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こんにちは！！ 院長の岡本です！
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の

特
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■10 月。5 月と並んで、1 年で最も過ごしやすい季節です。ただ，
23 日の霜降を過ぎるとぐっと秋が深まり、初霜が降りる地域もありま
す。霜降から立冬までの間に吹く寒い北風を「木枯らし」と呼びます。
■10 月は旧暦では神無月（かんなづき）
。神様が出雲に集まり、諸国
に神様がいなくなるためです。神様が集まる出雲では逆に「神在月（か
みありづき）」といわれます。年に一度、出雲大社に集まった神様たち
は、来年の人の運命や縁を話し合います。そのため、出雲大社は縁結
びの総本山でもあるのです。
■京都では 22 日に「時代祭」が行われます。平
安神宮の例祭で、1895 年から始まったお祭りで
す。葵祭、祇園祭とともに京都の三大祭のひとつ
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で、ハイライトは京都の歴史と文化を再現する時
代行列。京の街に歴史絵巻が繰り広げられます♪

“生活習慣で健康寿命に 2 年の違い”

■健康的な生活習慣の人とそうではない人で、自

だったのに対し、 ５項 目すべて該当する 人は

立した生活が送れる「健康寿命」に最大で約２年

87.2％でした。また、５項目該当する人は０～１

の違いがあることが、厚生労働省の研究班の調査

項目の人と比べて、死亡したり要介護認定になっ

でわかりました。これは、宮城県大崎市で 65 歳

たりするリスクが半分程度ということがわかり

以上の人 9746 人について 9 年間にわたり追跡

ました。

調査したものです。

■健康寿命について解析したところ、０～１項目

■研究班は「健康的な生活習慣」の判断材料とし

の人との差は、▽２項目の人で 11.5 か月▽３項

て(1)たばこを吸わないか禁煙して５年以上(2)１

目の人で 17.4 か月▽４項目の人で 23.9 か月▽

日に平均 30 分以上歩く(3)平均睡

５項目の人で 25.4 か月――という

眠時間が６～８時間(4)野菜を多め

結果が得られました。研究班の代表

に取る(5)果物を多めに取る――の

を務める辻一郎・東北大教授は、
「政

５項目を検討しました。

策提言に加え、国民に生活習慣改善

■該当するのが０～１項目だった人

の必要性を広く伝えていきたい」と

は「身体機能の低下なし」が 62.5％

話しています。
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来が左右されることもあるので、患者一人ひと
りの噛み合わせや噛む力の強弱などに合った入

★今ドキ★

れ歯を作ることが大切です。

★気になる歯の情報★

入れ歯治療に入る前には、噛み合わせ治療や
歯周病治療などをきちんと行っておくことが大
切です。歯がなくなった原因を正しておかない
と、入れ歯を何度作り直しても不具合を繰り返

