」についてお話しします。 

 

Ｑどのような菌か？ 

「ピロリ菌」はヘリコバイター・ピロリ菌という名で胃の中に

住む細菌で胃の粘膜にくっつき毒素を出して胃に炎症を起こ

します。この菌がいると胃潰瘍や十二指腸潰瘍になりやすく、

治っても約七割の方が一年以内に再発します。胃がんの原因

になると言われています。 

Ｑ強い酸性の胃に住めるわけ？ 

ピロリ菌はウレアーゼという酵素を持ち自分のまわりにア

ンモニアを作って胃の中の強い酸性である胃酸を中和して、

胃の中に住み着いてしまいます。 

Ｑどのように感染するか？ 

家族内での口を介した感染（口口感染）が大部分です。乳

幼児に感染することがほとんどで衛生環境が関係していると

考えられ、上下水道が充分普及していなかった世代の人で高

い感染率です。（５０代：約６０％・４０代：約３０％・３０代：約２

５％・２０代：約１０％） 

 

次回検査法・治療法についてお話しします。 

在宅往診部 訪問リハビリ 小林理学療法士 

 
「METs（メッツ）」とは 

皆さんは、METs（メッツ）という言葉を聞いたことがあります

か？ 

なかなか聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは活動・

運動を行った時に安静状態の何倍の代謝（カロリー消費）を

しているかを表している言葉になります。 

例えば、安静に座っている状態＝1.0METsとすると、散歩＝

2.5METsになります。 

同じように、入浴や食事＝1.5METs、掃除機での清掃等＝

3.5METs、庭掃除等＝4.0METs、 

室内での軽めの運動＝5.5METs、ランニング（軽度）＝

8.0METsとなっていきます。 

このMETsを使って、何時間行ったか等を計算していくと消費

カロリーの計算が出来、より明確に運動量やカロリーが分

かってきます。 

今回この中ではすべて書ききれませんが、ご興味のある方

で質問等があれば訪問担当の理学療法士までご連絡くださ

い。季節も夏に近づき徐々に暑くなっていきますので、水分

をしっかりと取り、健康な生活を目指していきましょう。 

 
 在宅往診部  竹内歯科衛生士 

 
 高齢になるにつれて、歯を失って入れ歯を使う方が増えてき

ます。 

 部分入れ歯や総入れ歯に細菌が付着すると、歯茎に炎症を

起こすほか、虫歯や歯周病の原因にもなります。食後は入れ

歯を外し、入れ歯も歯も念入りに磨いて下さい。 

 年齢とともに多くの方は歯の根が露出しています。 

 歯の根の部分はかみ合わせ部分に比べて柔らかく、虫歯が

進行しやすいので注意が必要です。入れ歯が合わない、歯の

間に食べ物が挟まりやすくなるなど、気になることが出てきた

ら要注意です。その際は、早めにかかりつけの歯医者さんで

チェックを受けてください。 
 

田中看護師 
  

 今回は栄養の宝庫「玄米」についてお話ししたいと思いま
す。 

 玄米には人間が必要とする三大栄養素の他にビタミン・ミネ

ラル類・酵素も豊富でＭｇ・ビタミンＢ１やＢ６，ビタミンＥやナ

イアシンは玄米食によって一日の推奨摂取量を満たしている

とも言われています。玄米の特徴である糖層や胚芽に栄養

亜成分が集中しており、特に糖層には様々な物質を吸着して

排出する食物繊維や強力な解毒作用を持つ「フィチン酸」が

含まれていると言われています。 

 「玄米は硬くておいしくない」と思う方もいますが炊き方に

よって味も食感も変わります。そしてよく噛むことで穀物の甘

みがでて滋養あふれる味わいになります。 

 栄養価が高く生活習慣病や認知症予防、アンチエイジング

にも効果があると言われている玄米を主食にしてはいかがで

しょうか。 

 玄米の炊き方については次号以降にてご紹介していきます。 

  

  心療内科クリニック 車地先生 
 先日、東京医科歯科大学がテレビに映ることがあってなかな

かの驚きでした。毎日見ている建物などの風景がなんとなく

違って見える気がしましたが、それだけでなく以前とは違って

高層ビルに囲まれた大学構内が、いやおうなしに再確認され

ました。 

 以前は中テニスコートと中庭があって、大学のキャンパスら

しさを漂わしたこともあったのですが、いやはや残念ですが全

く殺風景です。おまけに病院での診療も電子カルテ化されて

おりデジタル・ネイティブではなくイミグラントの小生にとっては

時代の変化を実感させられる毎日です。 

 さらに実感させられるのは「ミス」を許されない医療の厳しさ

と、若い医療者の真摯で誠実な仕事ぶりに関心しています。 

  

カラオケ大会

在宅往診部 歯科医師 清水先生 
 

 歯には大事な役割があります。全体のバランスが整ってこそ

機能を発揮するもので「一本くらい失っても・・・」という事はあり

ません。 

 歯を失うことは、様々なリスクが伴い、≪栄養の吸収を妨げる・

運動能力を低下させる・老化を早める・認知症を進行させる≫等

のリスクがあります。 

 普段から予防の為に、通院している方が年齢を重ねても自分

の歯を残すことが出来ているのです。「もう遅い」ということはあ

りません。「予防」のための通院を始め、一本でも多く歯を残せる

ように心がけましょう。 
 

餃子♪調理レク  

 
  

