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今

がんばれ！東北！！がんばろう！日本！！ 院長の岡本です。
■５月です。２日の八十八夜を過ぎると、６日には二十四節気のひとつ
立夏を迎え、暦の上では夏となります。ゴールデンウィークに始まって
母の日、運動会、初夏の祭とイベントも目白押し。１年で最もさわやか
な季節を楽しんでください。
■八十八夜は「別れ霜」とも呼ばれ、全国的に霜が降る心配がなくなる
目安となる日で、春の農作業が本格的
に始まります。静岡などお茶どころで
は一番茶の茶摘みも始まります。
■茶摘みに合わせて、５月２日は「緑茶
の日」にもなっています。お出かけに
はお茶を持っていくといいですね♪
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の
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・２P…今ドキ気になる歯の情報
・２P…院長のひとりごと
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・４P…園芸おもしろ話
・４P…今日って何の日
・５P…おもしろサイト
・５P…パパッと掃除術
・６P…スマイルビューティー
・６P…お手軽美容グッズ
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“鶴岡「だだちゃ豆」に大量の疲労回復成分”
■夏のビールのつまみとして人気のある「だだちゃ

■特に、出荷のピークとなる８月の「早生白山」「白山

豆」に、大量の疲労回復成分が含まれていることが

ダダチャ」という２品種ではオルニチンが 100 グラム

わかりました。「だだちゃ豆」は枝豆の１品種で、山形

あたり 30～50 ミリグラムと、普通の枝豆の同 10 ミリ

県鶴岡市の特産品になっているものです。

グラム以下に比べて大量に含まれていました。オル
ニチンの量が多いと言われるシジミの同 10～15 ミリ

■これは、20 年以上前からだだちゃ豆の研究に取り

グラムをも大きく上回っています。

組んでいる山形大学農学部の阿部利徳教授が、枝
豆に含まれるアミノ酸成分の分析研究

■うまみを示す「スクロース」という成

成果をまとめたものです。

分についても多く含まれており、阿部
教授は「だだちゃ豆だけにオルニチン

■これによると、だだちゃ豆には肝機

が多い理由はまだ分からないが、鶴岡

能改善や疲労回復に効果があるとされ

の夏の定番となっている『だだちゃ豆に

るアミノ酸の一種「オルニチン」が、一

生ビール』という組み合わせは科学的

般的な枝豆の最大約５倍も含まれてい

にも理にかなっていることが証明され

ることがわかりました。

た」としています♪
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2.痛みの場所は舌先から舌の両脇に多い。

★今ドキ★

3.痛みは舌の表面の部分における持続性ある軽度
なもので、訴えはヒリヒリ、ピリピリ、チクチクなどの表

★気になる歯の情報★

現が多い。
4.痛いという訴えのわりには食べられない、話せない

ぜっつうしょう

§「舌痛症」ってどんな病気？ §

ということはない。

■皆さんの中で、それほど激しくはないものの、舌に

5.舌がんに対する恐怖がみられる。

ひりひりする痛みが続いている方はいらっしゃいませ
んか。舌を観察しても特に傷や潰瘍などの異常がな

6.心理面では情緒不安定傾向、自律神経機能不安

いのに、舌の先端部や縁の部分に軽度な痛みが継

定の傾向がみられる。

続してある場合、多くは「舌痛症」と名づけられた舌
7. いろいろな病院を受診していることが多い。

の病気です。
■この舌痛症、臨床諸検査を行っても
異常値は見つからず、詳しいことはま

■舌の痛みで以上のような特徴があ

だ分かっていないのが実情です。ただ、

る場合は、舌痛症の可能性があります。

舌痛症の特徴は明らかになってきてい

治療法は一般的には薬物療法主体で

ます。主なものを挙げます。

すが、心理療法なども行われていま
す。

1.患者は 40 歳から 60 歳前後の更年
期に相当する女性が圧倒的に多い。

まずは かかりつけの歯科医院に相
談してください♪
……

院長のひとりごと…
ギョーザが好きな人って多いですよね。このギョーザ、調べてみると老化を防止する作用が
極めて高い食品なんです。
ギョーザは、豚のひき肉とニラ、キャベツなどの野菜を小麦粉の皮で包んだもの。豚肉には
ビタミン B1 がたっぷり含まれていて、皮の炭水化物が体内でエネルギー源となるのを助けま
す。このビタミン B1 の働きをバックアップするのが、ニラに含まれている硫化アリルという成
分。ニラには、カロテンやビタミン C、ビタ
ミン E、葉酸などもたっぷり。キャベツに
もビタミン C や胃潰瘍などの予防作用が
あるビタミン U が含まれています。
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さらに酢じょう油で食べますが、酢には血液をサラサラ
にする作用や血圧の安定作用があります。至れり尽く
せり、というわけですね♪
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タケノコ炊きこみご飯
タケノコは、食物繊維が豊富。タンパク質や、ビタミン、
ミネラルも多く含んでおり、大腸がんの予防や便秘解
消、疲労回復に効果がありますよ♪