§患者への負担が少ない「入れ歯」§

すことになりかねません。

入れ歯が合わなかったらどうしよう、噛めな

入れ歯の素材としては、保険適用でのプラス

かったら困る、でもインプラントの手術は避け

チックのほか、自由診療での金属やシリコンな

たい。こんなふうに悩む人は意外に多いもので

どさまざまなものがあります。費用や使い心地、

す。

機能性、審美性などを比較し、ライフスタイル
なども考慮して素材を選ぶようにしましょう。

失った歯の機能を補う治療としては、基本的
に入れ歯かインプラント、あるいはブリッジと

金属系の歯は硬く、しっかり噛めて、耐久性も
プラスチックより優れています。

いう方法があります。インプラントなどに比べ
て入れ歯のメリットは、切ったりする外科的処

どの素材を選ぶにしても、ケアは必要です。

置や現存する天然歯を削ったりする

セルフケアとしては、1 日に 1 度は

必要がなく、患者への負担が少ない

外して、ブラシ、洗浄剤で手入れし

こと、また費用も安くできることが

ます。また、不具合がないかどうか

挙げられます。デメリットとしては、

のチェックのためにも、歯科医院で

取り外しをしないといけないことで

の定期的なメンテナンスは欠かせま

す。また歯科技工士の腕によって出

せん♪

院長のひとりごと…
7 月に舞台から転落し、亡くなった俳優の中嶋しゅうさん。死因は急性大動脈解離でした。
同じ循環器の病気である心筋梗塞や狭心症に比べて、大動脈解離の発生率は低いですが、前兆
といえる症状がほとんどない上に、発症すれば短時間のうちに死亡するリスクが高い病気です。
大動脈は、酸素を多く含んだ動脈血を心臓から全身に送り出す体の中で最も太い血管。その壁
は内膜・中膜・外膜の 3 層構造になっていて、内膜のどこかに傷ができ、そこ
から血液が中膜部分を裂くようにして流れ込んだ状態が解離です。解離が始ま
るとほとんどの人が、それまでに経験がないほどの激痛を感じます。大動脈解
離の発生メカニズムは完全に明らかになっていませんが、発症するのは高齢者
と冬場に多い傾向があります。最大の危険因子と考えられているのは高血圧で、
予防には日常の血圧管理が非常に重要です♪
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栗のおこわ
秋はおいしい味覚がたっぷり味わえます。10 月
にかけて旬を迎える栗も、秋を代表する味覚の一
つ。栗のレシピといえばスイーツ系が多いですが、
今回はおこわのレシピです♪

作り方
① 米、もち米は一緒に洗って水きりし、炊飯器に入れます。

材料(4 人分)
米

1 カップ

もち米

1 カップ

鶏もも肉
干しシイタケ

1/2 枚

② 干しシイタケは１と 1/4 カップの水でもどして、軸を取り、
４つ割りに。もどし汁はとっておきます。
③ 鶏肉は１ｃｍ角に切り、しょう油とみりんをもみ込み、②の

2枚

栗（生）

200ｇ

ぎんなん（生）

10 粒

酒

大さじ 2

しょう油

大さじ 2

みりん

大さじ 1

干しシイタケを加えて混ぜます。
④ 栗は熱湯に２～３分つけてから皮をむき、２～４つに切りま
す。ぎんなんは殻をむいて、ゆでて薄皮をむきます。
⑤ ①にシイタケのもどし汁と酒を加え、さらに③④を汁ごと加
え、普通に炊いて１０分蒸らし、混ぜます。
※干しシイタケにはカルシウムの吸収を良くするビタミン D が
多く含まれています。
t@

見ただけではわからない「隠れ虫歯」の危険性
「隠れ虫歯」をご存じですか。虫歯というと黒くて穴が開いて、冷た
いものが染みる、というイメージですが、見ただけでは気づかない隠れ
虫歯の危険性が注目されています。隠れ虫歯とは、歯のミネラルが溶け
出して、歯の表面に普通の歯の色よりも白い部分（ホワイトスポット）
ができる状態です。ホワイトスポットは非常に小さく分かりにくいため、
自分で気づくのは難しいです。発生しやすい部分は歯と歯の間です。隠
れ虫歯になりやすいのは、唾液量が少ない人です。唾液には口の中の環
境を一定に保つ働きがありますが、少なくなると口の中のミネラルバラ
ンスが崩れ、虫歯になりやすくなります。かみ応えのある食べ物をよく
かんで食べるなど、唾液量を増やすようにしましょう♪
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆プランターで春菊栽培、10 月まきで 2 月まで収穫☆
春菊は春でも秋でも栽培できますが、秋は害虫が少なく、長くつみ取って収
穫できます。10 月にまけば 11 月後半から翌年 2 月まで収穫できます♪
つみ取り収穫の場合、栽培期間が非常に長くな

