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■
■特別養護老人ホーム
■

２０１８年
平成３０年

ただいま実施中の事業を紹介します!

どれみの森のお友達
今年度から 1 才のお友だちも参加。
みんな一緒に元気いっぱい、
楽しんでいます！

ぐみざわ
倶楽部
いろいろな企画に今年もトライ！
楽しくて時間を短く感じます。

新年度募集します
1 年コース
対

象：

場 所：汲沢地域ケアプラザ
参加費：2000 円
定 員：20 組 40 名
講 師：武村祐子先生
申込受付：3 月 1 日(木)から

対

象：概ね６５歳以上でご本人の足で
来られる方
場 所：汲沢地域ケアプラザ
参加費：材料費等
申込受付：3 月 1 日(木)から
定 員：約 30 名

詳しくはぐみぐみ 3 月号でお知らせします

●お問合せは 汲沢地域ケアプラザ 電話 045－861－1727（地域係まで）

回覧

■多目的ホール
（大人数のご利用に適します）
●机 20 台、パネルマット、乳幼児玩具、ピアノ、等

貸館のご案内
ケアプラザでは、地域の皆さんへ
交流の場所としてお部屋の貸出を
行っています。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
■ご利用方法■
①団体登録をします。
②ご利用団体により利用料が発生する
場合があります。
※宗教・政治・営利目的には利用できません。

■調理室
（多目的ホールに隣接し解放して使用できます）
●オーブン、電子レンジ、調理器具、食器 等

■地域ケアルーム
（打ち合わせ・手芸等にどうぞ）
●机 6 台、椅子 17 脚

ミニギャラリー

図書コ―ﾅｰ

正面玄関入ってすぐに、地域の方にご利用 成 30 年度
だれでも利用できる図書コーナーです。単行
いただくためのミニギャラリーがあります。
本から赤ちゃん用絵本までそろえています。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。
ぜひ、心のこもった作品をご展示下さい。

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

健康診断のデータの見かたについて
～脂質代謝・糖代謝編～
健康診断はその結果を受け取るまで、学校の通信簿のようにドキドキするものです。但し、
結果の見方が難しかったり、特に血液検査に関しては数値の羅列で分かりにくいかもしれ
ません。健康診断で行われる血液検査には､その目的により様々な項目があります。今回
は慢性成人病である脂質異常症(高脂血症)・糖尿病と血液検査数値について説明します。

脂質代謝を調べる項目

糖代謝を調べる項目

総コレステロール(TC) 基準値 120～220mg/dl

空腹時血糖(BS) 基準値 70～109mg/dl

コレステロールは細胞膜やホルモンをつくるう
えで大切ですが、血中コレステロール値が基準値よ
り高いと「高コレステロール血症」と診断されます。
放置すると動脈硬化が進み虚血性心疾患(狭心症や
心筋梗塞)や脳梗塞などを起こす危険性があります。
多くは食べ過ぎや運動不足によって起こります
が、糖尿病・甲状腺機能低下症・ネフローゼ症候群
などが原因となる場合やステロイド剤使用の副作
用として起こることがあります。基準値より低値の
場合は、貧血・栄養不良・甲状腺機能亢進症・肝臓
病などが疑われます。

空腹時に血液中に含まれるブドウ糖の量を調べ
ます。一般に検査前日の夕食後から絶食し、当日朝
食前の空腹時に検査します。基準値を上回る場合は
糖尿病のほか、甲状腺機能亢進症や膵炎を疑います。
また、空腹時や食後にかかわらず任意の時間に調
べる随時血糖検査で、血糖値が 200mg/dl 以上の
場合も糖尿病が疑われます。空腹時血糖が 110～
125mg/dl の場合は境界型糖尿病と診断されブド
ウ糖負荷試験などにて更に詳しく調べます。基準値
より低い場合は、副甲状腺機能低下症・肝硬変など
が疑われます。

HDL コレステロール(HDL-C) 基準値40～70mg/dl

HbA1c (NGSP) 基準値 4.6～6.2%

HDL は善玉コレステロールと呼ばれ、血中の余
分なコレステロールを回収して肝臓に運び戻し動
脈硬化を防ぎますが、喫煙や運動不足などで低くな
ることがあります。基準値より低い場合は「低 HDL
コレステロール血症」と診断され、総コレステロー
ルや LDL や中性脂肪が正常でも動脈硬化が進み、
高血圧症･虚血性心疾患・糖尿病・肝硬変などが発
生しやすくなります。

HbA1c(へモグロビン・エイワンシー)は赤血球
のヘモグロビン A と血中のブドウ糖が結合したも
のです。前記の血糖検査では採血した時点での血糖
値しかわかりませんが、HbA1c は採血日前の 1~2
カ月間の血糖の状態を推測することが出来ます。そ
のため、
HbA1c は糖尿病の確定診断の指標となり、
また、採血日前の 1～2 カ月間の糖尿病(血糖値)の
管理状況の観察に役立ちます。
以上ですが、もしも脂質異常症・糖尿病と判定・
診断された場合でも数値の程度や他疾患の有無な
どにより治療の必要性や治療方法ははその方によ
り様々ですので医師(主治医)とよく相談しましょう。

LDL コレステロール(LDL-C) 基準値70～139mg/dl
LDL は悪玉コレステロールと呼ばれ、脂質代謝
の中で特に重視される項目です。基準値より高いと
「高 LDL コレステロール血症」と診断され、血液
中で酸化され血管壁に付着し動脈硬化を促進して
しまいます。その結果、虚血性心疾患・脳梗塞・糖
尿病などが起こりやすくなってしまいます。

