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こんにちは！！ 院長の岡本です！

月
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■11 月。晩秋を迎え、9 月に北海道からスタートした「紅葉前線」が
11 月中旬には九州まで南下、山々の木々が鮮やかに色づきます。それ
も束の間、8 日には二十四節気の立冬、23 日には小雪が到来し、北の
国からは冬将軍の話題が届き始めます。
■11 月の風物詩と言えば、全国各地の鷲（おおとり、大鳥）神社で行
われる酉の市。福をかき込むと言われる縁起ものの熊手などが威勢の
いいかけ声とともに売られます。今年は暦の関係で 3 日の一の酉に始
まって 29 日の三の酉まで 3 回あります。昔から
「三の酉のある年は活気がありすぎて火事が多い」
と言われています。火の元には気を付けましょう。
■11 月 23 日は「勤労感謝の日」
。戦前は五穀の

・１P…ニュース
・２P…今ドキ気になる歯の情報
・２P…院長のひとりごと
・３P…歯にいいレシピ
・３P…歯・メモ
・４P…園芸おもしろ話
・４P…今日って何の日
・５P…九星占い
・５P…今月のワンポイント風水
・６P…スマイルビューティー
・６P…パパッと掃除術
・７P…ママと私の相談室
・７P…今月の｢知っ得｣情報
・８P…映画のある生活
・８P…編集後記

収穫を神に感謝する祭礼「新嘗祭（にいなめさい）」
と呼ばれる祝日でした♪

“「健康寿命」、男女とも日本が 1 位”
■世界 188 カ国の 2013 年の「健康寿命」を調

が 2000 年に提唱しました。日本の場合、2013

べたところ、日本は男性が 71.11 歳、女性が

年の平均寿命は男性が初めて 80 歳を超え、女性

75.56 歳で、男女とも日本が１位でした。米ワシ

は 86 歳台でしたので、平均寿命と健康寿命の差

ントン大学などの研究チームが調査し、今年 8 月

は約 10 年あることになります。この 10 年が「人

の英医学誌ランセットで発表したものです。健康

生ラスト 10 年問題」と言われるものです。

寿命の男女平均で 2 位は 72.1 歳のシンガポール。
アンドラ、アイスランド、キプロスが続きました。

■調査した同チームは 1990 年のデータも算出。
世界では 90 年～2013 年に、平均寿命

■健康寿命は、介護が必要だったり、日

が 65 歳台から 71 歳半ばまで延び、健

常生活に支障が出る病気にかかったり

康寿命も 57 歳から 62 歳台に延びたと

する期間を除き、自立して過ごせる期間

しています。背景には、エイズウイルス

のことです。単に寿命を延ばすのではな

やマラリアなどの感染症対策が進んだ

く、健康に長生きすることを重視する考

ことなどがあるようです。

え方に基づき、世界保健機関（ＷＨＯ）
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た。その結果、男性の場合、歯周病になるリスク
は「たばこを吸わず受動喫煙経験もない」人に比
べ、
「たばこを吸わず家庭で受動喫煙経験がある」

★今ドキ★

人は約 3.1 倍、
「たばこを吸わず家庭に加えて職

★気になる歯の情報★

場でも受動喫煙経験がある」人は約 3.6 倍と、受
動喫煙のリスクは喫煙とほぼ同じであることが
分かりました。一方、女性の場合は喫煙・受動喫
煙の状況と歯周病の発生割合に明確な関連はみ
られませんでした。

§ 受動喫煙でも歯周病リスク §
自分でたばこを吸わなくても、副流煙にさらさ
れる受動喫煙が続くと、男性の場合は歯周病にか
かるリスクが 3 倍以上に高まることが、国立がん
研究センターと東京医科歯科大の共同研究チー
ムの調査で分かりました。

喫煙者が歯周病になりやすいことは．これまで
も知られていました。たばこのニコチンは歯周病
を引き起こす歯周病菌の発育を促し、病原性を高
める働きがあります。また、喫煙自体も免疫力を
低下させ、歯を支える組織の破壊を助長するため
歯周病菌に感染しやすくなることが分かってい
ます。

調査は 1990 年に秋田県で喫煙や受動喫煙な
どのアンケートに答えた当時 40～59 歳の男女
のうち、2006 年までに歯科検診に協力してくれ
た 1164 人を対象に、男女ごとに
「喫煙者」
「たばこを吸わず受動喫煙
経験もない」など 6 グループに分け、

調査結果を受け、研究チームは「受動喫煙でも
喫煙と同様のメカニズムが働くと推察される」と
分析。「喫煙者は自身の健康だけでなく、受動喫
煙により他人の健康にも悪影響を与えることを
理解すべきだ」と注意を促しています。