排水口から水が勢いよく流れ出るまでたっぷ

りますが、レリーフプランター以上のプランター

りと与えるのがポイントです。頻繁に水を与えす

であれば特に問題なく育ちます。

ぎると、根腐れによる生育不良の原因になるので

幅が 65cm のプランターを使用する場合、プ

注意しましょう。

ランターのサイドから 10cm のところに 1 点。

発芽した後、成長に従って間引きを行い、1 カ

そこから 15cm おきに合計 4 点、1 カ所あたり

所あたり 3 株にします。元肥が含まれない培養

5 粒の種をまくのがおススメです。間引き菜収穫

土や古土を使用する場合、間引きの時に元肥を施

を目的として、条まきにしても良いです。

しますが、栽培期間が長いので、定期的な追肥も

春菊は発芽に光のエネルギーを必要とする好

不可欠となります。

光性種子なので、浅めに土をかぶせるようにする

暖かい季節なら収穫後の草勢を維持するため

のが播種のポイントとなります。乾燥させないよ

2 週間に 1 回程度、寒い季節は 4 週間に 1 回程

う毎日水やりを行えば、1 週間前後でそろって発

度、葉色を見ながら定期的に追肥し、成長を促進

芽します。

します。葉の色合いを見て、明らかに栄養不足と

水やりは、土の表面が乾いたら、プランターの

考えられる場合は、液肥で対応します♪

今日って何の日

10 月 10 日は「まぐろの日」

10 月 10 日は「まぐろの日」です。日本鰹鮪漁業協同組合連合会が 1986(昭和 61)年に
制定しました。この日が「まぐろの日」になった理由は、『万葉集』6 巻に出てくる山部赤人
の歌にちなんでいます。726 年 10 月 10 日、山部赤人が聖武天皇のお供をして明石地方を
旅した時、まぐろを獲って栄えているこの地でまぐろの歌を詠んだのだそうです。この歌の中
で、まぐろは「しび(鮪)」と呼ばれています
また、毎月 27 日は「ツナの日」
。ツナは一般的には「ま
ぐろ」と訳されていますが、正確にはスズキ目サバ科マグロ
属に分類される魚の総称で、カツオなども含まれます♪
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吉方位

九星

(開運の方角)

ラッキーDAY

ラッキーカラー

(運が味方をしてくれる日です)

一白水星

東北、南西が大吉

ワインレッド、黄

8、9、10、17、18、19、22、24、27、28、11/4、11/5

二黒土星

南西が大吉

金色、銀色

8、16、17、18、23、25、26、27、11/3、11/4、11/5

三碧木星

北西が吉

赤、チェック柄

16、17、25、26、11/3、11/4

四緑木星

西、北西が吉

緑、ベージュ

12、15、16、23、24、25、31、11/1、11/2、11/3

五黄土星

南西が大吉、西が吉 ワインレッド、薄茶

11、13、14、15、22、23、24、25、28、31、11/1

六白金星

北西が大吉、西が吉 茶、ラベンダー

12、13、14、21、22、30、31

七赤金星

北西が大吉

ラベンダー、濃緑

11、12、13、19、20、21、22、29、30、31、11/3

八白土星

南西が大吉

銀、ローズピンク

10、11、12、13、16、19、20、28、29、30、11/6

九紫火星

東北、西が大吉

ワインレッド、ピンク 9、10、11、18、19、28、29、11/5、11/6

[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 ★
「ダイニングテーブルは木製の楕円形か長方形」
食事をするテーブルは食べる食材の気に影響する。
素材は「木の気」を持つ木製か籐製を選ぶ。
形は角が丸くなっている楕円形か長方形がベスト。
陰の気を放つ黒いテーブル、
気を乱す恐れのある角ばったテーブルは NG。

「ツキがないときは香りを変えてみる」
香水や化粧品、整髪料など自分がつける香り。
それらの香りも自分にとっての大切な環境。
「ツキがない」と感じるときは香りを変えてみる。
環境を変えることで運気も変わってくる。
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『ダイエットするなら「朝たまご」』
ダイエットするなら忘れてならないのが「朝たまご」です。朝食に卵
を食べることで食欲ホルモンのコントロールができ、ダイエット効果
が高まります♪
ダイエット効果が高まる理由のひとつが食欲ホルモンのコントロール。卵には、食欲を高めるグレリ
ンというホルモンの分泌を抑える一方、食欲を抑制する PYY というホルモンの分泌を高める働きがあ
ります。満腹感が持続しやすいため、卵を食べておくと間食が減り、1 日の総摂取カロリーも抑えられ
ることになります。
また、近年の研究で、朝食抜きや炭水化物だけの朝食をとるより、たんぱく質を含むバランスのいい
朝食のほうが、ダイエット効果が出やすいことがわかってきました。卵を加えることで朝食の栄養バラ
ンスが整い、ダイエット効果を高める要因になります。
［朝たまごダイエット 実践ルール］
1．朝食に 1～2 個の卵を食べる：

卵 1 個で、たんぱく質が成人女性の

必要量の約 18％、脂質の代謝に不可欠なビタミン B2 が 26％もとれる。
炭水化物はほとんど入っていない。2．野菜もしっかりとる： やせやすい
体を作るには、野菜や乳製品なども組み合わせたバランスのいい朝食にす
る。3．間食は極力減らす： 朝に卵を食べてやせた人には、それまで食べ
ていた間食が減ったという人が多い。

暮らしの知識百科
★スマホを紛失した時の行動☆
■スマートフォンや携帯電話を紛失したり、

ます。

盗難にあったりした時の行動と備えは日頃か

■日頃の備えとしては、さまざまな連絡先や

ら知っておきましょう。

手順を確認しておく必要があります。

■まず取るべき行動は、端末の遠隔ロックや

・紛失時の携帯電話会社の連絡窓口

位置情報検索機能を利用し、端末を探します。

・端末のロック機能等の設定や操作方法

これで見つからなければ、携帯電話会社に連

・回線を停止する場合の連絡窓口や手順

絡し、通信回線を停止します。

・停止期間中の請求金額や停止解除方法

■そして、警察署に遺失物届を提出。紛失し

これらは必須項目です♪

た可能性のある場所や施設などに問い合わせ
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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.生後 4 カ月。最近、ミルクを拒否するようになりました。モグモグすることがあるので、
少しずつ離乳食を始めようかと思うのですが、まだ早すぎるでしょうか？