作り方

① 米は炊く 1 時間前に洗い、ざるで水を切っておく。

材料（4 人分）
米

② タケノコは短冊切り、ごぼうはささがき、鶏肉は一口大に切る。
③ 皿に②と調味料(しょうゆ大さじ１、みりん大さじ１、砂糖少々)を

3合

ゆでタケノコ

200ｇ

入れて軽く混ぜ、ラップをして電子レンジで２～３分加熱する。

鶏肉

100ｇ

④ 米を炊飯器に移し、③と松の実、クコの実を加え、通常の２割増

ごぼう

1/4 本

しの水（またはだし汁）と、ごはんの味付け用調味料(しょうゆ大

そらまめ

さじ１、料理酒大さじ１、砂糖少々、塩少々)を入れて炊く。

20 粒

松の実

大さじ 2

クコの実

大さじ 1

きぬさや

少々

ゴマ

少々

⑤ そらまめはさやから出し、ゆでて皮をむく。きぬさやはゆでて好
みの大きさに切っておく。
⑥ ごはんが炊き上がったら１０分ほど蒸らして混ぜ、きぬさやとそら
まめを加えて盛り付ける。
⑥

しょう油

大さじ 2 1/2

酒

大さじ
1

ショウガ
豆板醤・ゴマ油

コショウ
酒
塩
しょう油

小1片

永久歯が揃わない子どもが 1 割も

各小さじ 2

日本小児歯科学会が 1 万 5 千人の診療記録を分析した結果、普通なら上下
少々

あわせて 28 本ある永久歯がすべて生えそろわない「先天性欠如」が、子ど
大さじ 1

少々

もの１割に上ることがわかりました。
小さじ 1

先天性欠如の割合は、顔の中央から左右 5 番目に生える奥歯(第 2 小臼歯)
大さじ 3
と 2 番目の前歯(側切歯)で多く、上あご(4.37％)より下あご(7.58％)で多く
100cc
ありました。また、左右の差は余りありませんでした。

先天性欠如の原因は解明されていません。データをまとめた山崎要一鹿児
島大教授は「小児歯科の新たな問題として今後の傾向をみていきたい」と話
しています。皆さんのお子さんはどうですか？一度チェックするといいかも
しれませんね♪
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆ 夏の花壇を飾る「コリウス」を育てよう！ ☆
5 月になると気温がかなり上昇してくるので、アサガオ、ハゲイトウ、ヘチマなど発芽に高温が必要な
草花のまきどきとなります。美しい葉で夏の花壇を飾るコリウスもそのひとつです♪
コリウスは、ハゲイトウとともに夏の花壇に色どり

真夏の直射日光下では、葉焼け(葉がやけどをお

を添える代表的な草花で、品種によって葉の色、模

こす)して部分的に枯れますが、逆に日陰過ぎると

様をさまざまに楽しむことができます。

美しく色づくはずの葉の色が薄くなります。

シソの仲間で、和名は金襴紫蘇(きんらんじそ)、

また、乾燥に非常に弱いため、水切れさせないよ

錦紫蘇(にしきじそ)など、葉の美しさのとおり、絢爛

うに注意が必要です。土の表面が乾いてきたらたっ

(けんらん)豪華な名前がついています。

ぷりと水を与えます。

シソと同様、夏に向かって温度が上昇していくに

挿し芽で手軽に苗を増やしていけるのもコリウス

つれ、背丈がぐんぐん伸びていきます。成長するの

の特徴です。茎葉が茂ってきたら切り取り、川砂に

に任せておいてもかまいませんが、草の姿をきれい

挿しておくと、簡単に発根してきます。秋以降でも 10

に華やかにするには適度な高さで芯を摘み、側芽を

度以上なら生き続けますので、植木鉢など手ごろな

出させます。

容器に川砂を入れ、挿してみてはどうでしょうか♪

今日って何の日

・・・5 月 9 日は「アイスクリームの日」

明治 2 年(1869 年)5 月 9 日に日本で初めてアイスクリームが製造されたことか
ら、5 月 9 日は「アイスクリームの日」になっています。発売したのは町田房蔵。横
浜の馬車道通りに開いた「氷水屋」で「あいすくりん」という名称で製造・販売しまし
た。一人前が現在の値段で約 8,000 円と大変高く、一般の人々にはなかなか浸透
しなかったようです。
日本アイスクリーム協会では毎年、アイスクリームに関する調査を行って「アイス
クリーム白書」としてまとめ、アイスクリームの日にメディア発表しています。
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おもしろサイト見ぃ～つけた
「えいよう＆キッズケア」
http://www.ayou.jp/index.html
☆保育・食育にかかわる情報を提供しているサイト

