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今

こんにちは！！ 院長のおかもとです！今月も元気にいきましょう！
■2 月です。4 日は立春で、暦の上では春となりますが、実際は 1 年で
最も寒い時期。旧暦の如月(きさらぎ)も、衣をさらに着こむ「きぬさらに
き＝衣更着」から名づけられたと言われています。
■そうは言っても、春の足音も聞こえてきます。2 月に入ると九州、四国
などから梅の開花前線が北上を始めます。寒さも、もう少しの辛抱で
すよ。
■同じころにスギ花粉の飛散前線も北上します。
今年は昨夏の日照時間が長かったことから、全国
的に例年より多く飛散する予想となっています。花
粉に悩まされる方は、早めに抗アレルギー薬を服
用する初期療法が効果あるようですよ。
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“子宮頸がんワクチンに国が助成”
■国の公的補助を求める声が強かった子宮頸(け

からは「必ず接種しないといけないのか」という問い

い)がんワクチンの接種ですが、政府は昨年末に成

合わせもあるようですが、専門家は「性交開始までに

立した補正予算に接種費用約 344 億円を盛り込み、

接種するメリットは大きい」としています。

自治体が行う接種事業費用の半分を助成することに
なりました。

■性交渉を始めた女性の 7～9 割は子宮頸がんを起
こすウイルス(HPV)に感染します。うち 8～9 割は自

■これにより、昨年までは公費助成を実施している

然に消失し、がんを発症するのは 1000 人に 1.5 人

自治体の数は全体の１割程度でしたが、２０１１年度

の割合です。HPV は 100 種類以上ありますが、日

からは多くの自治体が接種費用の公費助成を始め

本の接種ワクチンは最もリスクの高い 2 種類に有効

る見通しです。接種費用が無料になるの

となっています。

か、利用者の一部負担になるのかは、各
自治体の判断になります。

■ワクチン接種後も、予防効果のないタ
イプの HPV に感染すれば発症リスクは

■政府の補助対象者は中学 1 年(13 歳

あるので、定期的な検診も子宮頸がん予

相当)から高校 1 年(16 歳相当)。保護者

防には必要になってきます。
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次のページもご覧ください >>
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口の周りの筋肉が鍛えられ、表情が豊かになると同
時に、口をしっかり開けてきれいな発音もできるよう

★今ドキ★

になります。

★気になる歯の情報★

動は脳細胞の働きを活発にし、子どもの知育を助け、

■の 脳の発達：あごを開けたり閉じたりする噛む運
高齢者の認知症を防ぎます。
■は 歯の病気を防ぐ：よく噛むと、唾液がたくさん出
ます。唾液には、口の中をきれいにして細菌感染を
防いだり、虫歯になりかかった歯の表面をもとに戻す

