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こんにちは！！ 院長の岡本です！

月
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特
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■11 月。旧暦では霜月（しもつき）
。7 日に「冬の始まり」という意
味の「立冬」を迎え、暦の上では冬となります。22 日が「小雪」で、
北の地方では冬将軍が到来する時期となります。
■11 月の風物詩といえば、全国各地の鷲（おおとり）神社で祭礼が行
われ、縁起物の熊手が売られる酉の市。今年は 1 日の一の酉に始まり、
三の酉まであります。三の酉まである年は火事が多いと言われますが、
理由は定かではありませんし、実際に火事が増えた
という記録もありません。
■23 日は「勤労感謝の日」
。
「勤労をたつとび、生
産を祝い、国民たがいに感謝しあう」ことを趣旨と
して 1948 年に制定されました。戦前は神々に五
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穀の収穫を祝う「新嘗祭（にいなめさい）
」の日で
した。秋の収穫物にも感謝したいものです♪

“健康な外食を認証する「スマートミール制度」”

■栄養バランスのとれた食事を、健康的な環境で

■基準に合った食の提供のほか、店内が禁煙であ

食べられる店を認証する「スマートミール制度」

ること、管理栄養士・栄養士がスマートミール作

がスタートしました。日本栄養改善学会、日本高

成・確認に関わっていることなどが、クリアしな

血圧学会など１０学協会でつくるコンソーシア

ければならない必須項目。

ムが審査・認証を行います。

■オプション項目として、「野菜７０グラム以上

■スマートミールの基本は、
「主食＋主菜＋副菜」

のメニューを提供」「卓上に調味料を置いていな

か「主食＋副食（主菜、副菜）」であること。厚

い」など１８の条件があり、５項目以上満たすと

労省の食事摂取基準などを基本に組み立てられ

二つ星、１０項目以上満たすと三つ星が得られま

ており、「ちゃんと」と「しっかり」の二つがあ

す（オプションなしで必須項目をクリアした店は

ります。ちゃんとは、一般女性や中

一つ星）。認証事業者の一覧は、認証

高年男性で生活習慣病予防に取り組

制 度 の サ イ ト に 掲 載 され て い ま す

みたい人向け。しっかりは一般男性

(http://smartmeal.jp/index.html)。

や身体活動量の多い女性で生活習慣
病予防に取り組みたい人向けです。
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十分に噛めない人は自分の歯の調子に合わせ
て軟らかい食物を選んで食べる傾向があり、高

★今ドキ★

カロリーで太っているのに低栄養の状態になり
がちです。

★気になる歯の情報★
新潟大大学院口腔健康科学講座が新潟市の
70 歳の高齢者 600 人を 98 年から 08 年まで
追跡した研究では、①適正な栄養摂取ができず、

