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★9月のゆとりあ★ 

内科 大楽先生 

 

 ピロリ菌について今回もお話しします。今回は除菌についてです。 

 ピロリ菌感染が認められた方で次の疾患が認められた方は、保

険で除菌治療が行えます。（受診した医療機関でご相談ください） 

・ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 

・胃潰瘍・十二指腸潰瘍 

・胃ＭＡＬＴリンパ腫 

・特発性血小板減少性紫斑病 

・早期胃がんに対する内視鏡的治療後胃 

ピロリ菌を除菌するには胃酸を抑える薬（ＰＰＩ）と二種類の抗菌薬

の計三種類を旧二回、七日間きちんと飲み続けることが大切です。ま

た服薬後、四週間以上あけて除菌判定を受診してうけることが必要で

す。 

除菌治療中、軟便・下痢・味覚障害などの副作用があらわれること

があります。主治医にご相談ください。 

除菌中は禁煙・禁酒をおすすめします。除菌後少数の方に逆流性

食道炎がおこることがありますが、軽傷であれば治療せずに様子を見

れます。除菌成功後も定期的な胃の検査を受けることをお勧めします。 

 

 
 

在宅往診部 訪問リハビリ 塚原理学療法士  
 

 最近、よく見かけるようになった「ロコモティブシンドローム」、
通称「ロコモ」。運動器（筋肉や関節、骨、神経などの総称）の

働きが衰えることによって日常生活の動作がスムーズにでき

なくなり、要介護のリスクが高まる状態のことを言います。 

 「ロコモ」予防の運動は、「負荷を少しかける」、「負荷を少し

ずつ上げていく」ことが大切です。普段あまり出歩かない人

は、まずウォーキングから始めてみましょう。また、日常生活

の中でよく出歩く人は、ややきついと感じる速度でウォーキン

グをすれば「ロコモ」対策になります。大切なのは、簡単な運

動でも毎日続けることです。日常生活の中で、ちょっと意識し

て効果的に体を動かしてみましょう。 

 
 
 

 在宅往診部  下川歯科衛生士 
  

 体力や抵抗力が弱っている人にとって、口の中の細菌は大敵で

す。 

高齢化がすすみ介護や支援を必要とする人が増える昨今、介護

の現場でも口腔ケアの必要性が高まっています。 

 病気や障がいなどで、自分でケアができない人への口腔ケアも

大切です。 

 また、誤嚥性肺炎は、食べ物が誤って気道に入ってしまったり、

だ液を飲み込む際などに口内の細菌が誤って肺に入ってしまうこ

とが原因です。高齢者においては、睡眠中など知らない間にだ液

を誤嚥しているケースが少なくありません。予防には口腔ケアで

原因菌を除去することが大事です。 

  
 
 
 

田中看護師 
 

 9月の中旬頃より暖かくなったり寒くなったりと気温の変化が続いてき

ましたが、野菜は確実に秋冬物へ。10月から旬が始まる食材にはかぶ、

やまいも、ヤ―コン、エンダイブ、ロケットサラダ、まいたけやまつたけ

のきのこ類・根菜類が旬を迎えます。 

 食卓を彩っていた夏の緑黄色野菜が旬を終えるのは寂しいですが、

この時期に是非口にして頂きたいのがつるむらさきです。鉄分やカル

シウムが豊富で特有のねばり気には「ムチン」という胃壁の保護や強

化など免疫力アップが期待できるからです。体調を崩しがちなこの時

期につるむらさきも活用して体調を整えていってください。 

 つるむらさきも10月で旬が終わるのでお早めに＾＾ 

  心療内科クリニック 車地先生 
 

 昨年の初夏、当時アメリカの大統領であったオバマ氏が、被爆地広

島を訪問して、歴史的なスピーチを行った。核兵器の廃絶を明確に意

識しており、人類は科学技術のすさまじい進歩に合わせて、自分達の

モラル（倫理観）を発展させなければならないことを訴えたことは、まさ

に歴史に残る出来事のひとつとなるだろう。 

 しかし、これまであまり経験したことのない得体のしれない不安が、

このところ北朝鮮とアメリカとの対立を背景にして急速に高まっている。

日本の上空を北朝鮮のミサイルが通過したりしている。このためグア

ム島への修学旅行の計画を中止した学校もあるようである。太平洋

戦争の激戦地での平和の希求も、かすれてしまっている。この国際間

の不要な緊張感を払いのけてくれる人類の叡智を早くしぼりだしたい

ものである。 

  

