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■謹賀新年。皆さま、明けましておめでとうございます。本年もどう
ぞよろしくお願い申し上げます。さて、今年の干支は「申（さる）」。
サルは木の上を活発に飛び回る、とても元気な動物です。皆さまも申
年の今年 1 年、健康で元気に過ごされますよう、お祈り申し上げます。
■お供えしていた鏡餅を下げて食べる「鏡開き」
。各地方で日にちに違
いがあり、7 日に松の内が明ける関東などでは 11 日に、松の内を 15
日とする地域では 15 日または 20 日に行います。京
都は 4 日です。お供えした餅には昔から年神様の霊が
宿っているとされ、刃物を使わず木づちなどで叩いて
割る（鏡を開く）のがマナーとなっています。
■１８日の初観音、２５日の初天神など、１月に行う
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各神社や寺の月例祭は今年初めてとなることから、ご
利益が大きいとされています♪

“米研究所「最高血圧 120 以下に」”
たグル一プ
■脳卒中や心臓病のリスクが高まる高血圧は、日
本人の 3 人に 1 人がかかるといわれています。

では、心臓まひや心不全などの割合が 3 分の 1

日本高血圧学会による現行の治療ガイドライン

減り、死亡のリスクは約 25％減りました。

では最高血圧を 140 未満に抑えるべきだと治療

■日本だけでなく世界の多くの高血圧治療指針

目標を定めています。

では 140 以上を高血圧としていますが、米国内

■ところが昨年 9 月、米国立心肺血液研究所が病

では「科学的根拠がない」との不満の声が上がっ

気のリスクを減らすためには 120 以下を目指す

ていたようです。今後、科学的な検証が深まれば、

べきだとする研究報告を発表しまし

日本を含め、高血圧の目標値が変わる

た。この研究は、2010～13 年、

可能性もあります。120 以下にすべ

50 歳以上で血圧が高い男女約 9 千

きとの研究報告をまとめた研究所の

人を 2 つのグループに分け、それぞ

ゲーリー・ギボンズ所長は「特に 50

れ血圧を 120 以下と 140 以下に抑

歳以上の人の命を救うには有益な情

える治療をして、その後の経過を比

報だ」としています。

較しました。結果は、より低く抑え
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込む際は、食道の隣の気管に間違って
飲食物などが入らないよう、ふたが閉まる仕組み

★今ドキ★

になっていますし、誤って入っても、せきをした

★気になる歯の情報★

りむせたりして気管の外に押し出されます。とこ
ろが、こうした働きは年とともに衰えてきます。
また、唾液の成分が若い頃とは異なってくるこ
とも影響します。若い人でも、唾液や飲食物が気
管に入って細菌などが肺に達することはありま

§誤嚥性肺炎は歯磨きで予防§
高齢者に多い肺炎のうち、特に注意すべきなの
が、細菌が唾液や食べ物と一緒に肺に流れ込んで
生じる「誤嚥性（ごえんせい）肺炎」です。70
歳以上で肺炎と診断された人の 70％以上が誤嚥
性だといわれます。
空気の通り道である気管は喉の奥のあたりで
分岐して左右の肺に伸びていますが、右側の管の
方が太く角度も鋭いため、食べ物などが入りやす
くなっています。このため、誤嚥性肺
炎では右肺に炎症が出る例が多くなっ
ています。
通常、口から食べたり飲んだりした
物や唾液は喉から食道を通って胃に送

す。そんなときなどに備えて、唾液中には細菌類
の増殖を抑える成分が含まれており、肺での菌の
増殖を防ぎます。しかし、この成分は年とともに
減少してしまいます。
病気の後遺症や体力の低下などで歯磨きが不
十分になると、歯と歯茎の間などに細菌の塊であ
る歯垢（しこう）ができやすくなり、口の中の衛
生状態が悪化。嚥下障害とあわさって細菌が肺に
入ってしまいます。
そこで重要になってくるのが、口の中を清潔に
保つケアです。国内の高齢者福祉施設の入居者を
対象に、口腔（こうくう）ケアの有無と肺炎の発
症率を２年間追跡したところ、ケア
によって発症率を約半分に減らせ
たとの報告もあります。

