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薬の知識週間

５月１日～９日1週目

「薬狩り」では香りの強い菖蒲（しょうぶ）や蓬（よ
もぎ）などの薬草を採取しました。菖蒲は薬草とし
て鎮痛・鎮静に用いたり、お湯に浮かべると腹痛・
冷え性にも効果があるそうです。

「薬狩り」で採取した薬草は
何でしょう？

Q

錠剤の飲みやすい大きさは８㎜前後といわれて
います。薬には有効成分が決まっており、その成分
はわずか数mgです。しかし、小さすぎると紛失し
やすく、高齢者の方などが扱いづらいため、有効成
分と一緒に無害の添加剤を混ぜて圧縮され、大き
めに錠剤が形成されています。

錠剤はどれくらいの大きさが
飲みやすいでしょう？

Q

点眼薬
顔を上に向けて、容器から目に１滴落とします。
そのとき、容器がまつ毛や目に触れないようにし
ます。薬をさした後、目をこすらないように注意し
ましょう。続いて別の目薬をさすときは、約５分間
待ってからさします。

坐薬
できれば排便を済ませておき、中腰の姿勢になり、
坐剤の後部を指先でつまんで、先の細い方から坐
剤を一気に挿入します。挿入後、10秒ほどティッシ
ュペーパーなどで肛門を押さえてから立ち上がりま
す。挿入しづらい場合には、坐剤を水で濡らすとよ
いでしょう。一般に、排便後や寝る前に使用すると
効果的です。坐剤は、室温以上の温度で変質するこ
とがあるので、冷蔵庫などで冷所保管してください。

薬の正しい使い方を知っていますか？Q

５月５日は「薬の日」
611年のこの日に、推古天皇※が薬草を採取する「薬狩り」を行ったこと

から、恒例行事となり、この日を「薬日（くすりび）」としたそうです。
※推古天皇：日本初の女性天皇、聖徳太子の叔母

薬にまつわる豆知識

使用期限が切れた薬は変質したり、効き目が低
下することがあります。使用期限が切れた薬や飲
み残してしまった薬は捨てましょう。

薬はどのようにして捨てれば
よいでしょう？

Q

薬の種類により、捨て方が違うため、
注意が必要です！

錠剤 封筒に包んで可燃ごみに

軟膏 紙に包んで可燃ごみに

目薬やドリンク剤
（液剤）

新聞紙や布に吸収させて
可燃ごみに

坐薬の包装材
プラスチックとアルミの
ものがあるため、捨て方
は各自治体による

薬はいつ飲むのが正しいでしょう？Q

食前 食事前の30分以内

食後 食後30分以内

食間 食事と食事の間。前の食事から約
２～３時間後が目安

就寝前 寝る約30分～１時間前

頓
とん

服
ぷく 症状が出たときに服用。服用の間

隔は添付文書を確認

※頓服の意味を「痛み止め」や「解熱剤（熱冷まし）」だと誤
解している人が多いですが、薬の種類ではなく、「症状が
あるときにだけ服用する」薬の飲み方を指す用語です。
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低栄養を防ぎましょう

ご利用者・ご家族の皆さまへ

●コピーしてお使いください　体力や免疫力を保ったり、筋力を保つために

は、糖質・脂質・タンパク質といった栄養素が欠

かせません。食事をバランス良く取り、低栄養※

を防ぎましょう。※低栄養とは　加齢などによって食欲や身体機能が低下し、食事量が減

ることで、健康を維持するために必要なエネルギーや、筋

肉や皮膚、内臓などをつくるタンパク質が不足した状態

歯が痛かったり、入れ歯が
合っていない場合は、歯科

にかかりましょう。
１食で多く食べられない場

合は、間食として乳製品や
果物、栄養補助食品などを

食べ、栄養を補いましょう。

友人と外食する機会をつ
くるなど、楽しく食事を

しましょう。

低栄養の症状

低栄養を防ぐために気を付けること

口内環境を整える
食事回数を増やす

楽しく食事をする

　低栄養は、自覚症状がないことも多く、本人も周囲も気付かないうちに進行してしまう

ことがあります。毎日の食事量が少なかったり、栄養バランスに偏りがあることで、以下

のような症状が少しずつ現れてきます。

・体重が減る・骨格筋の筋肉量が減る（腕や足が細くなる）

・体力が落ちる・風邪などをひきやすい・傷が治りにくい・むくみやすい・脱水症になりやすい・骨折しやすい

「かくれ脱水」に要注意！

ご利用者・ご家族の皆さまへ

●コピーしてお使いください

　５月は過ごしやすい時季ですが、のどの渇きを感じにくく、
必要な水分量を取れていないことも珍しくありません。また、
季節の変わり目でもあり、一日の気温差が大きく、体温調節機
能がうまく働かないことがあります。正常に機能しないと、「か
くれ脱水※」から脱水症に進行しやすいため、注意しましょう。