介しています。摂取カロリーまで表示されているのが

ですが、「楽しく遊び、楽しく食べる」を基本コンセプト

嬉しいですネ。

にしており、親子一緒になって楽しめるものとなって
います☆

★「グッズコーナー」では、子どもが楽しく遊べるグッ
ズの作り方、遊び方を紹介しています。紙飛行機、

★管理栄養士、調理師などの資格を持つ

釣り道具などに加え、幼児が乗れる飛行機まで載っ

YOURIN(ゆーりん)さんが数人の仲間と運営していて、

ています。

商品の紹介・宣伝などは一切なし。純粋に役立つ情
報提供サイトです。

★また「おもしろコーナー」では、JR 豊田駅に猫の駅
長が誕生したニュースなども写真入りで紹介、親子

★「保育コーナー」「グッズコーナー」「栄養コーナー」

で一緒に見て楽しめるようになっています。

「おもしろコーナー」の 4 つのエリアがあります。例え
ば「保育コーナー」では、小さな子供が見て喜び、食

★医療関連のリンク集もあるので、万一、子どもが病

べて満足するランチメニューやおかずのレシピを紹

気や事故で困ったときにも役立ちますよ♪

パパッと掃除術

★ 流し台(シンク)の掃除 ☆

流し台(シンク)は、食品や油、洗剤のかすなどで常に
汚れが付着します。また、水垢やカビも発生しやすく、
不衛生になりがち。食品を扱う場所だけに、きれいにし
ておく必要があります。

流し台も
スッキリきれいに♪
気持ちよく

■台所の流し台(シンク)は、横で調理をするだけ

■コツとしては、洗い流した後の流し台に残った

に、清潔にしておきたい場所です。掃除は思いのほ

水滴を、乾いた布でしっかりと拭き取ることです。

か簡単。流し台と排水溝は毎日きれいに掃除しまし

水滴を拭き取ることによって、水垢・カビの発生を

ょう。

防ぐことができます。

■流し台(シンク)の毎日の掃除ですが、スポンジな

■汚れがこびりついているときは、弱アルカリ性

どに食器洗い用の洗剤をつけ、流し台全体を擦っ

洗剤を使ってスポンジで擦り、３０分ほどおいて

て水で流すだけで充分です。

から水で洗い流すときれいになりますよ♪
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『大人にも多いニキビを防ぐ』
20 歳以上の女性でニキビができる人って、意外に多いんです。ニキビができる仕組
みは思春期と同じですが、原因は大きく異なります。ストレスや不規則な生活が大き
な要因となっているようです。今回は「ニキビ防止でスマイルビューティ―！」♪♪
ニキビができる仕組みですが、毛穴が詰まって皮脂や老廃物がたま
り、毛穴の中でアクネ菌という細菌が増えて炎症を起こします。思春期
ではホルモンのバランスが崩れて皮脂の過剰分泌が起きるためですが、
大人の場合は肌の新陳代謝や保湿機能の衰えにストレス、睡眠不足、
不規則な生活習慣などが加わって引き起こされると見られています。
思春期のニキビが額や鼻など皮脂の分泌が多い場所にできやすい
のに対し、大人では頬や口の回り、アゴなどに多くできます。
ニキビの対処法ですが、潰すと痕が残りやすいので NG。基本は洗顔
で、毛穴の詰まりや皮脂を取り除きます。洗顔は予防にもなります。
皮膚や粘膜の状態を改善するためビタミン B2 や B6 を含んだ食材や
サプリメントを摂取するのも良いようですが、一番いいのは規則的な生活をして睡眠を十分に取り、ストレスを
ためないようにすることですよ☆

☆1 本で何役もこなす「BB クリーム」が人気 ☆
「BB クリーム」と呼ばれる多機能クリームが人気を集めています。ドラッグス
トアの店頭にも多くの商品が並ぶようになってきました。時間も、お金も節約
できる「BB クリーム」、お手軽美容グッズの代表選手かもしれません♪
■「BB クリーム」は、乳液から日焼け止めまで 1 本で

■1 本で何役もこなせる秘密は、ファンデーションや

何役もこなしてしまう多機能ファンデーションです。

化粧下地の主成分に、セラミドやヒアルロン酸など保

BB とは「ブラ ミッシュ（Blemish）バーム（Balm）

湿成分を多く配合しているからのようです。

(傷を治す軟こう)」の略です。
■1 本で何役もこなしてくれるうえに、
値段は 1,000 円台から 3,500 円程
■人気の発端は韓国。1 本でスキ

度と、通常のメーク費用より大幅に

ンケアから肌の色補正まで簡単に

安上がり。

できるとして評判になり、日本にも
人気が波及してきたものです。

■まだ使った経験がない方は、一度
試してみるといいですよ♪
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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. 生後３カ月の女児ですが、夫のいびきがうるさいのか、なかなか寝てくれません。明け方よう
やく寝つき、午前中から昼過ぎによく寝ます。