§ ひみこの歯がいーぜ §

働きがあり、 虫歯や歯周病を防ぎます。
■が がんを防ぐ：唾液に含まれる酵素には発がん

■昔の人は今よりずっと噛む回数が多かったようで

物質の発がん作用を防ぐ働きがあります。

す。邪馬台国の女王、卑弥呼(ひみこ)もよく噛み、健

■いー 胃腸の働きを促進する：昔から「歯丈夫、胃

康な歯で国を統治していたのではないでしょうか。そ

丈夫、大丈夫」と言われるように、よく噛むと消化酵

んな卑弥呼にあやかるべく、学校食事研究会が噛む

素がたくさん出て、消化を助けます。

ことの効用を標語にしています。「ひみこ

■ ぜ 全身の体力向上と全力投球：よく

の歯がいーぜ」です。

噛んで歯を丈夫にすると、ここ一番という
ときに、歯を食いしばって力を出せます。

■ ひ 肥満を防ぐ：よく噛んで食べると、
脳の満腹中枢が働いて、食べ過ぎを防ぎ

■皆さまのご家庭でも、「ひみこの歯がい

ます。

ーぜ」を食卓での話題にし、家族全員で

■ み 味覚の発達：よく噛んで味わうと、

健康な歯と体づくりに取り組まれてはい

食べ物の味がよくわかります。

かがでしょうか♪

■ こ 言葉の発音がはっきり：よく噛むと
……

院長のひとりごと…
私たちの毎日の食材として欠かせないタマネギ。このタマネギの効用をご存知ですか。体の
なかで素晴らしい働きをしてくれるんですよ。
まず、黄色い色素としてたくさん含まれているケルセチン。これはポリフェノールの仲間であ
るフラノボイドのひとつで、強い抗酸化作用を持ち、老化の原因を抑制して動脈硬化などを防
いでくれます。ラットを使った実験では、糖尿病を予防する効果も期待できることがわかってき
たんです。
また、甘みの成分となっているフラクト
オリゴ糖は、腸内善玉菌の働きを助け、
便秘の予防をしてくれるんですよ♪
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皆さまもぜひ、アンチエイジングの食材として、毎日の
食卓にタマネギを豊富に使ったメニューを取り入れてく
ださいネ♪

次のページもご覧ください >>
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じゃことハーブのオムレツ
カルシウムが豊富なちりめんじゃことチーズをメインの
具にしたオムレツで、別名カルシウムオムレツ。文字ど
おり「歯にいいレシピ」ですよ♪

作り方
① ディル、えごまの葉は細かく刻んでおく。
② チーズは、火の通りがよく溶けやすい種類を選び、1ｃｍ程度の

材料（4 人分）

サイコロ大に切る。

卵

8個

ちりめんじゃこ

40ｇ

チーズ

80ｇ

バター

40ｇ

生クリーム

10cc

ディル

2束

えごまの葉

8枚

塩・こしょう

少々

しょう油

酒
ショウガ
豆板醤・ゴマ油

コショウ

葉、生クリーム、塩こしょうを加え、フォークで軽く混ぜ合わせる。
④ フライパンにバターを溶かし、③を入れてフォークでかき回しな
がら火を通す。
⑤ 半分ぐらい火が通ったら、刻んだチーズを 1 人分 20ｇずつ入れ、
卵でチーズを包み込む。
⑥ チーズが溶けて、オムレツの表面がきつね色に焼けたら盛り付
ける。
※ディルがなければパセリなどでもいいですよ。

大さじ 2 1/2
大さじ 1
小1片
各小さじ 2
少々

酒

大さじ 1

塩

小さじ 1

しょう油

③ ボウルに卵を割り入れ、ちりめんじゃこ、刻んだディルとえごまの

少々

美人の決め手は「白い歯」

「明眸皓歯(めいぼうこうし)」。「明眸」は澄んだ明るい瞳、「皓歯」は
大さじ 3
白く輝く美しい歯の意味で、目元、口元の美しい美人を形容する言葉です。
100cc
もともとは、唐の詩人・杜甫(とほ)が、伝説の美人とうたわれた楊貴妃(よ
うきひ)の美しさをしのんだ詩に使った言葉です。
美人を形容する四字熟語としては、朱唇皓歯(しゅしんこうし＝赤い唇と
白い歯)、蛾眉皓歯(がびこうし＝蛾の触角のような眉と白い歯)というのも
あります。
いずれにしても、昔から美人の決め手となっているのは「白い歯」なんで
すね。歯は公平です。誰でも毎日きちんとケアすれば、白く輝きます。白く
輝く歯でスマイルビューティといきましょう！
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆ 美味しさの秘密は「馬ふんたい肥」にあり

☆

皆さんは「江戸崎かぼちゃ」をご存知ですか？いまや美味しいカボチャの代名詞のようにもなっていま
すが、美味しさの秘密は土づくりに馬ふんを使っていることなんです♪
茨城県单部の江戸崎町(現在は合併して稲敷市)
で 40 年以上も栽培されている「江戸崎かぼちゃ」。