られます。嚥下と呼ぶ機能です。のみ

院長のひとりごと…
スペインの研究者によってこのほど、地中海食にエキストラバージンオリーブオイルまた
はミックスナッツという抗酸化作用が高い食品を追加して食べると、認知機能の低下が防げ
るという論文が発表されました。地中海食は、地中海沿岸に住む人々が伝統的に食べてきた
食事のこと。肉や動物性脂肪の摂取は控えめにし、野菜、果物、豆、魚、精製度の低い穀類
を毎日積極的に摂取して、適量の赤ワインを飲むといった食生活が典型例
です。論文を発表した研究者の臨床試験は、認知機能が正常な 55～80 歳
の男女 447 人を対象に実施。地中海食にオリーブオイルを加えて摂取し
たグループと、ナッツを加えて摂取したグループは、ともに記憶機能も認
知機能全般も低下しませんでした。和食もいいですが、たまにはオリーブ
オイルやナッツを加えた地中海料理も食べるといいですね♪
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里芋の磯辺焼き
里芋のぬめりの中に含まれるムチンは、たんぱく
質の消化・吸収を高めるほか、肝臓や腎臓の働き
を強める働きもします。今回はそんな里芋と海苔
の簡単コラボレシピです♪

作り方
① 洗った里芋の真ん中に１周ぐるっと包丁を入れ、ラップで包
んでレンジで４分チンします。
② やわらかくなったら里芋の両端を指でつまんで皮を取りま

材料(2 人分)
里芋

4個

ベーコン

4枚

海苔

1/4 枚

マーガリン

適量

しょう油

適量

す。
③ ラップのまま手で里芋を潰してベーコンをくるっと巻き、交
差するように海苔も巻きます。
④ フライパンにマーガリンを入れて里芋を並べ、ベーコンが焼
けたらしょう油を回しかけて出来上がりです。
※海苔は良質なたんぱく質を多く含んでいるほか、カルシウム、
マグネシウム、鉄分、亜鉛なども豊富で、歯を丈夫にしてくれ
ます。

「受動喫煙の子は虫歯が２倍に！」
家族の吸うたばこの煙にさらされた子どもは、家族に喫煙者がいない
子どもに比べ、3 歳までに虫歯になる可能性が 2 倍になったとの研究結
果を、京都大の研究チームがこのほど発表しました。
チームは、神戸市で 2004～10 年に生まれた約 7 万 7 千人のデータ
を解析。生後４カ月での受動喫煙の状況と、３歳時点で１本以上の虫歯
や歯の欠損、治療歴があるかどうかを調べました。その結果、家族に喫
煙者がいる子どもは、家族に喫煙者がいない子どもに比べて虫歯になる
可能性が 1.46 倍になりました。特に、面前で吸われる環境にあった子
どもでは 2.14 倍でした。受動喫煙によって唾液の成分が変化し、虫歯
の原因菌が集まって歯垢や虫歯ができやすくなるとみられています。
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆ 自由にアレンジできて楽しい「多肉植物の寄せ植え」 ☆
彩り豊かで、姿形もユニークでかわいい多肉植物の寄せ植え。さまざまにアレ
ンジできるのが魅力で、女性の人気を集めてきています♪
多肉植物の葉や茎が肉厚なのは、原産地である

寄せ植えの手順ですが、まず鉢や器の底から

高温乾燥地帯の厳しい環境を生き抜くため、水や

1.5 センチほど石を敷き、土を半分までふんわり

養分を蓄えられるように進化したからで、おかげ

と入れます。次に苗を植えますが、まず中央に背

で丈夫に育てるのに手間がかからないという利

の高い苗、次に周りに低い苗を植えていきます。

点があります。

これで完成ですが、植え付け後は根が出るまでの
2 週間ほどは水を与えません。

多肉植物の寄せ植えに準備する物は、好みの苗
と鉢や器、多肉植物用の土、鉢底石、木べら、先

多肉植物は本来、屋外で育てるものなので、日

の曲がったピンセットなどです。どれもホームセ

中は十分日光を当て、通気をよくし、2 週間に 1

ンターで入手できるので、探してみてください。

度程度を目安に、土がしっかり乾いてから水を与

鉢は好みの器で結構ですが、初心者は鉢底のある

えるようにします。

素焼きや陶器など通気性のよいものがおススメ
です。鉢底がない場合は、石を少し深めに入れて、
水の逃げ道をつくります。

うなイメージで自由に表現するとよいです♪

今日って何の日
毎年 1 月 3 日には

寄せ植えは「植える」というより、絵を描くよ

1 月 3 日は「かるた始め式」

京都のお正月を飾る恒例行事である「かるた始め式」が八坂神社の能

舞台で開催され、その華やかな雰囲気は初詣客たちを楽しませています。
このかるた始め式は、八坂神社に祀られている「素戔嗚尊」
（す
さのおのみこと）が日本で初めて和歌を詠んだ“和歌の神様”と知
られていることにちなんで開催されている行事です。
日本かるた院本院の主催で執り行われ、午後 1 時に能舞台に設
置された神前へのかるた奉納と玉串奉納の後、選抜されたかるた姫
の 1 対 1 の初手合わせから始まります♪
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九星