中性脂肪(TG) 基準値 50～149mg/dl
中性脂肪(トリグリセライド)はエネルギー源とし
て利用されますが、余った分は皮下脂肪や内臓脂肪
として蓄えられます。基準値より高いと動脈硬化が
促進され、脂肪肝や急性膵炎の原因になります。
中性脂肪は食事との関係性が強く食べ過ぎは中
性脂肪を上げる最大の原因です。糖尿病・甲状腺機
能低下症・ネフローゼ症候群・肝疾患などでも高く
なる場合があります。基準値より低い場合は甲状腺
機能亢進症や栄養不足が疑われます。尚、中性脂肪
は食後に検査すると検査値が高くなるので、検査の
12 時間前から絶食することが望まれます。

尿糖(US,UG) 基準値 陰性
因みに糖尿病と尿検査では尿中に糖が出ている
かを調べます。陽性の場合は糖尿病が疑われます。
但し、尿中に糖が出るようになるのは血糖値が
160~180mg/dl を超えたころからなので、糖尿病
でも初期には尿糖が出ない場合があります。一方、
健康な人でも検査前に食事を多くとったりすると
陽性になる場合があります。

お問い合わせ先/ 汲沢地域ケアプラザ地域包括支援センター 電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ２月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム
かいごカフェ

毎週水曜日

10:00～12:00 陶芸教室

９日（金） 1３:00～1４:３0
お休み

やきものあそび
どれみの森のお友達★

★印のプログラムは申込みが終了しています
トンとん★
ぐみざわ倶楽部★

3 日（土）
10日（土）

9:30～12:00

３日（土）

11:00～1４:０0

１９日（月） 13:30～15:30

１６日（金） 10:30～12:00

高齢者福祉センターに寄せられた苦情・相談などの報告
平成 2９年１０月～１２月までの苦情相談はありませんでした。
皆さまの貴重なご意見等をお寄せください。

日時：2 月 13 日(火)・3 月 13 日(火)・
3 月 27 日(火) いずれも 13 時～13 時 30 分

2 月 16 日(金)午後 ～ 3 月 15 日(木)午後

日程は変更になる場合がありますので、
ご相談は事前にご連絡ください。

開始・終了日は都合により変更することが
ありますのでご了承ください。

「つるし雛と創作物」展

お問い合わせ：包括支援センター
電話：861-5463

◆２月９日（金）13:00～14:30
「アロママッサージ」
◆3 月 9 日（金）13:00～14:30
「懇話会」
介護されている方、介護を経験された方が
対象です。

展示作品を大募集中です！～

～

かいごカフェ

どなたでもご利用できる図書コーナー
です。戸塚区図書館の本 500 冊、蔵書
も 3000 冊以上あります。
開
館：9 時～21 時（日・祝 17 時まで）
貸し出し：２週間、３冊まで
★貸出しには登録が必要です
かまくらみち

二軒家

お問い合わせ：包括支援センター
電話：861-5463

深谷通信隊

「ふれあい交流編集部」
電話 045－861－1727
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E メール soumu@hakuhoukai.jp

までお気軽にどうぞ
施設詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp

戸塚高校 文

中村三叉路

担当：地域係（金子、山田）まで

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■

至立場

汲沢中学校

汲沢小学校

ボランティアさん随時受け付け中！
◆◆

雛の会

横浜新道

横浜桜陽高校
ライフ

戸塚警察署

生協戸塚病院
至藤沢

横浜市戸塚区汲沢町 986

JR 東海道線･横須賀線及び横浜市営地下鉄戸塚駅西口ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ④番より
汲沢経由立場ﾀｰﾐﾅﾙ行ﾊﾞｽ 横浜桜陽高校前（所要約７分）下車徒歩３分

平成３０年２月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

寒さに負けず
お散歩に
行っています!!

しらゆり園では、ご利用者の方々に四季を感じて頂く、
気分転換を図る、運動不足解消・筋力低下防止などを
目的として午後の散歩を日課としています。
雨の日以外は、真冬の寒い日も厚手のコートを着て、
歌をうたったり会話を楽しみながら散歩をしています。
時には、うらの駐車場でリスに遭遇することもあります。

平成 30 年２月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

gatu

施設の紹介！
＜送迎車＞
リフト車は、足の不自由な方でも
車椅子に乗ったまま乗車が出来る
ので安心して乗車出来ます！
また、ステップや手すりが出て
来るので乗り降りも楽チンです！
是非、一度ご相談下さい。お待ち
しております。

正月レク

忘年会
大笑いで一年を締めくくりました！
今年も楽しんでいくぞ～！

＜羽子板＞

＜コマ回し＞

悪質な訪問販売にご注意を！！
勧誘や販売が目的である事を隠して自宅を訪問し、最終的に高額商品の購入を契約
させる悪質な訪問販売の被害が増えています。消火器や羽毛布団などの点検と称して
訪問し、実際には高額な商品の購入契約を締結させる手口です。
被害に遭わない為に、「いらない」と、意思を明確に伝える事が大切です。
もし契約してしまっても、8 日以内であればクーリングオフ（契約前の状態にもどす
という事）が出来ます。不安な場合は、早めに消費生活総合センターへ連絡しましょう。
また、周囲の人に話す事で詐欺を見抜けたケースも
あります。
「契約してしまったけど大丈夫かしら」と
一人で悩まず、誰かに相談するのも良い方法です。
お問合せ

汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャーへ
電話

045-861-1727