家畜のふんを利用したたい肥には牛ふんもあり
ます。同じ草食動物、違いはあるのでしょうか？

ホクホクしてとても美味しいと評判ですが、美味しさ
の秘密は 2 つあります。

牛は胃が 4 つもあるのに対し、馬は 1 つだけ。体
内での微生物の働き方も異なります。馬ふんは排

ひとつは、畑で完熟してから収穫すること。もうひ

出された後も微生物が働いているので、温かいんで

とつは、畑の土づくりにふんだんにたい肥を投入し

す。馬ふんがたい肥として優れている理由だと思わ

ていることです。このため、とても甘く、栄養価も高

れます。

いカボチャができるんです。
バラ栽培の教科書には牛ふん利用が薦められて
そのたい肥ですが、馬ふんのたい肥なんです。近

いますが、最近は馬ふんたい肥を使う人も多くなっ

くに中央競馬会の美浦トレーニングセンターがあり、

ているようです。皆さまも、馬ふんたい肥が手に入

そこの競走馬の馬ふんを使っているというわけで

れば、一度使われてみてはいかがでしょうか♪

す。すが、違いはあるのでしょうか？
牛は反芻(はんすう)動物で胃が 4 つもあるのに対
し、馬の胃はひとつだけ。体内に住みついている微

今日って何の日

生物の働き方も異なります。馬糞は体外に排出され

・・・2 月 6 日は「海苔の日」

た後も、微生物の働きでしばらくは温かく、馬糞を田
んぼに撒くと水温が上がるとまで言われています。
「海苔(のり)の日」は、1966 年に全国海苔貝類漁業協同組合連合会が定
馬糞が堆肥として優れるのはこういった理由による
めた記念日で、毎年、同連合会が記念行事を実施しています。
ものと思われます。

海苔は古代から日本人に好まれている伝統的な食品で、日本最古の成
バラ栽培の教科書の多くには牛糞利用が書かれて
文法典である「大宝律令」には租税として納める 29 種類の海産物のひとつ
いますが、最近は馬糞たい肥を使う人も多くなって
として海苔があげられています。この「大宝律令」が施行された大宝 2 年 1
いるようです。皆さまも、馬糞たい肥が手に入れば、
月 1 日を西暦に換算すると 702 年 2 月 6 日となるため、業界の発展を祈願
一度使ってみられたらいかがでしょうか♪まず、シク
して 2 月 6 日を海苔の日にしました。
ラメンの和名をご存知ですか？「豚の饅頭(ブタノマ
翌 1947 年に「のど自慢素人演芸会」に改称され、漫才や浪曲、物まねな
ンジュウ)」と「篝火草(カガリビバナ)」という
2 種類が
どを披露する出場者も出てきました。現在の「NHK
のど自慢」にタイトルが
次のページもご覧ください >>
あります。「篝火草」というのは「かがり火のような
変更されたのは 1970 年 4 月。今も続く長寿人気番組となっています。
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花」ということでイメージに合う気がしますが、「豚の
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おもしろサイト見ぃ～つけた
「パワースポットを旅しよう」
http://www.sports-joho.com/power/

☆不思議な力が満ちていると言われる「パワースポ

★目的別では、金運・学運、良縁・子宝運、健康・長

ット」。若い女性を中心に、今、ちょっとしたパワース

寿などに分かれています。良縁を叶えてくれるパワ

ポットブームになっています。このサイトを見て、あな

ースポットをのぞいてみると、美容の田沢湖、恋愛成

たもパワースポットを旅してみませんか☆

就の岩城山神社などが紹介されています。

★目に見えない宇宙や神様のパワーで心身をいや

★このサイトの素晴らしい点は、卖に全国のパワー

したい人、願いを叶えたい人などが訪れるパワース

スポットを紹介しているだけでなく、パワースッポトの

ポット。このサイトは神社、温泉を中心に全国のパワ

歴史や由来、楽しみ方、さらには神社の仕組みや参

ースポットを徹底紹介しています。

拝マナーまでウンチクを語ってくれていることです。

★トップページには都道府県別、目的別にインデック

★皆さまもパワースポットを訪れれば、新しい自分と

スがつくられているので、行ってみたいパワースポッ

の出会いが待っているかもしれませんよ♪

トがすぐに探せるようになっています。

パパッと掃除術

★ 電子レンジの掃除 ☆

電子レンジは、加熱の際に調味料や食品のかすが飛び
散り、汚れとなります。放っておくと頑固な汚れとなり、
臭いの元にもなります。簡単な方法をご紹介しますので、
チャレンジしてみてください。
電子レンジも
スッキリきれいに♪
気持ちよく
■軽い汚れの場合は、コップに半分ほどの水を入