歯周病にかかった割合を比較しまし

院長のひとりごと…
健康志向が強まる中、魚は頭から尾まで、野菜は根から葉まで、米は精製する前の胚芽も
丸ごと食べる「全体食」が注目されています。全体食は、もともとは東洋医学の考え方で、
正式には「一物全体食」と言うようです。全体食は日本でも実践されてきました。戦前くら
いまでは、イワシなどの小魚は丸ごと食べるのが当たり前、主食は玄米・雑穀など未精白の
穀類を食べてきました。小魚の骨も食べることで、現在は不足気味とされているカルシウム
をとっていたのです。近年、ビタミンやミネラルを単独でとるよりも、たん
ぱく質や食物繊維、脂質などと一緒にとった方がはるかに効果のあることが
わかっています。体の中で複数の栄養素が重なり、どのように機能するのか
詳しい解明がなされていない部分も多いですが、単純な足し算を超えた相乗
効果があることは確かで、全体食の良さはここにもあるようです♪
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サバと玉ネギの甘辛煮
昔から「秋サバは嫁に食わせるな」と言われるよ
うに、この時期のサバは脂が乗ってとてもおいし
いです。今回はサバのこっくりとした旨みに玉ネ
ギの甘さを加えたレシピです♪

作り方
① サバは、皮目に十文字に切り込みを入れます。玉ネギは縦半
分に切ってしんを取り、縦に幅 5mm に切ります。ショウガ
は薄切りにします。

材料(4 人分)
サバの切り身
玉ネギ

4 切れ
2個

酒

大さじ 4

みりん

大さじ 4

砂糖

大さじ 1

しょう油

大さじ 6

ショウガ

小 1 かけ

② フライパンに水 2/3 カップを沸かし、調味料、ショウガを
加えます。再び煮立ったらサバを入れ、煮汁をかけながら中
火で煮ます。
③ サバの表面の色が変わったら、オーブン用シートなどで落と
しぶたをしてからふたをし、弱火にして 12～15 分煮ます。
サバを取り出して器に盛ります。
④ 続けてフライパンに玉ネギを入れ、ふたをして 6～8 分煮て
から、サバの器に盛って出来上がりです。
※サバにはカルシウム、ビタミンＤが多く、歯にいいですよ。

「江戸時代、庶民の歯痛解消法は？」
歯科医院がなかった昔は、歯痛のときどうしたのでしょう？江戸時代
には既に口腔治療を行う「口中医」がいましたが、庶民には縁遠い存在。
当時の民間医学本『経験千万』には、「大根のおろし汁を耳から注ぐべ
し」という治療法が記載されているなど、庶民が手近にあるものでつく
れる煎じ薬や貼り薬などがあれこれ考案されたようです。また、神社に
祈願の絵馬を奉納したり、「半紙を４回折って、痛む歯で噛む」といっ
たおまじないもどきも流行ったりしたようです。一方、儒学者・貝原益
軒は「歯を叩くこと 36 度すべし、歯かたくなり、歯の病なし」と『養
生訓』で書いていますが、これは 12 世紀に記された中国の医書『養生
方』に出てくる「叩歯（こうし）」の歯のケア方法に由来します♪
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆ 家庭でシイタケの原木栽培にチャレンジ！ ☆
原木栽培した採れたてのシイタケを食べるのは格別です。おがくずで培養した
ものと違って本物の味が楽しめます。家庭でシイタケ栽培をしてみませんか♪
いろいろな種苗会社や園芸店がシイタケなど

によって発生の時期には差がありますが、おおむ

キノコ類を家庭で栽培できるキノコ栽培セット

ね春は 3 月上旬頃、秋は 10 月下旬頃に発生し

を販売しています。ここでは日本最大の種苗会社

ます。例えば、今月入手する榾木には昨年の春に

である「サカタのタネ」が販売している、本格的

種菌が植え付けられており、来年の春からシイタ

なシイタケの榾木（ほだぎ）を使ったものを紹介

ケの初収穫ができます。

します。
場所や気象の状況などによって収穫時期や収
直径約 8 センチ、長さ約 90 センチの榾木（シ

穫量には差が出てきますが、通常の栽培管理を行

イタケの種菌をつける原木）にあらかじめ種菌が

った場合には 3～4 年続けて収穫することがで

植え込んであり、適度な湿度と水があれば栽培で

きます。長く栽培するポイントは、3 カ月に 1

きます。直射日光が当たらない明るいところに斜

回、榾木を天地返し（上下逆さにする）をするこ

め（30～40 度の角度）に立てかけておきます。

とです。サカタのタネでは現在、榾木 3 本 1 組
を 5,230 円、6 本 1 組を 9,420 円で販売して

シイタケが発生する適温は 7～20 度で、地域

今日って何の日

います♪

11 月 15 日は「かまぼこの日」

全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会では、11 月 15 日を『かまぼこの日』と定め、全国で
さまざまなイベントを行っています。なぜ 11 月 15 日？ かまぼこ製品がわが国の歴史に初
めて登場するのは、今から 900 年前、平安時代の 1115 年です。当時の古文書に「祝いの
宴会料理」のスケッチがあり、その中にかまぼこが記録されています。そのため、この年号を
分け