§「噛む力」の維持が大切 §

血清アルブミン濃度が低かったり、ビタミン、
ミネラル類が不足したりしている人は歯周病が

80 歳で自分の歯を 20 本以上保つことを目

進行しやすい、②上下の歯のしっかりした噛み

標とする「8020 運動」の開始から 30 年近く

合わせが悪い人は身体のバランスを保つ力や筋

たち、達成した人の割合は 16 年に初めて 5 割

力が低下するリスクが高まる――ことなどがわ

を超えました。噛む力を維持することは栄養摂

かりました。

取の偏りを防ぎ、歯周病の進行や筋力の低下を
高齢になっても噛んで食べられるようにする

招かないために重要です。

には、①一口 30 回噛む習慣をつける、②歯磨
歯が少ない人は栄養の摂取量も少なくなりま

きだけでなく歯間ブラシも使う、③かかりつけ

す。国民健康・栄養調査によると、40

の

歯科医院で定期的に健診を受ける、

歳以上で歯が 20 本以上ある人の平均値

④

④歯が減ったら入れ歯などで噛む力

を 100％とすると、歯が 20 本未満の

を維持する、ことなどが大切です。

人は動物性たんぱく質が 88％、亜鉛が
92％、ビタミン A が 95％など、たん
ぱく質、ミネラル、ビタミン類の摂取
量が少ないことがわかりました。

院長のひとりごと…
摂取する食品の種類が多いほど、支援なしで生活できる健康寿命が延びるそうです。名古屋
学芸大の研究グループによると、日本は食品の種類の多さは世界 2 位で、健康寿命の長さは 1
位でした。具体的には、研究グループは国連の食物供給量のデータなどから、人口 100 万人以
上の世界 137 カ国の食品の多様性をスコア化して計算。健康寿命は、健康でない生存年数など
から推定した健康度調整平均寿命を用いて、1995 年～2010 年の状況を解析。その結果、10
年度の食品の多様性スコアは 1 位ニュージーランド、2 位日本、3 位スペ
イン。健康寿命は 1 位日本 73.6 歳、2 位スペイン 71.9 歳で、食品の多
様性が高いほど、健康寿命が長い傾向にありました。研究グループは「多
彩な食材を摂取することが栄養素の充足につながり、疾患を予防している
のでは」としています。いろいろな食品を食べるようにしましょう♪

2

岡本歯科医院

タラときのこのホイル焼き
味覚の秋を代表する「きのこ」
。最近は 1 年中食
べられるものも多いですが、秋から冬にかけての
旬の時期にしか味わえないおいしさがあります。
そこで今回はきのこを使ったレシピです♪

作り方
① 白ネギは斜めにせん切りにする。しめじと舞茸は石づきを取
ってばらす。

材料(2 人分)
タラ

2 切れ

白ネギ

1/2 本

しめじ・舞茸
サラダ油

各 1/2 パック

適量

酒

小さじ 1/2

しょう油

小さじ 1/2

レモン輪切り

2枚

バター

20ｇ

塩・こしょう

適量

② タラの両面に塩・こしょうをする。フライパンにサラダ油を
温め、中火強で両面焼き色がつくくらい焼く。
③ アルミホイルを 2 枚広げ、真ん中に分量外のバターを塗る。
白ネギを散らしてタラを置き、上にきのこを盛る。塩少々と
酒、しょう油をふりかけ、レモン・バターを上にのせる。
④ アルミホイルの長い方の端を上に持ってきて合わせ、2～3
回折る。両端も 2～3 回折って閉じる。
⑤ 魚焼きグリルに入れて弱火で焼き、アルミホイルが膨らんだ
ら出来あがり。

最近使われる言葉「口腔健康管理」の内容
口腔ケアはさまざまな全身疾患の予防や軽減につながります。しかし、
内容はあいまいで、最近は「口腔健康管理」という言葉が使われるよう
になりました。口腔健康管理は、「口腔機能管理、口腔衛生管理、口腔
ケア」の 3 つに分かれます。
口腔機能管理は虫歯や歯周病の治療を通して機能を維持するもので、
抜歯を含む治療後の差し歯や入れ歯の作製、さらには摂食嚥下（えんげ）
機能に対するリハビリなどが該当します。口腔衛生管理は、これらの治
療により改善した口腔内の善玉菌と悪玉菌のバランスをコントロールす
るものです。家庭での管理も重要で、歯磨きや入れ歯の管理、摂食嚥下
体操などを正しく行うことを口腔ケアと呼ぶようになりました♪
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆日が当たらない場所でも緑の葉が楽しめる草木☆
住まいの周囲には北側の建物の陰になるところなど、一日中まったく日の当たらない
場所があります。でも、こんな場所でも緑を楽しませてくれる植物がありますよ♪
■日がまったく当たらない場所では何も育たな

