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皆様はじめまして。昨年の10月に徳耀会心療内科クリ

ニックに入職致しました、臨床心理士の佐藤直毅と申します。

よろしくお願い致します。自己紹介のようになってしまうの

ですが、私は臨床心理士として主に精神科の病院で10年程勤

務し、この度徳耀会にご縁があり、入職させていただきまし

た。心理士になってよく聞かれるのが「どうして臨床心理士

になろうと思ったの？」という質問です。 

私自身これだという明確な理由を答えるのが難しいのです

が、高校で「倫理」という授業で初めて心理学に触れて、

“こんなに面白い学問があったんだ！”と感動した事が、心

理学を学んでみたいと思ったきっかけだったのではないかと

思っています。  

特に面白いと思ったのが、S.フロイトという人が創始した

「精神分析」という心理学です。精神分析ではまず、人間の

心には【無意識】という心の領域が存在すると仮定しました。

そして、人は思った以上にこの【無意識】に影響を受けてい

るということを患者さんとの治療を通して見出していったの

です。 

わかりやすい例では、ある会議で議長が「これから会議を

開会します」と言うところを、「これから会議を閉会しま

す」と言い間違えてしまった例をフロイトは挙げています。

議長は本心では会議をすぐに終わらせたかったのでしょう。

しかし、議長という立場上もちろん会議を終わらせたいとは

言えないため、会議の開会を宣言しようとしました。しかし、

無意識の願望（会議を早く終わらせたい）が強すぎたために、

意識でコントロールを超えて本音が出てしまったと考えられ

ます。また、おそらく会議の緊張感の高まりが心の余裕を失

わせ、無意識の願望（会議を早く終わらせたい）をコント

ロールしにくい状態へと陥らせたのかもしれません。 

このような良い間違えの例からは、人は自分で自分の事を

コントロールすることが思いのほか難しいということです。

そして、心の不調もなかなか自分の力では自分の心をコント

ロールすることができなくなっている状態と言えるのではな

いでしょうか。 
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以前お話した前立腺疾患の続きをお話します。 

・前立腺肥大症の症状をチェック 

①おしっこをした後残尿感があるか？ 

②おしっこをしたあと2時間以内にトイレにいきた

くなるか？ 

③おしっこの途中で尿が途切れることがあるか？ 

④尿意をがまんできず漏らしたりすることがある

か？ 

⑤おしっこの勢いが弱いと感じるか？ 

⑥おしっこの時いきむことがあるか？ 

⑦一晩に何回くらいトイレにいくか？ 

 

これらの症状で気になれば医療機関受診をお勧めし

ます。最初はお薬の治療を始めます。 

肥大が高度の時は手術（内視鏡）が施行されます。

また癌が疑われた場合はPSAの検査をします。 

前立腺癌は自覚症状がない場合も多く、50歳以上

の方はPSA検査受診をおすすめします。前立腺の異常

を高い精度で検知します。少量の血液をとり、前立腺

から分泌されるPSAという物質を調べます。4ng/ml

以上が異常値です。精密検査をおすすめします。直腸

診・超音波検査・針生検などが行われます。PSA高値

は前立腺肥大症・前立腺炎でも高くなり、正常な前立

腺でも上昇する場合もあり、怖がらずに検査は必ず受

けましょう。 

  

   

 

 

 

  

  

内科 大楽先生 

在宅往診部 歯科医師 小浜先生 
在宅往診部 鈴村歯科衛生士 

おでん会 パンケーキ作り 

節分  豆まき 

睡眠について考えましょう。睡眠には浅い眠りのレム

睡眠と深い眠りのノンレム睡眠があります。これが1

セット90分で5～6回繰り返されます。ですから睡眠

時間は個人差はありますが90の倍数で考えると効率が

いいでしょう。睡眠不足の後で長時間の睡眠は疲労回

復として有益ですが、仕事前の寝だめは無意味とか。 

ちなみに金縛りは脳が覚醒しているのに体が眠ってい

て動けないレム睡眠で感じると言われています。眠り

の質を改善すると金縛りを予防できるとも言われてい

ます。睡眠を理解し良い睡眠をとりましょう。 

青嶋看護師 

 骨密度を維持するための運動 

  

