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今回はピロリ菌に関する７月号の続きを述べたいと思いま

す。 

ピロリ菌に感染していると、慢性的な炎症によりほとんどの

人が胃炎になると考えられます。その慢性的な炎症のため萎

縮性胃炎・胃・十二指腸潰瘍・胃がん・胃ＭＡＬＴリンパ腫・胃過

形成ポリープなどの原因になることがあると考えられています。 

一方ピロリ菌があるからといって必ず胃がんや潰瘍になる

わけではありません。しかし胃潰瘍や十二指腸潰瘍の人の多

くがピロリ菌に感染しており、胃がんの患者さんのピロリ菌感

染率は高く、胃がんの発症にピロリ菌が関わっているのではと

考えられています。 

ピロリ菌がいる人で除菌を望む場合保険が適用になる疾

患は次の通りです。 

・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。早期胃がんに対する内視鏡的治療後

胃。 

・特発性血小板減少性紫斑病。 

 

次回は治療について述べます。 

 

 

 
 

在宅往診部 訪問リハビリ 森理学療法士  
 

  まだまだ脱水に気を付けて、水分をこまめに取る

必要のある季節です。 

  からだの水分は筋肉にも多く含まれており、筋肉

はいわば水分の貯蔵タンクのような役割もありま

す。従って、筋肉量の少ない方、体脂肪率の高い

方は、脱水の危険性が高いと言われています。 

 水分摂取ももちろん重要ですが、日々の運動を

大切にして、筋肉量を維持する事にも注意してみ

てはいかがでしょうか？ 
 

 
 

 在宅往診部  渡部歯科衛生士 
  

健康な人でも口の中には５００種類以上の細菌がすんでいると言

われていますが、その中には、食中毒の原因菌になる黄色ブドウ

球菌も含まれています。歯垢（プラーク）は、さまざまな細菌が密

着してスクラムを組んでできているため、歯垢が増えれば黄色ブ

ドウ球菌もさらに増加して、食中毒が起こりやすくなる可能性もあ

るのです。 

 「菌を増やさないこと」「菌をつけないこと」「殺菌をすること」が食

中毒を防ぐための３原則ですが、お口の中の菌を増やさないよう

にして、食中毒のリスクを減らすためにも、口腔ケアは大切です。 

  
 
 

 
 

  

田中看護師 
 
 お盆を過ぎると残暑の時期。「なんだか疲れが取れない」と怠

さを感じませんか？夏の疲れは８月後半から秋口にかけて出

てきます。９月は暦の上では秋ですが、まだまだ猛暑日も多い

時期で夏バテに注意が必要です。 

 そこで今回は「冬瓜」についてお話ししたいと思います。７月

から９月に収穫され冬までもつことから「冬瓜」と言われており、 

身体の中にこもった熱を取ってくれる優れものです。９５％が水

分でカリウムを多く含んでおりカリウムはナトリウムを排泄する

役割があります。また、ビタミンＣを多く含んでいるため風邪な

どの免疫力アップも期待できます。 

 この時期冬瓜を食卓に取り入れてみてはいかがでしょう？＾  ^

  

  心療内科クリニック 上里先生 
 

 「厚労省の睡眠障害対処１２の指針」 

 

 前回に引き続き、「睡眠衛生」に関わる厚労省の睡眠障害

対処１２の指針の８番目は「眠りが浅い時はむしろ積極的に

遅寝・早起きに」です。こちらは非常に重要な考え方です。熟

睡感が得られない人は、長い事ベッドに留まっている一方、実

際に眠るのはその間の短い時間である場合があります。 

 例えば２１時に何もやる事がないからと言ってさほど眠くな

いのに布団に入り、寝付くのは２３時、そして目覚めるのは６

時なのに、８時まで布団に入ってたりします。このような場合、

眠くなるまでなるべく遅くまで起きていて、朝目覚めたらすぐに

布団から出るようにする（布団にいるのは寝てるときだけにす

る）と熟睡が得られるようになります。 

  ♪サンドウィッチ作り♪ 

在宅往診部 歯科医師 清水先生 
 

  最近、「口が渇いてしかたがない」と、慢性的な口の渇きを訴

える【口腔乾燥症（ドライマウス） 】が、中高年の人々に増えて

います。唾液が少なくなると、「しゃべりづらい」「食べ物が飲み

込みにくい」「味覚がわからない」と いった症状が現れ、口臭や

歯槽膿漏、虫歯などの病気に もかかりやすくなります。原因と

して、加齢に伴うもの、薬剤によるもの、糖尿病やシェーグレン

症候群などの疾患、ストレスなどが知られています。原因となる

疾患の治療や薬剤の中止、ストレス窓を開け、新鮮な空気を入

れ換えることも有効です。それでも改善されない場合には、対

症療法として含嗽剤や人工唾液、唾液の分泌を促進する薬剤 

の投与、漢方薬を用いた治療が行われます。また、酸味のある

食品（ビタミンＣ含有のキャンディなど）により味覚を刺激したり、

口の渇きを緩和するドロップを利用するのも有効です。 
 

♪カラオケ大会♪  

 
  

 