吉方位(開運の方角)

ラッキー
カラー

ラッキーDAY (運が味方をしてくれる日です)

一白水星 南、北西が大吉

白、緑、橙

9、10、11、18、19、20、27、28

二黒土星 北、南が大吉

白、金、赤

10、11、12、14、19、20、21、22、25、28、29

三碧木星 北西が大吉、北が吉

白、薄茶、金 7、12、15、20、21、28、29、30

四緑木星 北、南が吉

黄、桃、赤

五黄土星 北、東南、南が大吉

白、薄紫、茶 13、14、15、22、23、24、26、31、2/1、2/2、2/3

六白金星 北、東南、南が大吉

薄紫、橙、灰 6、7、14、15、16、24、25、27、2/1、2/2、2/3

七赤金星 東南が大吉

白、金、青

6、7、8、15、16、25、26、2/2、2/3

八白土星 東南が大吉

銀、茶、金

7、8、9、10、13、16、17、25、26、27、2/3

九紫火星 北、東南が大吉

白、赤、桃

8、9、10、17、18、19、26、27、28、31

13、14、21、22、23、30、31、2/1

[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 ★
「厄年の男性は緑色の石を持て」
厄年とは運気の変動を受けやすい年。
変動は何も悪い変動だけではない。
風水で厄年は飛躍の「躍年(やくどし)」とも言われる
良い変動も受けることができる。
厄年の男性はヒスイやメノウなど緑色の石を持つとよい。

「寝室を真っ暗にするな。寝姿を鏡に映すな」
真っ暗にすると部屋の気が陰になり、
寝ている間に陰の気を吸収して運気がダウンする。
寝姿が鏡に映ると吸収できる良い気が鏡に半分吸収される。
寝ている間は鏡の扉を閉めるかカバーを掛けること。
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『 “印象の良い笑顔”で福を呼ぶ 』
仕事が多忙だったり、ストレスを抱えていたりすると、表情がつい厳
しくなりがち。笑顔は自分の気持ちがリラックスし、その場の雰囲気
も和らげます。印象の良い笑顔で今年の福を呼び込みましょう♪
笑顔が苦手という人は意外に多くいますし、本人は笑顔を見せたつもりでも相手に十分笑顔が伝わら
ない傾向もあります。では、どんな笑顔なら良い印象を与えやすいのでしょうか。百貨店など企業の研
修向けに笑顔測定器「スマイルスキャン」を販売するオムロンフィールドエンジニアリングでは、笑っ
たときに、①目尻が下がる、②目が細くなる、③口元にしわができる、④口角が上がる、➄口が開く
の５つがポイントになるとしています。
笑顔の効果を高めるコツもあります。姿勢や目線によって笑顔の印象は変わるからです。お勧めは背
筋を真っすぐ伸ばしたうえで、上体を少し前傾にした姿勢。目線が少し下から相手を見上げる「敬い目
線」になるからです。
「敬い目線」は目元がやわらかくなり、前傾になって距離
が少し相手に近づいても、不快感を与えにくい特徴があります。
注意したいのは、姿勢を良くすればいいというわけではないこと。単純に背
筋を伸ばして笑顔をつくると真っすぐで対等な目線になるため、相手が目上だ
ったり、取引先に依頼する場面だったりすると、ぶしつけな印象を与えてしま
います♪

パパッと掃除術

★「冬の結露とカビ」対策☆

冬の室内は意外と湿度が高く、結露やカビが増えがちで
す。冬のカビ対策のポイントは「換気を工夫する」
「結露、
水気を放置しない」の 2 つです♪
冬も結露や
カビが増えがちです