成人の骨格の95％は女性で17歳、男性で19歳までに

形成されます。その後は加齢による骨質劣化を完全に抑

えることはできません。 

それを防いでいく為には骨に体重のかかる状態を作るこ

と（座っているよりも立っていること）、特に筋力ト

レーニングが骨の強化に重要であることが分かっていま

す。 

  

より有効なトレーニングは若い人にはウエイトトレーニ

ングやランニング、バスケットボールなどのインパクト

のある運動（自転車や水泳は骨の強化の点ではあまり有

効ではありません）。 

高齢者はウォーキングや階段の上り下りなどを日常から

行うと良いでしょう。 

 

在宅往診部 訪問リハビリ 穴沢理学療法士   

心療内科 佐藤臨床心理士   

少しずつ暖かくなってきている今、季節が変わ

ろうとしているときにはストレスがつきもので

す。 

気づいたら口内炎が、といった経験がある方も

多いのではないでしょうか。口内炎は頬の内側

を噛んだり、 

歯ブラシで粘膜を傷つけた時に起こることが多

いのですが、こうした口内炎は比較的短期間で

治ります。 

ですが、何度も繰り返す場合は、疲労や体調不

良、ストレスなど免疫力が低下した時に起こり

やすいといわれています。 

口内炎にならないためには、①口の中を清潔に

保つ、うがいや歯磨きをきちんとする。②バラ

ンスのいい食事をちゃんと摂る。 

ことが大切です。体調管理に気を付けて、口腔

内の健康を保ちましょう。 

口腔アレルギー症候群とはご存知ですか？果物

や野菜を食べた際、唇や口の中に 

イガイガ感、かゆみ、腫れなどのアレルギー症

状が現れる病気です。 

これは食材と花粉中に塁にする物質がアレル

ギーを起こすことから、花粉症と関連があると

いわれています。 

対策としては、原因食物の摂取を控えることに

なりますが、 

こういった症状が出たときは、血液検査等で精

密に調べることがいいと思われます。 

口腔内に少しでもいつもと違うことが感じられ

た時には、早めに病院へ受診しましょう。 
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日 月 火 水 木 金 土
1 2

24 25 26 27 28 脳トレ

3 4 5 6 7 8 9
ひな祭り 心療内科 ボール投げ 内科検診 口腔ケア 風船バレー ペン習字

ぬり絵 歌の会

10 11 12 13 14 15 16
川柳 心療内科 ペン習字 口腔ケア
　　

17 18 19 20 21 22 23
心療内科 脳トレ 内科検診 春分の日
防災訓練

24 25 26 27 28 29 30
誕生日会 心療内科 ぬり絵 口腔ケア

習字

31
★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

3,March,2019

ひなあられ・
甘酒を飲もう

タンメン作
り（３F）

タンメン作
り（２F）

たけのこご飯・
茶わん蒸し

工作（さく
ら作り）

ホットケーキ・
ポトフ作り

風船バレー・
紙飛行機作り

ホットケーキ・
ポトフ作り

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

榎本施設長より 
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ゆとりあでは、毎月万が一の災害に備えて防災訓練を実施し

ております。今回は火災を想定し、歩ける方は歩行にて西階

段を使用し避難しました。 

 立春も過ぎ、暦の上では春を迎えますが、今

年は粉雪が舞う程度の雪で雪かきもせずに助か

りました。 

 寒さに負けない体にビタミンCを摂取（水菜・

小松菜・はっさく）日本では古くから栽培され

てきたおなじみの野菜・果物が旬です。いずれ

もビタミンCが豊富なので、こまめに摂って風邪

や肌トラブルの予防に役立てましょう。 

 1月下旬よりインフルエンザが猛威をふるって

おります。当クリニックにおいても、手消毒及

び皮膚赤外線体温計を実施。ご家族様がご来訪

時、1階において測定されますがその時熱のある

場合にはGHへの入室をご遠慮いただいておりま

すのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 2月18日（月曜日）防災訓練を実施致しまし

た。 

鈴木主事より 

 みなさんこんにちわ。他の先生方が身体や健

康のことに関して専門的なことを書いてくだ

さっているので私からは日常的に役立つことを

一つ書きたいと思います。 

 この時期静電気が頻繁に発生し、イライラす

ることが多いと思います。特に車の乗り降りで

静電気が発生することが多いんではないでしょ

うか。 

 そんなときの対処法として静電気が発生しそ

うな場所に触る際、その物体に対して手のひら

から力いっぱい当てるように触ると静電気は発

生しなくなります。 車の乗り降りや、ドアの

ぶを触る時など注意して実践してみてはいかが

でしょうか。 

 