で、一石二鳥の掃除用洗剤になります。

れ、ラップをかけずに 2～3 分チンします。加熱され

■重層の使い方ですが、コップに半分ほど水を

た水の蒸気で汚れが浮き上がってくるので、それを

入れて重層を溶かします。それを初めに書いた

水拭きすれば完了です。

のと同じようにチンして、水拭きすれば OK です。

■頑固な汚れの場合は、食用の重曹を使います。

■お酢でも同じ効果が得られます。電子レンジは

重曹は水に溶けるとアルカリ性になり、様々な汚れ

食品を直接入れて使うものなので、市販の洗剤

を分解してくれます。重曹には消臭効果もあるの

より、安全な自然のものがおススメです。
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『半 身 浴 で 美 肌 づ く り』
半身浴の効果は健康雑誌などでいろいろ紹介されていますが、実際、継続して行え
ば、美容・美肌効果はもちろん、リラックス効果やダイエットまで驚くほどの効果があ
るようです。あなたも始めてみませんか♪
半身浴は、胸から下の部分だけを、ぬるめのお湯(39℃以下)に時間をかけて浸かるものです。
通常の熱いお湯(40℃以上)での全身入浴の場合、血圧の上昇をもたらすほか、数分しかお湯に浸かること
ができないので体の表面しか温まりません。また、浴槽内で体全体が受ける水圧も約 1 トンと大きく、肺や心
臓などの内臓への負担が増えてしまうという欠点があります。
一方の半身浴は、半身だけをぬるめのお湯でゆっくり(20 分以上)温めるの
で、通常の入浴が持つ欠点をカバーすることができます。それだけでなく、
①血液循環がよくなり代謝が活発になる②自律神経のバランスが整い心身と
もにリラックスできる③発汗作用が活発になり毛穴に詰まった汚れを押し出し
てくれるなどの効果も期待できます。
さらに、半身浴でリラックスしながら、音楽を聴いたり、読書やパックをするこ
ともできるんです。楽しみながら美肌づくり、何かワクワクしてきませんか♪

☆ スプーンでできる「老け肌」防止 ☆
「スプーン・パッティング」をご存知ですか？冷やしたスプーンで肌をパタパタ
たたくだけ。これでフェイスラインのたるみ、毛穴の開き、首のしわなど「老け
肌」を防いでくれるんです♪
■冷やしたスプーンで肌を軽くたたくと、肌が引き締

■たるみを取る場合は、洗顔後に頬骨の下のやわら

まり、活性化します。肌が元気なハリを取り戻すこと

かい頬を軽くたたきます。肌が少し温かくなるまで続

で、たるみなどを防いでくれるんです。

けます。

■やり方は簡卖ですが、3 つだけポイ

■毛穴開きの場合は、パタパタたたく

ントがあります。①スプーンを冷水や冷

1/3 程度の力で、スプーンを軽く押し当

蔵庫などで冷やしておく②丸いカーブ

てるようにします。首のシワには、首の

のスプーンを使う③スプーンの端を持

周りをパタパタとまんべんなく軽くたた

ち手くびのスナップをきかせて軽くたた

いていきます。たるみが出やすいあご

く。

の下もケアしてくださいね♪
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ママと★
わたしの
相談室♪