分け、11 月 15 日が「かまぼこの日」になりました。また、昔
は七五三のお祝いの料理に、子どもの成長を祝って紅白のかまぼ
こを用意していたことも、11 月 15 日をかまぼこの日とした理

由の
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九星

吉方位(開運の方角)

ラッキー

ラッキーDAY (運が味方をしてくれる日です)

カラー

一白水星 北西が大吉

白、金、茶

8、15、16、17、24、25、26、12/3、12/4、12/5

二黒土星 南が大吉、北が吉

黄、桃、薄紫 14、15、16、17、20、23、24、12/2、12/3、12/4

三碧木星 北、南、南西が吉

薄紫、黄、金 14,、15、23、12/2、12/3

四緑木星 北、南、南西が吉

青、山吹、金 11、12、13、14、21、22、23、28、12/1、12/2

五黄土星 南、南西が大吉

桃、黄、白

六白金星 北が大吉、南が吉

薄茶、金、白 10、11、20、21、28、29、30

七赤金星 南西、北西が吉

白、赤、黄

9、10、11、14、16、19、20、27、28、29、12/5、12/6

八白土星 北西が吉

白、金、黄

8、9、10、17、18、19、26、27、28、29、12/2、12/5

九紫火星 北西が吉

緑、桃、金

8、9、16、17、18、25、26、27、12/4、12/5

8、11、12、20、21、22、27.、29、30、12/1

[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 ★
「リビングは『木の気』を持つインテリアに」
リビングは家族が集う場所。
成長、発展を助ける「木の気」を強めると家族の運気が高まる。
ソファは丸みのある布製のものがベスト。
床はフローリングにして天然素材のラグマットを敷く。
大きな家具は気の流れを乱すので置かない方がよい。

「水辺に出かけると運気アップ！」
水辺は水の気の持つ豊かさで厄や邪気を流してくれる。
湖や渓流などきれいな水辺はよい運気も吸収できる。
水辺に出かけるなら日中にすること。
夜になると陰の気が満ちてきて運気にはマイナスとなる。

5

岡本歯科医院

『 コンタクトの長期使用で“老け顔”に？！ 』
コンタクトレンズを使用している人は多いと思いますが、長期にコン
タクト（特にハード）を使い続けた場合、老け顔を招くかもしれない
と聞くと、ちょっと気になりませんか♪
コンタクトレンズ（特にハードレンズ）を長期に使い続けると、目の縦の幅が細くなることが知られ
ています。理由ははっきりとは分かっていませんが、コンタクトレンズによって目が乾かないように、
ゴロゴロしないようにと無意識のうちに目を細めてしまうためではないかと考えられています。そして、
コンタクトレンズをしていた人がコンタクトを使わなくなると、それが元に戻ることも分かりました。
また、「眼瞼（がんけん）下垂」という疾患があります。これは、眼瞼（＝まぶた）が下がってきて
目が開きづらくなり、正面を向いたときにまぶたが黒目にかかってしまう状態をいいます。先天性のも
のもありますが、加齢による変化や、コンタクトレンズの長期使用により発症する例が増えています。
まぶたが下がってきた人の特徴は、額にシワが寄ることです。下が
ったまぶたによって見えにくくなってしまうので、額の部分の筋肉
の力でまぶたを引き上げて目を開けようとする結果、おでこにシワ
が寄ってしまうのです。シワはくり返されることで深いシワになっ
て刻まれていきます。何か気になる症状があれば、早めに対処しま
しょう♪

パパッと掃除術 ★洗剤いらず電子レンジ掃除☆
毎日の調理に活躍する電子レンジ。使用頻度が高いわり
に、掃除は忘れがち。洗剤を使わなくても手軽にきれい
になる掃除方法を紹介します♪

電子レンジも
スッキリきれいに！

電子レンジの中は、飛び散った食品などで

すぐに扉を開けず、5～10 分ほど蒸気で庫

意外と汚れています。でも、ちょっとした汚

内を蒸らすと、汚れが落ちやすくなります。

れなら、洗剤を使わなくても簡単にきれいに

タオルを取り出し、固く絞って庫内の汚れ

なります。準備するものは、いらなくなった

を拭き取ります。ターンテーブルや回転網な

タオルだけ。水をたっぷり含ませたタオルを

ども出して洗います。タオルが熱くなってい

軽く絞り、ターンテーブルの上に載せて温め

るので、気をつけましょう。洗ったターンテ

ます。目安は 500W で 3 分ほど。温めたら

ーブルや回転網を戻して終了です♪
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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 7 カ月の娘です。5 カ月までは順調に体重が増えていましたが、最近はあまり増え
ません。母子手帳の曲線からはずれてはいませんが、心配です。離乳食も進めています。