　高齢になると、体内にため込める水分量が、一般成人よりも少なくなります。そのため、水分補給をしても「かくれ脱水」の状態から症状が改善せず、脱水症に進行することが多くあります。　また、高血圧・心不全などの疾患がある人は、水分を体外に排出する利尿薬を服用している場合があるため、特に注意が必要です。

１日８回以上、コップ１杯の水分を取りましょう。起床時、食事中、入浴前後、就寝前など、２～３時間おきの補給が有効です。

生活リズムが乱れると、体温調節機能がうまく働かなくなり、春でも熱中症のリスクが高まります。規則正しい生活で体温調節機能を正常に保ちましょう。

体が重く感じたり、筋肉のけいれんなどは、「かくれ脱水」のサインかもしれません。無理をせず、水分補給をして休みましょう。

高齢者が「かくれ脱水」に注意すべき理由

「かくれ脱水」を防ぐためのポイントこまめな水分補給 規則正しい生活 不調を感じたら休む

※かくれ脱水とは
　本人や周囲が気付かないまま、脱水症の一歩手前に陥っている状態

ご利用者・ご家族の皆さまへ

　日光に含まれる紫外線は、白内障の原因の
一つといわれています。５月は紫外線が強く
なるため、紫外線が目に直接入るのを防ぎ、
白内障を予防しましょう。

目元まで影が落ちる、つばの広い帽子
をかぶると効果的です。

男性も女性も関係なく、日傘を差すと
効果的です。

帽子をかぶる 日傘を差す

レンズの色が濃すぎると、瞳孔が開きやす
くなるため、目を傷める恐れがあります。

目をこすったり、押さえたりすると、目
が傷つく場合があります。

サングラスを掛ける 目をこすらない

●コピーしてお使いください

白内障予防をしましょう
はく ない しょう

どう こう

食事と運動
で便秘を防

ぎましょうご利用者・ご家族の皆さまへ

●コピーしてお使いください

　５月は暖かい日が増える、過ごしやすい時

季です。しかし、季節の変わり目は自律神経が

乱れやすく、便秘になりやすい時季でもあり

ます。食事と運動に気を付けて、便秘を防ぎま

しょう。

１日３食きちんと食事を取

り、排 便 リ ズ ム を 整 え ま

しょう。よくかみ、胃腸の負

担を減らすことも大切です。

毎日しっかり水分を取り、

食物繊維の多い野菜など

を食べましょう。

腸内環境を整える善玉菌

を含む、乳製品・発酵食品

を食べましょう。

ウォーキングなどの適度な運動を行うと、

腸の働きが活発になります。

手のひら全体でおなかに適度な力を加え、お

へその周りを「の」の字を書くように優しく

マッサージしましょう。

便秘を防ぐ
食事のポイ

ント

運動・マッ
サージで腸

の働きを活
性化！

ヨーグルト

チーズ
乳酸菌飲料

納豆
味噌
ぬか漬け　

　　　　な
ど

の

年 　　月　 　日

満足度調査ご協力のお願い

ご利用者、ご家族各位

　平素より、当事業所をご利用いただき誠にありがとうございます。このたび、より良いサービスの提供を
目的としてアンケートを実施することになりました。お手数ではございますが、下記アンケートにお答えい
ただければ幸いです。
　なお、アンケート用紙は　　月　　　日（　　）までに、受付の回収ボックスにお入れいただくか、送迎
時または来所時にスタッフへお渡しください。ご協力よろしくお願い申し上げます。

アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。

１．当事業所のサービスについて、当てはまるものに○をしてください。　　（１）当事業所全体のサービスはいかがですか？　　　　（　　とても満足　　・　　満足　　・　　普通　　・　　やや不満　　・　　不満　　）
　　（２）スタッフの対応はいかがですか？　　　　（　　とても満足　　・　　満足　　・　　普通　　・　　やや不満　　・　　不満　　）
　　（３）機能訓練・リハビリのサービスはいかがですか？　　　　（　　とても満足　　・　　満足　　・　　普通　　・　　やや不満　　・　　不満　　）
　　（４）食事サービスはいかがですか？　　　　（　　とても満足　　・　　満足　　・　　普通　　・　　やや不満　　・　　不満　　）
　　（５）入浴サービスはいかがですか？　　　　（　　とても満足　　・　　満足　　・　　普通　　・　　やや不満　　・　　不満　　）
　　（６）レク・行事・趣味活動などのサービスはいかがですか？　　　　（　　とても満足　　・　　満足　　・　　普通　　・　　やや不満　　・　　不満　　）