  ♪ホットケーキ作り♪ 

在宅往診部 歯科医師 田代先生 
 

  最近の研究では、歯周病と病気（糖尿病・心臓病・脳梗塞な

ど）の関係性が明らかに。歯の有無と認知症の関係も研究が

進んでいます。 

いつまでも食事をおいしくいただき、健康に生きるために、口腔

ケアでお口の中の細菌バランスを整えましょう。介護のお世話

は、後回しにできないこともあり、毎日の口腔ケアは手間に思

えるかもしれません。でも、口腔ケアによって失われた機能が

少しでも回復したら、残っている機能が維持できたらどうでしょ

う。お世話の手間が減りませんか。また、口内細菌が原因で病

気にかかってしまったら、看病にかかりっきりになってしまうか

もしれません。その病気が、口腔ケアで予防できたとしたら…。

口腔ケアは、介護される人だけでなく、介護する人にもメリット

をもたらします。それぞれの状態にあった口腔ケアにトライして

みましょう。 

   ♪敬老会♪  

 
  

 

     今月のスタッフ 

 ９月からゆとりあにて働

かせて頂いております。 

 介護の仕事をずっとして

きたので、その経験を生か

して頑張っていこうと思い

ます。 
 

 ・・・・・藤嶋です・・・・・ 

～  お知らせ  ～ 
  

 ご自宅にインフルエンザ予防接

種に関する書類等が届きましたら、

ゆとりあにご持参、又はご郵送下

さりますよう宜しくお願い致しま

す。 
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  9月に入り過ごしやすい日が続く一方、台風・梅雨

前線の影響により雷・雹・大雨が続き洪水災害が全

国的にみまわれております。 

 そして海外においてもハリケーン（イルマ）がアメリ

カ・フロリダ州、地震がメキシコと続き被害に合われて

らっしゃる方が多くおり、心からお見舞い申し上げま

す。 

 さてGHでは今回、「ホットケーキ」「野菜具沢山スー

プ」作りに挑戦し、利用者ひとりひとりの役割を決め

包丁を片手に皮を剥いたり、野菜を切ったり、粉を混

ぜたりと、監督として見学している方、昼食が出来上

がるのをお待ちの方それぞれです。ホットプレートで

焼いたケーキは美味しかったですか？５～６枚ぺろり

と召し上がった方がいらっしゃると聞いてます。さぞか

し美味しかったのかと思います。次回もこのような計

画があるといいですね？楽しみにしています♪ 

 ゆとりあでは、利用者様見守りするだけの見守り隊

のスタッフが入職（三名）。更に常勤二名・非常勤（一

名）も同様です。ゆとりあに来訪時、お顔合わせする

こともあると存じますが他のスタッフと共にどうぞよろ

しくお願い致します。 

 又、ボランティアの方々も月一回の歌・フラダンス・

日本舞踊・紙芝居、週一回の方々は日常支援・趣味

（将棋）等と関わって頂いております。 

 又スタッフによる俳句の会があり、毎回数名の利用

者が参加、実際に俳句を披露しております。ご家族

様来訪の節には是非ともご覧下さるとありがたいと存

じます。 

 引き続きご協力、ご支援賜りますようお願い申し上

げます。 

  

    

ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 
                                     
 

 

 

 