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

つくね小判 和風ロールキャベツ 納豆 素籠り玉子 アジのサンガ焼き ほうれん草平焼き ジャーマンポテト

おかかまぶし 昆布茶和え 切干大根の煮物 カリフラワーマリネ 青菜と揚げの煮浸し パンプキンサラダ ゆかり和え

かっぱ漬・青 しば漬け 練り梅 昆布佃煮 しばわかめ たいみそ 子持ちサラダ

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 豚丼 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁

赤魚の土佐漬 白身魚の煮付け 豚肉のピリ辛炒め とんかつ タラの香草焼き 刻み昆布の煮付け 麻婆豆腐

焼き竹輪の煮物 もやしの炒め物 酢の物 わかめの酢の物 野菜のケチャップ煮 青菜のおろし和え 中華風サラダ

磯わさび和え 金時豆 フキと真丈の煮物 温奴 くるみサラダ にら饅頭

おやつ チョコパン ヨーグルトババロア プチシュー 杏仁豆腐 ドームケーキ おせんべい＆チョコレート クリームパン

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

お吸い物 クリームシチュー 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

厚揚げの味噌炒め 花野菜のバター炒め 豆腐とえびの旨煮 ホキの蒸し物 鶏肉の辛子醤油焼き 麻婆玉子炒め つみれと大豆チャップ

チンゲン菜サラダ クルトン入りサラダ カリフラワーサラダ 里芋の煮物 ひじきサラダ かに風味シュウマイ 小松菜の和え物

きのこの醤油蒸し もろこし香ばし揚げ 白菜サラダ 冬瓜と隠元の煮物 しらす和え おさつスナック

カロリー 1469kcal 1468kcal 1443ｋｃａｌ 1525kcal 1470kcal 1471kcal 1532kcal

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

Ｓさん
以前は歩行器を使用して歩行していましたが、最近は歩行器
を使わずとも居室とリビングを行ったり来たり出来るように
なりました。

Ｋさん
前や隣の利用者様に気を使って、優しく声掛けをしてくださ
います。

Ａさん
豆まきに参加され皆様と楽しそうに鬼に豆をぶつけて楽しま
れました。

Mさん
パンケーキ作りに参加され皆様と美味しく召し上がりまし
た。

Mさん
豆まきに参加され、豆まきをした後甘納豆とおいしいおやつ
を皆様と美味しく召し上がりました。

Mさん
体調を崩されていましたが、回復されて元気に過ごされてい
ます。

Ｋさん
おでんつくりに参加され皆様と一緒に作ったおでんを美味し
く召し上がりました。

Ｗさん
嚥下状態が良くない為、最近は食事をペーストにして召し上
がってます。普通食のときよりスムーズに召し上がってくだ
さいます。

Ｎさん
歌の会にて、歌は歌えないものの笑顔で手拍子をしてくださ
いました。

Yさん
おでんつくりに参加され皆様と食材切りなど手伝ってくださ
いました。

Ｈさん
毎日廊下を往復し、ご自分でリハビリなさっています。天気
のいい日は東綾瀬公園へ散歩に出かけています。

Ｈさん
将棋をスタッフと楽しむのが日課で、いろんなスタッフと対
戦して楽しまれています。

Ｋさん
髭が伸びてくるとご自分で「髭剃り貸してください」といっ
て髭を剃っています。

Ｔさん
左手を骨折されて現在ギブスを装着し生活されています。な
るべく安静にしていただき、動作を控えるよう支援して参り
ます。

Kさん
体調を崩されていますが、早く良くなるよう水分を沢山補給
して頂いたりクーリングをしたりして支援して参ります。

Tさん
東綾瀬公園に散歩にお連れしたら、「天気が良くてきもちい
いねえ」とおっしゃっていました。

Hさん
将棋に興味があるらしくスタッフと職員の対戦をよく眺めて
らっしゃいます。

今月の私