     今月のスタッフ 

 ゆとりあにて働き始めて

から一年経ちました。 

 常勤として皆様と楽しく

働かせていただいておりま

す。 
 

 ・・・・・横尾です・・・・・ 
 

～ お知らせ ～ 
  

 ・８月１９日付にて郵送いたしました、重要

事項説明書「介護保険改正書類」の件ご

返送下さるようお願い致します。 

 ・９月１６日（土）に敬老会を開催いたしま

す。参加希望のご家族様は食材の関係上

９月１２日（火）の午前中までに連絡してく

ださいますよう宜しくお願い申し上げま

す。 
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  ８月の雨に続き１９７７年以来４０年ぶり

に、大気不安定によるものと、更に野菜の高

値についても同様にニュースで流れていま

した。急に１０月上旬の陽気になり、ひんや

り夜もすごしやすく休むことができます。 

 ゆとりあの利用者様皆様も、この暑い夏を

どうにか頑張って頑張って乗り切って下さっ

たようです。日中・夜間と多めの水分摂取す

ることにより、高熱・体調を崩す方もいらっ

しゃいませんでした。クリニックの先生方に

は毎日回診してくださりとても有難い限りで

す。公園の散歩にもいくことが出来るでしょう

が、テレビで言われているマダニ・ヒアリには

充分気をつけないといけません。 

 ９月の行事として「敬老会」、そして毎月実

施しています避難訓練を予定しております。

前回避難訓練につきましては消防署の指導

（水消火）の予定でしたが叶うことができま

せんでした。 

 まだまだ暑い日が続きます。ご家族様にお

かれましてはご自愛くださいませ。 

 

    

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
利用者様皆様の食器拭きを手伝って下さってとても助かりま
す。

Ｋさん
「お茶汲む人がだれもいないからお手伝いしましょうか」と
すすんでお茶くみを手伝って下さいました。

Ａさん
音楽番組を毎回楽しみにしていらっしゃいます。見るときは
とてもニコニコして見ていらっしゃいます。

Ｋさん
スタッフが介助をする際「ありがとね」と優しい口調で話し
かけてくださいます。

Ａさん
最近腰が痛いご様子で、立ったり座ったりする動作や、歩行
が辛そうですが早く治りますようにスッタフ一同願っており
ます。

Ｋさん
カラオケ大会を実施しましたが、とても喜んで楽しそうにマ
イクで歌っていました。

Ｋさん
最近ではトイレや、お着替え、居室への行き来もスタッフの
見守りがなくとも行えるようになりました。

Ｗさん
カラオケ大会に参加しまして、ご自分の知ってる曲をマイク
にて歌っていました。

Ｙさん
体調を崩されまして７月下旬から入院していましたが、無事
退院されました。入院前とお変わりなく元気に過ごされてい
らっしゃいます。

Ｋさん
カラオケ大会に参加されご自分で歌えないものの、手拍子を
して参加されました。

Ｎさん
カラオケ大会手拍子にて参加されました。とても楽しそうで
した。

Ｔさん
手拍子をすると「ポンポンポンポン」と声をだして手を叩い
て下さいます。

Ｍさん
「あなたが買ってきてくれた歯磨き粉とてもいいよ」とおっ
しゃってくださいました。

Ｈさん スタッフやボランティアと将棋をして楽しまれていました。

Ｈさん
カラオケ大会に参加されまして、二階の利用者様のなかで一
番張り切って歌っていらっしゃいました。

Ｋさん
８月から新しく入居されました。早くゆとりあに慣れて頂く
ようスタッフ一同一生懸命支援して参ります。

Ｔさん
ご自分のやることを見つけて積極的に動いて下さいます。食
器洗いは他の利用者様のぶんも洗って下さいます。

Ｋさん
毎朝起きるとリビングにて顔を洗い歯を磨いてとても清潔に
していらっしゃいます。

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

高野豆腐の煮物 がんもの含め煮 ソーセージソテー つくね小判 納豆 納豆 さつま揚げの煮物

きのこ三昧 わさび和え 切干大根の和えもの ゴマダレサラダ 金平れんこん 切干大根の炒め煮 しその実和え

マヨ醤油和え 白きくらげ梅しそ和え ふりかけ たいみそ しいたけ昆布 のり佃煮 きゃらぶき佃煮

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁

タラの甘酢あんかけ メンチカツ アジのトマト煮 豚肉の辛子醤油焼き ホキの香味焼き ミックスオムレツ 豆腐のピリ辛炒め

白菜のおかか和え 炊き合わせ 水菜サラダ ひじきの煮物 野菜の煮物 フレンチサラダ 海藻サラダ

煮ころがし 小松菜の和え物 エリンギバター さつま芋と豆サラダ トマトのおろし和え 白身フライ 里芋のだし煮

おやつ ロールケーキ ところてん おせんべい&チョコレート ワッフル クリームコンフェ 杏仁豆腐 グレープゼリー

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

お吸い物 味噌汁 中華スープ お吸い物 お吸い物 味噌汁 味噌汁

牛肉の玉子とじ サバのカレーソテー 麻婆茄子 豆腐チャンプルー 豚肉と野菜の煮込み シイラの塩焼き 鶏肉のおろしかけ

酢味噌かけ パスタサラダ 春雨サラダ 冬瓜のふろふき 桜エビの塩炒め ビーフン炒め 菜の花の炒め物

にらまんじゅう えび団子の炒め煮 えびはんぺん揚げ とろろ昆布和え 水菜サラダ ブロッコリーの和え物 ４種豆のサラダ

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

今　週　の　献　立