北側の部屋の壁や窓ガラスなど表面温度が

15 センチほど開けると空気の流れがよくな

低い所に湿気が付着すると、結露の原因とな

ります。昼間に換気が難しい場合は扇風機や

ります。快適な温度や湿度を保ちながら、カ

空気清浄器などで家の中の空気を動かすの

ビやその原因となる結露を退治するようにし

もおススメです。

ましょう。
晴れた日の正午～午後 2 時頃に台所の換気
扇を回します。換気扇からなるべく遠い窓を
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結露は気づいたら拭き取ります。湿気の多
い浴室も使い終わったら、床や壁、浴槽のフ
タなど水気をひと拭きしましょう♪

岡本歯科医院

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. 乳幼児に多い「RS ウイルス感染症」が昨年末から流行していると聞いて、心配してい
ます。症状と予防策を教えてください。

A. RS ウイルスは生後１歳までに半数以上、

ともあります。ほとんどが軽症で終わります

２歳までではほぼ 100％が感染します。一般

が、生後６カ月未満の乳児が感染すると、重

的な潜伏期間は 4～６日で、患者のせきやく

症化する可能性が高まるとされています。

しゃみなどの飛沫や、接触によって感染しま

感染を避けるためには、おもちゃやタオル

す。特効薬はなく、一度かかっても免疫がで

の共用を避ける必要があります。乳児にうつ

きにくいため、感染を繰り返すケースもあり

らないよう、子どもには年齢に応じてマスク

ます。

をつけさせ、手洗いも励行するようにしてく

症状は発熱や鼻水、せきなど風邪に似てい

ださい。

ますが、重い場合は気管支炎や肺炎になるこ

☆ 特典が充実してきた「銀行のポイントサービス」 ☆
▼銀行が提供するポイントサービスが充実してきました。取引に応じて買い物や飲食に幅広く
使える共通ポイントを提供したり、独自にポイントモールを用意したりする動きもあります。
▼例えば、昨年１１月からりそなグループ３行（りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行）
が始めたネット上のポイントモール「りそなクラブ・com」。モールを利用するには、りそな
グループの銀行に預金口座を開設したうえで、クレジットカードやデビットカードの引き落と
し口座に設定する必要がありますが、
「りそなクラブ」に登録してモール経由で買い物をする
と、1,000 円ごとに 5～１５０ポイントがもらえます。独自のポイントに加え、クレジットカ
ードのポイントと通販サイトのポイントも同時にもらえるので、お得感があります。
▼りそな以外にも、取引に応じてポイントをもらえる銀行は新生銀行、ジャパンネット銀行、
セブン銀行、イオン銀行など多くなっています。新生銀行では ATM での入出金や自動引き落
としの新規登録、他行からの振り込みなどでポイントがもらえます。
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映画のある生活

【タイトル】 罪の手ざわり
【製 作 年】 2013 年
【製 作 国】 中国・日本合作
【監
督】 ジャ・ジャンクー
【主なキャスト】チャオ・タオ、チアン・ウー
ワン・バオチャン、ルオ・ランシャン

■ベネチア映画祭金獅子賞受賞作「長江哀歌」

との恋に苦悩する広東省の若者ら 4 人の平凡

(2006 年)で世界的に知られるジャ・ジャンク

な男女を通して、中国の現代を浮き彫りにして

ー監督の 7 年ぶりの長編劇映画。急激に変化し

いきます。

ていく中国現代社会で実際に起きた事件を基

■出演は、ジャ・ジャンクー監督作品に欠かせ

に、格差社会が進む中国で必死に生きる人たち

ないチャオ・タオなど。急激な発展の陰で時代

を描くヒューマンドラマです。2013 年の第

の波に乗り遅れ、

66 回カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞してい

虐げられる人々の

ます。

営みや、彼らが抱

■実業家に利益を吸い上げられてきた山西省

える哀しみや怒り

の炭鉱作業員、しつこく迫る客を切りつけてし

が心に響きます。

まう湖北省の女、職を転々としながらホステス

■世界無形文化遺産に指定された和食。知っておいた方がいい食べ
方のマナーもあります。例えば、和食の代表的なコース料理である
会席料理の最初に供される「お通し」。お酒と調和するように季節の
香りを漂わせた 3 種、5 種、7 種盛りが基本となっていますが、問
題はどれから食べたらいいのかです。

■和食では、中央にあるものに最後に箸をつけることになっています。盛
られた前菜は、まず、左から箸をつけて右に移り、中央にあるものを食べ
ます。淡白な味のもの、簡単に食べられるものを右に置き、左にちょっと
食べにくいもの、味の濃いものが盛られているからです。会席を食べる機
会があれば実践してみてください♪
● 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.FAX：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
【2016.1】