くしてくれます。

いと、あきらめる必要はありません。日本にはハ
ランやオモトなどのように、日陰の下草として古

■常緑多年草としては、オモト、ユキノシタ、ハ

くから使われている植物が多くあります。そうし

ラン、ツワブキ、トキワシノブなどがおススメ。

た日陰でも丈夫に育つ伝統的な植物を活かして、

オモトは江戸時代から栽培されている古典園芸

暗いイメージのある日陰をオシャレな緑のコー

植物で、葉の形状の変化や斑など、多彩な葉の変

ナーに変身させてみましょう。

異を楽しむことができます。また、葉だけでなく
実も楽しみたいなら、真っ赤な実をつけるヤブコ

■日陰に強い木や、古くから下草や根締めとして

ウジや、黒い実をつけるオオバジャノヒゲなどが

使われてきた日陰に強い多年草をご紹介します。

あります。

根締めは、庭木や鉢植えの木などの根もとに植え
る草のことです。常緑の低木としてはアオキ、ヤ

■ひとつの種類だけでなく、3～4 種類を 1 カ所

ツデ、斑入りサカキなどがおススメ。いずれも耐

に寄せ植えすると、日陰でもオシャレなコーナー

陰性に優れ、特に斑入りの品種は日陰の庭を明る

が出来あがりますよ♪

今日って何の日

11 月 18 日は「家族の日」

11 月 18 日は「家族の日」
。2006 年 6 月 20 日に少子化社会対策会議によって決定され
た「新しい少子化対策について」に基づき、内閣府が 2007 年に毎年 11 月の第 3 日曜日を
「家族の日」に、その前後 1 週間を「家族の週間」と定めました。子育てを支える家族や地域
の絆の重要性を考えるきっかけにしようという趣旨です。家族の日・家族
の週間とは別に、薄れつつある家族の絆を大切にしようという趣旨で、独
自に「家庭の日」を設けている地方自治体もあります。概ね毎月第 3 日曜

4

日とする自治体が多いですが、静岡県などのように各家庭で都合のよい日
としている自治体もあります♪
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九星

吉方位

ラッキーカラー

ラッキーDAY

(開運の方角)

(幸運を招く色)

(運が味方をしてくれる日)

一白水星

東が大吉、南西が吉

クリーム色、山吹

8、9、10、17、18、19、22、24、27、29、12/6

二黒土星

北西が吉

赤、黒

7、8、16、17、18、23、25、26、27、30、12/1

三碧木星

北西が吉

パール、濃緑

7、16、17、25、26、29、30

四緑木星

東北、東が吉

ワインレッド、濃緑

7、12、15、16、23、24、25、30、12/1、12/2

五黄土星

南西、西が大吉

ラベンダー、桃

11、13、14、15、22、23、24、25、12/1、12/2

六白金星

西が大吉、東が吉

ベージュ、金

12、13、14、21、22、23、12/3、12/4、12/6

七赤金星

南西、北西が大吉

桃、山吹

11、12、13、19、20、21、22、12/4、12/5

八白土星

西が大吉、東が吉

ラベンダー、茶

7、8、15、16、17、18、21、24、25

九紫火星

東北が大吉、南西が吉

オレンジ、金

7、14、15、16、23、24、12/3

[自分の九星の探し方]生まれた年(西暦)の下 2 桁の合計が 9 以下の人は、
10 から下 2 桁の合計数字を引く。
1961 年生まれなら、10－(6＋1)＝3 となる。生まれた年の下 2 桁の合計が 10 以上の人は、まず下 2
桁の数字を足す。足した数字の 10 の位と 1 の位をさらに足し、10 から引く。1968 年生まれなら、6＋
8＝14、1＋4＝5、10－5＝5 となる。ただし、節分までに生まれた人は前年の生まれとなる。
これで得られた数に対応する星はつぎのようになる。１＝一白水星、２＝二黒土星、３＝三碧木星、
４＝四緑木星、5＝五黄土星、６＝六白金星、７＝七赤金星、８＝八白土星、９＝九紫火星