A.離乳食を開始する時期は、首がすわり支

4 カ月頃は満腹感がわかるようになるので、

えれば座れること、モグモグする様子が見ら

一時的に飲む量が減ることもあります。これ

れることなどが目安になります。スプーンを

は赤ちゃんが成長している証拠ですから、飲

下唇にのせたとき、押し出す様子があまりな

む量が少なくても体重が減らなければ心配す

く、嫌がらなければ始めてみてもいいでしょ

ることはありません。

う。最初は、なめらかにすりつぶしたおかゆ

ミルクと離乳食の量のバランスについて

や野菜、イモ類から始めて、食べさせた後に

は、成長曲線で順調に発育しているかどうか

下痢などの症状がなければ進めることができ

を確認することが大切です。定期的に医師に

ます。

相談してみましょう。

☆ スマホをかざすだけで支払いが済む「決済アプリ」が続々登場☆
▼Apple Pay や楽天 Pay など、スマホを店頭の読み取り機にかざすだけで支払いが済む決済
アプリが続々登場しています。多くはクレジットカードから代金が自動的に支払われ、その際
にポイントを獲得できます。数百円という少額支払いにも気兼ねなく使えて便利です。
▼都内スマホをかざして決済する手段としては「モバイル Suica」がよく知られています。最
近の決済アプリも使い方はよく似ています。資金決済の流れを見ると、事前に登録したクレジ
ットカードから、買い物 1 回ごとにお金が支払われる方式が目立ちます。モバイル Suica と
違い、事前にチャージしておく必要がなく、残高不足の心配もありません。
▼Apple Pay は昨秋、機種「iPhone7」に搭載されました。従来の iPhone シリーズは決済
に使えませんでしたが、コンビニの端末や駅の自動改札に対応し便利です。新興企業 Origami
が始めた Origami Pay は今後、ローソン全店で導入される予定です。雑貨店のロフトや
Francfranc など、提携店の一部では利用時に代金の割引を受けられる特典もあります。
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岡本歯科医院

映画のある生活

【タイトル】 バンクーバーの朝日
【製 作 年】 2014 年
【製 作 国】 日本
【監
督】 石井裕也
【出
演】 妻夫木聡、亀梨和也、勝地涼
上地雄輔、池松壮亮、佐藤浩市、高畑充希

■1900 年代初頭のカナダに暮らす日系人が、

（亀梨和也）らは野球チーム「バンクーバー朝

過酷な環境にあえぎながらも野球チームを結

日」を結成、最初は体格でまさる白人チームに

成、戦術やひたむきさで、やがて白人に認めら

ばかにされながらも、次第に現地の人々にも認

れていくさまを、実話を基に描いたヒューマン

められていきます。

ドラマです。

■監督は『舟を編む』などの石井裕也。妻夫木

■1900 年代初めのバンクーバー。貧しい日本

聡や亀梨和也、勝

から新天地を目指してカナダにやって来た日

地涼、上地雄輔な

本人たちは、想像を絶する激しい肉体労働や貧

どのほか、主人公

しさに加え、差別にも苦しんでいました。そん

の父親を佐藤浩市、

な中でも、製材所で働くレジー笠原（妻夫木聡）

妹を高畑充希が

やケイ北本（勝地涼）、漁業に携わるロイ永西

演じています。

■「アーモンドミルク」が注目されています。ミルクとなっていま
すが、乳製品ではありません。アーモンドを水に漬けて一晩以上置
き、それに水を加えてミキサーなどでかき混ぜたものです。アーモ
ンドは、抗酸化作用のあるビタミン E やオレイン酸、食物繊維など
を豊富に含み、美容や健康に効果のある食材です。
■本場の米国では飲むだけでなく、グラノーラなどにかけたり、スムージ
ーやお菓子、料理の材料にしたりと、幅広く使われています。市販ドリン
クの種類が増えてきているほか、アーモンドミルクラテなどを提供するカ
フェも登場しています。おいしい上に、女性にうれしい栄養が豊富なアー
モンドミルク。生活に取り入れてみてはいかがですか♪
● 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
【2017.10】
】