このコーナーでは、ママのお子さまのお悩み
について、お答えしていきます！「こういう時、
どうしたらいいの？」という時、
参考にしてみてください。

Ｑ. インフルエンザＢ型にかかり、タミフルを処方されました。母乳を中断するようにいわれました
が、薬の母乳への影響はあるのでしょうか？

Ａ. タミフルは、動物実験の結果から大量投与

てもらう選択をされた方がいいと考えます。

をすると 1 才未満の赤ちゃんの脳に影響がある

一方で、お母さんがインフルエンザになれば、

可能性が指摘され、1 才未満の赤ちゃんには使

赤ちゃんにもかかる可能性が高くなります。しか

用しないように勧告されています。

し、母乳にはお母さんの免疫が含まれています

ただ、母乳に移行する薬剤濃度は低く、タミフ
ルを服用した母親が赤ちゃんに母乳を与えても

から、母乳を与えることで赤ちゃんを守ることにも
なります。

問題が起こるとは考えにくいのですが、まだ新し
い薬なので大丈夫とは言えないのが現状です。
そのため、安全性が確認されている薬に変え

☆薬を飲んでも熱の期間を 2 日短くするだけな
ので、薬を止めるという選択もありますよ♪

☆ 「小児救急電話相談」を活用しよう ☆
▽病院が閉まっている夜間や休日に、子どもが急に熱を出してしまった、あるいは階段から落ちて頭
を打ってしまった-----。こんなとき、救急車を呼んで救急病院に連れて行った方がいいのか、あるいは
様子を見て翌日病院に連れて行けばいいのか、迷ってしまいます。
▽こんなときに無料で相談に乗ってくれるのが「小児救急電話相談(＃8000)」です。全国どこからでも
「＃8000」に電話(携帯も可)をかければ、利用者がいる場所の都道府県が医師会と提携して運営し
ているコールセンターにつながるようになっています。
▽対応してくれるのは小児科医や看護師、保健師。医師会が作成したマニュアルに沿って症状や状
況を聞き、救急病院に連れていくべきかをアドバイスしてくれます。ただ、診察行為ではなく、あくまで
も助言なので、納得できない場合は救急医に診てもらう必要があります。
▽都道府県によって受付時間帯が異なります。大阪だと平日、休日も 20 時から翌朝 8 時まで。北海
道では平日、休日とも 19 時から 23 時となっています。事前に調べておくといいでしょう。
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岡本歯科医院

映画のある生活

【タイトル】 ハート・ロッカー
【製 作 年】 2008 年
【製 作 国】 米国
【監
督】 キャスリン・ビグロー
【主なキャスト】ジェレミー・レナー
アンソニー・マッキー、ブライアン・ジェラティ

■タイトルの「ハート・ロッカー」は「苦痛の極限地

■ストーリーは、2004 年のイラク・バグダッド郊

帯」「棺桶」を意味するアメリカ軍の隠語。戦時下

外、アメリカ軍の危険物処理班が仕掛けられた爆

のイラクを舞台にアメリカ軍の危険物処特殊部隊

弾の解体、爆破の作業を進めるところから始まり

の活躍を描いた社会派サスペンスドラマです。

ます。作業が順調に完了し

■米国公開は 2009 年 6 月で、2010 年の第 82

たと思った矢先、爆弾が突

回アカデミー賞では 9 部門にノミネートされ、作品

然爆発し、多くの隊員が殉

賞、監督賞、オリジナル脚本賞、編集賞、音響効

職。亡くなった隊員の代わり

果賞、録音賞の 6 部門で受賞しました。監督は「ハ

に新たな「命知らず」が送り

ートブルー」「K-19」のキャスリン・ビグローで、こ

込まれ、地獄の炎天下、処

の「ハート・ロッカー」によって女性初のアカデミー

理班と姿なき爆弾魔との壮

賞監督賞受賞者となりました。

絶な死闘が始まります。

■主婦の皆さまは、料理や洗濯など毎日の家事がおっくうになることがあ
りますよね。やらずに済めばどんなに楽か、と思ってみたり、、、。
■でも、家事がダイエットになると思えば、気分も違ってくるのではないで
しょうか。人は生きているだけでカロリーを消費します。インターネットを
30 分ほど眺めているだけで 60 k カロリー消費します。
■重労働の家事ともなれば、結構なカロリー消費になるんです。たとえば、皿
洗いを 30 分やると 75 k カロリー。スーパーでカートを押しながら 1 時間ほど
買い物すると 126k カロリー。
■洗濯、料理、掃除。家事のすべてがカロリーを消費してくれます。気分を変
えて家事、いやダイエットに頑張りましょう♪
● 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
次のページもご覧ください
>>
【2011.2】