★ 今月のワンポイント・風水 ★
「家庭内の不和には「麒麟(きりん)」が効果的」
家庭内で不和があるときは
リビングに「麒麟」の置物を置くとよい。
麒麟は中国に古くから伝わる想像上の瑞獣(吉祥獣)。
仁義を尊ぶ仁獣で、あらゆる災いを鎮めるパワーを持つ。
家庭では家族愛を育む効果がある。

「髪とツメを切って厄を落とす」
風水では「髪とツメに厄(やく)が宿る」という。
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ツイてない、何か調子が悪いと感じたとき、
髪とツメを切れば気分もサッパリ。
気分一新、心も軽くなる。
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『朝一杯の「レモン白湯」にダイエット効果』
冷えや便秘、むくみが解消して体が軽くなると話題の「レモン白湯」。
デトックス効果の高いレモン＋白湯のダブルの効果で、体の内側から
ポカポカと温まり、代謝がアップします♪
レモン白湯の基本となる白湯を飲むと、胃腸から全身が温まって腸の働きが良くなり、未消化物やた
まった老廃物の排出を促す効果があります。レモンも体の排出力をサポートする食材の 1 つで、腸に刺
激を与えて動きを活発にして、便通を良くしてくれます。
ダイエット効果もあります。日常的にレモンを多く食べている人は、食べていない人に比べて糖や脂
肪の代謝に関わる善玉ホルモンの血中濃度が高かったという報告があります。また、レモンに含まれる
ポリフェノール「エリオシトリン」に、脂肪の蓄積を抑える効果が確認されたという報告もあります。
さらに、レモンには、美肌に欠かせないビタミン C や疲労回復を促すクエン酸も豊富に含まれています。
レモン白湯の飲み方ですが、朝起きてすぐ朝食前に、10～15 分か
けてすすりながら飲むのが効果的。朝の体は冷えて乾いているため、
熱い白湯をゆっくり飲むことで胃腸がじんわり温まり、水分も補給さ
れます。作り方は、①やかんに水を入れてふたをし、火にかける、②
沸騰したらふたを取り、10～15 分間煮立たせる、③火を止めてカッ
プに約 200ml をそそぎ、レモン果汁 5 滴程度（最大で大さじ 1 杯）
を加え、出来上がりです♪

暮らしの知識百科
★知っておきたい「高額療養費制度」☆
■高額療養費制度は公的医療保険における給

はなりません。

付の一つで、入院や手術などで、1 カ月の医

■同じ世帯で、複数の医療機関での外来、入

療費の自己負担額が一定の額を超えたとき、

院などにかかった金額が限度額を超えれば、

超えた額が払い戻される制度です。

超えた分が高額療養費として支給される「世

■対象となる自己負担額は、各月（1 日から

帯合算」という仕組みもあります。70 歳未

月末まで）
、同一診療・同一医療機関（外来・

満の人が合算できる自己負担額は、1 カ月 2

入院は別）ごとに算出されます。なお、高額

万 1 千円のものに限られます。70 歳以上の

療養費の対象は保険適用部分の自己負担分で

人では自己負担額の全額が合算対象となり

すので、差額ベッド代や食事代などは対象に

ます♪
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ママと★
わたしの
相談室♪

このコーナーでは、子育てのお悩みについ
て、お答えしていきます！「こういう場合はど
うしたらいいの？」というとき、
参考にしてみてください。

Ｑ. 出産して 1 年。産後は体調が悪くなり、実家に世話になりっぱなしです。自分にも育児
にも自信がありません。何もかもに自信がなくなったとき、どうしたらいいのでしょうか？