 

今月のスタッフ 

 松戸からゆとりあまで週

に４回通勤しています。 

 ６月から月に２回夜勤に

入りますので頑張ります。 
 

 ・・・・・田中です・・・・・ 
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 季節柄過ごしやすくなって参りました

が、日差しもあり外出（散歩）もしやす

く、麦わら帽子が不可欠です。 

 スタッフと一緒に利用者様も東綾瀬

公園まで出かけられて、色とりどりの

花を見ることが出来、かつ森林に囲ま

れて沢山のエネルギーを頂くことが出

来ました。 

 また雨上がりのバラ園（青井）に車

に乗り行って参りました。バラが大きく

咲き誇り綺麗でした。皆様ひと時を楽

しんでもらう事ができました。 

 さらに２２日には火災訓練を実施し、

いざというときのために自主的に避難

できるように訓練をしております。ス

タッフの協力を得て今回も頑張りまし

た。 

 引き続きご家族様のご支援ご協力

をお願い申し上げます。 
 

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
餃子パーティを開催しましたが、慣れない手つきながらも時
間をかけてゆっくりゆっくりと餃子の具を皮で包んでくださ
いました。

Ｋさん
餃子パーティを開催しましたが「今回の餃子すごいおいしい
ねえ」とおっしゃってくださいました。

Ａさん
「○○さんのパンがもう買わないとないよ」など在庫を
チェックしてスタッフに助言して下さいます。

Ｋさん
食事介助をする際に「ありがとね」と感謝の言葉を述べてく
ださいます。

Ａさん
フロアに置いてある人形に「たまこちゃんかわいいね」と
にっこり笑いながら声を掛けていらっしゃいます。

Ｋさん
カラオケのボランティアが来て下さった際、いちばん張り
切って歌を皆様の前で披露して下さいました。

Ｋさん
最近は立位がしっかりと取れるようになり、歩行も少しづつ
できるようになりました。

Ｗさん
最近はご自分で二階におりてＭ様と仲良くお話ししていらっ
しゃっています。

Ｙさん
目の前に座っているＫ様に「ボタン掛け違えてるよ」と直し
て差し上げていました。

Ｋさん
日中はフロアにて過ごしているおかげか、最近は夜ぐっすり
眠っていらっしゃいます。

Ｎさん
カラオケのボランティアさんが来た際、歌えはしなかったも
のの楽しそうに手拍子していらっしゃいました。

Ｔさん
カラオケのボランティアさんが来た際、「ポンポンポンポ
ン」と楽しそうに掛け声をして手拍子していらっしゃいまし
た。

Ｍさん
天気の良い日は屋上に散歩に行き外のおいしい空気を吸うよ
うにしていらっしゃいます。

Ｈさん
餃子パーティにて餃子の具を包むのを頑張って下さいまし
た。

Ｈさん
カラオケのボランティアが来られた際、とても張り切って皆
様の前にて歌って下さいました。

Ａさん
食器洗いだけは毎日欠かさずして下さいます。他の利用者様
のぶんも洗って下さるのでとても助かります。

Ｍさん
買い物ツアーで亀有のアリオまで買い物に行きご自分の好き
な洋服などを購入しました。

Ｋさん
餃子パーティにて「おいしいねえ」と言いながら１０個ほど
召し上がってらっしゃいました。

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

納豆 ポテトチキンロール さつま揚げの煮物 ハムと野菜のソテー ミートボール 高野豆腐の煮物 玉子とじ

金平れんこん 青菜の和え物 しその実和え 切干大根サラダ いんげんのわさび和え しらす和え 青菜のわさび和え

しいたけ昆布 子持若芽 かんぴょうごぼう かっぱ漬け 刻みたくあん きのこ三昧 ふりかけ

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 お赤飯

お吸い物 スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 お吸い物

豚肉のさっぱり炒め ハンバーグ和風ソース サバのケチャ煮 鶏肉の中華風炒め煮 ぶりのみりん焼き 厚揚げの辛味噌炒め 天ぷら盛合せ

カニマヨのせ スパゲティソテー いんげんの炒め物 水菜の和え物 ひじきの煮物 茄子の冷やし浸し ふわふわ豆腐の煮物

春菊の和え物 ミックスサラダ さつま芋サラダ ハム玉子 かぶのゆず風味 お好み焼き ゆず風味和え

おやつ ロールケーキ カステラ 蒸しケーキ ピーナツパン おからドーナツ 今川焼き おせんべい・チョコレート

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁

タラの酒蒸し アジのしぐれ煮 鶏肉の塩焼き シルバーの田楽 豚肉と野菜の煮込み メバルの土佐漬け シイラの塩焼き

コンソメソテー 豆腐の肉みそのせ キャベツの磯和え 刻み昆布の煮付け もやし炒め 刻み昆布の煮付け ビーフン炒め

いんげんの和え物 白菜の和え物 玉ねぎのざっと煮 おかかまぶし きゅうりのゆかり風味 菜の花サラダ ブロッコリーの和え物

カロリー １３７１ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ １３７３ｋｃａｌ １３５８ｋｃａｌ １３５９ｋｃａｌ １３６０ｋｃａｌ １３７３ｋｃａｌ
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今　週　の　献　立