A. 母乳育児で育っている赤ちゃんには体重

中には生まれてから少なめの体重増加をす

増加に特徴があります。平均すると 2～4 カ

る赤ちゃんもいますが、一定の体重増加が得

月は平均値よりやや上方へ位置し、その後体

られ、機嫌良く、排便排尿がみられ、寝てく

重増加が少なくなり平均値より下方になりま

れれば、その場合でも心配はありません。

す。身長では他の栄養方法と差はみられませ

離乳食も無理にがんばる必要はありませ

ん。質問の赤ちゃんの体重増加は、母乳育児

ん。自分たちが食べている食材の中で、今の

の赤ちゃんの特徴と言えます。母乳育児と離

赤ちゃんが食べられるいろんなものを少しず

乳食で問題はなく、心配する必要はないと思

つあげてください。味は自分たちが食べてい

います。

る味と同じにします。

☆ さまざまな補償ニーズに対応する「ミニ保険」が急拡大 ☆
▼毎月の保険料が数百円ほどのミニ保険（少額短期保険）の市場が急拡大。補償する対象分野
も、コンサートに行けなかった、遭難して捜索費がかさんだ、賃貸住宅で入居者が孤独死した、
死後にペットの面倒をみてほしい、などさまざまなニーズに広がってきています。
▼ミニ保険は保険業法改正で 2006 年に誕生しました。通常の保険会社は免許制で最低 10 億
円の資本金が必要ですが、ミニ保険の場合は登録制で、最低資本金も 1,000 万円とハードル
が低いのが特徴。このため異業種からの参入が相次ぐとともに、すき間市場に着目したユニー
クな保険商品が生まれているわけです。
▼例えば、多額の補償がいらない高齢者向けに葬儀費用ほどのお金が支払われる保険。死亡保
険金が 100 万円なら、60 歳女性で保険料は月 810 円で済みます。賃貸住宅の家主向け保険
では、入居者が孤独死した場合、一定期間の家賃や清掃費用を負担して原状回復を助けます。
登山ブームを背景に、捜索や救助費用を償うレスキュー費用保険も人気となっています♪

7

岡本歯科医院

映画のある生活

【タイトル】 蜩ノ記(ひぐらしのき)
【製 作 年】 2014 年
【製 作 国】 日本
【監
督】 小泉堯史
【主なキャスト】役所広司、岡田准一
堀北真希、原田美枝子、青木崇高

■直木賞を受賞した葉室麟の小説を、「雨あが

してその日までに藩史である「家譜」の完成を

る」などの小泉堯史監督が映画化した時代劇。

命じられます。幽閉されたまま家譜の編纂を続

無実の罪で 3 年後に切腹を控える武士の監視

け、切腹の日まであと 3 年となった時、藩士の

を命じられた青年武士が、その崇高な生きざま

檀野庄三郎が秋谷の監視役につきます。庄三郎

を知り成長していく姿を、師弟の絆や家族愛、

は秋谷のそばで過ごし、その人柄や家族とも触

夫婦愛を交えて描き出しています。

れ合ううちに、秋

■過酷な運命を背負いながらもりんとした主

谷が事件を起こし

人公に役所広司、その監視役の青年に V6 の岡

たことが信じられ

田准一。そのほか「梅ちゃん先生」の堀北真希

なくなり、7 年前

やベテランの原田美枝子が脇を固めています。

の事件の真相を探

■戸田秋谷は無実の罪で、10 年後の切腹、そ

り始めるのでした。

■忙しい朝の食メニューとして少しずつ注目を集めてきている「オ
ーバーナイトオーツ」。ふた付きのビンなどにオートミールと豆乳な
どのミルクを入れて混ぜ、冷蔵庫で一晩寝かすだけという手軽さが
受けています。ミルクは好みでヨーグルトや甘酒などに置き換えて
も大丈夫なようです。

■「オートミール」は、オーツ麦を蒸し、ローラーでフレーク状にしたシ
リアル。胚芽が未精製の全粒穀物なので、食物繊維や鉄分、ビタミンなど
栄養豊富です。玄米のように炊く必要がなく、夜に仕込んでおけば翌朝す
ぐに食べられます。好みで果物やドライフルーツ、ナッツ、蜂蜜などを乗
せて、アレンジもできますよ♪
● 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
● TEL：0738-63-3883
● H.P：okamoto.makoto@palette.plala.or.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
【2015.11】