ゆとりあでは、毎月第一木曜日にフラダンスと歌のボランティア

の皆さんが来て下さり、利用者様の皆様を楽しませてくださいま

す。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

心療内科（２F・３F） 書道 フラダンスボランティア

8 9 10 11 12 13 14
DVD鑑賞 体育の日 焼きそば作り（２F） 内科検診 口腔ケア 脳トレ

15 16 17 18 19 20 21
心療内科（２Ｆ） 焼きそば作り（３F） カレー作り（２F）

22 23 24 25 26 27 28
DVD鑑賞 心療内科（３F） 書道 内科検診 口腔ケア 計算問題

カレー作り（３F）

29 30 31
心療内科２階 運動会

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

10,October,2017

Ｓさん
二階から新しい利用者様が転居してきて、隣の席になりまし
たがトラブルなく仲良く過ごされています。

Ｋさん
隣の席の利用者様が体調を悪そうにしていると「大丈夫？心
配ねえ」ととても心配しています。

Ａさん
最近体調があまり良くないですが、早く良くなるようにス
タッフ一同支援して参ります。

Ｋさん
ゆとりあの中で一番高齢ですが、とても食欲がありほぼ毎食
完食されています。

Ａさん
スタッフや利用者のちょっとしたことを気にかけていろいろ
とお声をかけて下さいます。

Ｋさん
二階から新しい利用者様が転居してこられましたが、前の席
で気が合うらしく仲良くお話をしています。

Ｋさん
お孫様がゆとりあに来訪され、とても喜んでいらっしゃいま
した。

Ｗさん
敬老会に参加されましたが、おいしい食事を召し上がり「お
いしかったねえ」ととても満足していらっしゃいました。

Ｙさん
三階から二階に転居されましたが、転居した当時から前の席
のＨ様と仲良くお話ししていらっしゃいました。

Ｋさん
お着替えがお好きなようで、毎日三回は居室に行きお着替え
をしていらっしゃいます。

Ｎさん
歌を歌ったり、踊りを踊ったりするととても楽しそうに手拍
子をして下さいます。

Ｔさん
敬老会に参加されとても楽しそうに過ごされていました。三
階からきた利用者様に話しかけていらっしゃいました。

Ｍさん
二階から三階に転居となりました。最初は不安そうな顔をし
ていらっしゃいましたが、徐々になれて隣の席や前の席の利
用者様と仲良くお話をしていらっしゃいます。

Ｈさん
毎日元気に他の利用者様に「ばっちゃん元気か？」「いい服
きてるねえ」など話しかけて下さいます。

Ｈさん
スタッフと空いた時間に将棋を楽しまれています。じっくり
時間をかけて次の一手を考えていらっしゃいます。

Ｋさん
八月からゆとりあに入居されましたが、最初はご自分の居室
も把握していませんでしたが、最近は慣れてきたご様子で居
室の場所もご自分で把握されるようになりました。。

Ｔさん
他の利用者様同士がトラブルをおこしていると、「あんまり
気にしないでね」など優しくお声かけてくださいます。

Ｋさん
スタッフや利用者様に毎日元気よく「おっす」「こんにち
は」と挨拶してくださいます。

今月の私

月 火 水 木 金 土 日

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 パン

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

さつま揚げの煮物 つくね小判 ほうれんそう平焼き 赤ウィンナーソテー 高野豆腐の煮物 ソーセージソテー 磯風味ステーキ

しその実和え ゴマダレサラダ ゆかり和え さつま芋サラダ きのこ三昧 切干大根の和えもの 白菜の和え物

きゃらぶき佃煮 たいみそ たい味噌 なめたけ マヨ醤油和え ふりかけ 旨煮めんま

御飯 焼き肉丼 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 スープ

メンチカツ ナムル風 シイラの有馬焼き ミックスオムレツ チキンチャップ ホキの香味焼き アジのトマト煮

炊き合わせ チヂミ かぶの煮物 フレンチサラダ しらす和え 野菜の煮物 水菜サラダ

小松菜の和え物 味噌和え 白身フライ 根菜のごった煮 トマトのおろし和え エリンギバター

おやつ ワッフル ロールケーキ 杏仁豆腐 ピーナツパン フルーチェ プリン 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 お吸い物 味噌汁 お吸い物 お吸い物 味噌汁

豚肉と野菜の煮込み アジの煮付け 牛肉の玉子とじ カレイのムニエル 五目玉子焼き 豆腐チャンプルー サバのカレーソテー

桜エビの塩炒め もやしと水菜炒め 酢味噌かけ 野菜のソテー 牛肉と大根の煮物 冬瓜のふろふき パスタサラダ

水菜サラダ 冷奴 にらまんじゅう 豆まめサラダ 小松菜のお浸し とろろ昆布和え えび団子の炒め煮

カロリー １４８７ｋｃａｌ １３７４ｋｃａｌ １３５９ｋｃａｌ １３６０ｋｃａｌ １３９８ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ １３７３ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立