A.育児は初めてのことだらけで、育児に自

ていいのです。

信のある親なんていません。うまくいってい

ホルモンも激減する産後は心も不安定にな

るように見えても、本当はみんな悩んでいる

り、いらいらしたり涙もろくなったり、産後

のです。文面から１歳になるお子さんはとて

うつの状態になる人も少なくありません。そ

もいい子に育っていると思います。あなたが

んな産後の状態のなかで、あなたは実家に助

がんばってきたからで、自分を低く評価する

けを求めることができています。実家に「申

必要はありません。赤ちゃんにとってあなた

し訳ない」という気持ちをもつよりも、
「いつ

はかけがえのない母親です。あなたに代われ

もありがとう」という思いをもち、その気持

る人はいないのですから、もっと自信をもっ

ちを伝えていけばいいと思います。

☆ 健康条件を緩和、持病あっても入れる保険 ☆
▼高血圧や糖尿病などの持病があっても加入できる生命保険があります。「引受基準緩和型保
険」といい、健康な人の通常保険に比べて保険料は割高となります。最近は加入後の一定期間、
保険金を受け取っていなければ、それ以降の保険料を割引にする商品もあります。
▼医療保険や死亡保険に加入するときには自分の健康状態を保険会社に伝えるのが普通。この
手続きを「告知」といい、保険会社が保険契約を引き受けるかどうか判断するモノサシとなり
ます。会社によって多少の違いはありますが、通常の保険では十数項目の質問に答えなければ
ならず、高血圧などの持病がある人は加入できないことが少なくありません。引受基準緩和型
の保険は告知を 3～5 項目に減らして通常の保険よりも加入しやすくしています。
▼引受基準緩和型保険の契約件数ですが、公表された統計はありませんが、医療保険では契約
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全体の１割程度を占めるとみられます。保険料は通常の保険の 1.1～2 倍ほど。加入前からの
持病で入院しても保険金は出ます♪

岡本歯科医院

映画のある生活

【タイトル】 SING/シング
【製 作 年】 2016 年
【製 作 国】 米国
【監
督】 ガース・ジェニングス
【出
演】 マシュー・マコノヒー
リース・ウィザースプーン、セス・マクファーレン

■「怪盗グルー」
「ミニオンズ」
「ペット」など

れかけた劇場の支配人。彼はかつての賑わいを

のヒット作を手がけるイルミネーション・スタ

取り戻そうと、歌のオーディションを開催する

ジオによる長編アニメーション。監督は自身初

ことに。

のアニメ作品となるガース・ジェニングス。

■こうして、あがり症の内気なゾウのミーナや

■声優陣にマシュー・マコノヒー、リース・ウ

パンクロックを愛するヤマアラシの少女アッ

ィザースプーン、セス・マクファーレン、スカ

シュら、さまざまな

ーレット・ヨハンソンなど豪華キャストが出演

思いを胸に秘めた参

し、レディー・ガガ、ビートルズなど誰もが知

加者たちが集い、町

る新旧ヒット曲を劇中で披露します。

のオーディションが

■物語の舞台は、動物たちが人間そっくりな生

盛大に始まるのでし

活を送る世界。コアラのバスター・ムーンは潰

たが…。

■日本の暦には、立秋や立冬など二十四節気をさらに 5～6 日ずつ
の 3 つ（初候、次候、末候）に分けた七十二候（しちじゅうにこう）
があります。立冬の初候にあたる 11 月 7 日から 11 日までの七十
二候は、
「山茶始開（つばきはじめてひらく）」
。山茶始開は「山茶花
が咲き始めるころ」といった意味です。
■ただ、この山茶 (つばき) とは椿 (つばき) でなく、ツバキ科の山茶花
（さざんか）のことです。山茶花という漢字は「山に生え、花を咲かせる
茶の木」ということで、その昔、葉の部分をお茶として飲んでいたことに
由来すると言われています。山茶花は寒椿に似ていますが、散る時はらは
らと花弁を一枚ずつ散らすのが特徴です♪
● 発行：岡本歯科医院
● 担当：岡本 誠
● 住所：〒649-1213
和歌山県日高郡日高町高家 642-3
(日高町役場となり)
● TEL：0738-63-3883
● H.P：http://www.okamotodental.jp/
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ご予約は、今すぐお電話！

「予約お願いします」
と、お気軽にお電話くださいね。
いつでもあなたをお待ちしています。

0738-63-3883

岡本歯科医院

【2018.11】
】
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