Ａ. 赤ちゃんがいびきの音で眠れなくなること

そのためには、日中の刺激を多くして起きてい

はありません。周りがどんなにうるさくても、赤ち

る時間を増やす工夫が必要になります。日中は

ゃんは眠くなると我慢することはできず、眠ってし

赤ちゃんが寝ているから静かにではなく、寝てい

まいます。

ても時々声をかけたり、抱っこをして外気浴など

まだ３カ月なので、一日のリズムがしっかりで
きていないことから、夜に起きている時間が長く

をしましょう。逆に、夜は静かに刺激をなるべく少
なくします。

なっているのだと思われます。昼に起きている時
間が長く、夜寝る時間が長くなるようにリズムを
調整する必要があります。

☆朝のスタート時間を少しずつ早くしていけ
ば、夜寝てくれるようになると思いますよ♪

☆ レジャーの前に携帯から損保加入が可能 ☆
▽スポーツやレジャー、旅行では、自分がケガをしたり、他人に損害を与えてしまうケースもありま
す。そういう万一のときに備える損害保険に、携帯電話から簡単に１日単位で加入できるサービスを
ご存知ですか？
▽NTT ドコモと東京海上日動火災の「ドコモワンタイム保険」、ソフトバンクモバイルと損害保険ジャ
パンの「ソフトバンクかんたん保険」がそれ。携帯各社の専用サイトに接続し、加入プランを選んで暗
証番号を入力するだけで OK。氏名、住所、カード番号などを入力する必要はありません。保険料は
月々の携帯利用料と一緒に徴収される仕組みです。
▽加入できる保険は「ゴルファー保険」「スポーツ・レジャー保険」「国内旅行保険」「海外旅行保険」の
4 種類。保険料は海外旅行保険以外が１日または１泊２日で３００円。たとえば同程度の補償内容(傷
害２００万円、賠償責任３，０００万円など)のゴルファー保険を年間契約すると保険料は５，１９０円か
かります。月１回程度のプレーなら、その都度携帯から加入した方が「お得」となりますよ♪
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映画のある生活

【タイトル】 川の底からこんにちは
【製 作 年】 2009 年
【製 作 国】 日本
【監
督】 石井裕也
【主なキャスト】満島ひかり、遠藤雅
相原綺羅、志賀廣太郎、岩松了、並樹史朗

■仕事にも人生にも妥協して生きてきた OL が、

ず妥協した日々を送る佐和子（満島ひかり）が、父

病気で倒れた父の営む「しじみ加工工場」を立て

親が病気で倒れたことで帰郷するところから始ま

直しながら懸命に生きる姿を描いた人間ドラマで

ります。一人娘の佐和子は、父親が経営していた

す。観る人の人生を応援してくれます。

しじみ加工工場の後を継ぐことになります。

■監督は、2007 年に『剥き出しにっぽん』で PFF

■ところが、会社の経営は倒産寸前。従業員のお

アワードグランプリに輝いた期待の新鋭・石井裕

ばさんたちには相手にされず、一緒に工場の後継

也。石井にとっては初の商業映画です。主演は

ぎになりたいと付いて

『愛のむきだし』で日本映画賞新人賞を多数受賞

きた恋人にまで浮気さ

した満島ひかりで、ヒロインの奮闘ぶりを熱演して

れるハメに。

います。

■笑いあり、涙ありの

■物語は、上京して 5 年、仕事も恋愛もうまくいか

感動の 112 分ですよ♪

■ペット犬にも歯周病が広がっているようです。小型犬中心に３歳以上の
ペット犬の約８割が歯周病にかかっているとの調査もあり、飼い主の間で
はペット犬の歯磨きが静かなブームになっているようです。
■犬にも歯周病が増えているのは、歯と歯のすき間が狭く歯垢がたまり
やすい小型犬の増加と長寿化の進展が要因となっています。
■各地の動物病院では、飼い主を対象に歯磨き教室が開かれたり、歯科検診
の利用も広がっているようです。
■犬も歯周病になると口臭がひどくなり、歯が抜け、アゴの骨折に至る場合も
あります。飼い主の方は責任を持ってペットの歯のケアをしましょう。そして、ペ
ットに負けないよう、私たちも日ごろから歯のケアに努めたいものです♪
● 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
次のページもご覧ください
>>
【2011.5】