３．気になる点、改善してほしい点などをお聞かせください。

４．当事業所でどのようなことをしてみたいですか。なんでも結構です。ご希望をお聞かせください。

お名前（　　　　　　　　　　　　　　　　）※匿名可

２．当事業所のサービスに対するご希望・ご要望などをお聞かせください。スタッフの対応について

機能訓練・リハビリについて

食事・入浴・送迎について

レク・行事・趣味活動について

資料はこのように活用しましょう！

今月の収録内容

【スタッフ用運営資料】
● 満足度調査アンケートの活用について
● アンケート用紙「満足度調査ご協力のお願い」
● ゴールデンウィーク中の営業についての
　お知らせ
● 新人スタッフの教育について
● ５月　体調管理の工夫

スタッフ全員で読み合わせる
自己研さんを行うための資料として、
印刷してスタッフに配布する

ミーティングのときに

休憩時間に

持ち帰って

デイ運営の資料としてお使いください ご利用者・ご家族への配布資料としてお使いください

【配布資料】

食事と運動で便秘を防ぎましょう

白内障予防をしましょう

「かくれ脱水」に要注意！

低栄養を防ぎましょう

カンファレンス
のときに

１週目

２週目

３週目

４週目

ワードデータで
収録されたものは、
自事業所に合わせて
文章の変更が可能！

ご利用者・ご家族向けの
配布資料は
フルカラーで収録！

モノクロよりも
分かりやすくて見やすい！

お役立ちツールDVDに収録
資料で業務効率がアップ！配布しやすい！

別売り 800円（税別）
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スタッフの皆さんへ
 年　 　月 　　日

　新年度が始まり、１ヶ月が経ちました。体調不良を防ぐために、体調管理の工夫についてお知らせします。

　毎日の生活リズムを大きく変えることは難しく、長続きしません。そこで、まずは「これは簡単」と思
うくらいの、小さな取り組みから始めましょう。運動不足を解消するためにストレッチから始めたり、
食べすぎに注意するといった小さな取り組みを継続することで、効果が出てきます。

●小さな取り組みを継続することが大切

５月　体調管理の工夫

●コピーしてお使いください

　どんな取り組みも、継続できなければ効果は出ません。自分自身が考えた「小さな取り組み」が、継続
できるものかどうかチェックしてみましょう。チェックした数が多い日ほど、活動を続けられる可能
性が高いと考えられます。

●継続できるものかどうか、チェックする

気付いたときにストレッチする 歩くとき、歩幅を大きくする

緑黄色野菜から食べる

自分自身で「やってみたい」と思う活動だ

自分自身で「難しくない」と思える活動だ

自分自身で「続けられる」と思える活動だ

自分自身で「必ずできる」と自信を持てる
活動だ

以前、取り組んでいた活動だ

自分自身で、取り組めたかどうかを評価
できる

ジュースではなくお茶を飲む

エレベーターではなく階段を使う

甘いものを３分の１減らす
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全国から寄せられた事業所での取り組みや
レク・クラフトを中心に紹介しています。

自慢の

大 集 合全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや 大全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや

自慢の

評

準優秀賞

ご利用者の一生の記念に！

「月刊デイ」を定価から10 ～20％割引でお得にご購入いただけます。
ご利用者の事業所での活動の記念として、事業所の宣伝ツールとして、まと
めてのご購入がおすすめです。

掲示にも使える
「月刊デイオリ
ジナルお祝いポ
スター（A3サイ
ズ）」をプレゼン
ト！

作品が掲載された事業所・個人様限定特典

専用の注文用紙での
本誌ご購入者様限定！

１～４冊のご購入
５～９冊のご購入
10冊以上のご購入

➡
➡
➡

10％ 割引
15％ 割引
20％ 割引

評

入賞 広島県福山市 ●●●デイサービス 様

あざやかな桜から春の訪れを感じます。甘い花の香りが漂ってき
そうですね。

青空の下、満開に

咲き誇る桜の大木

を壁画にしました。

濃さの異なるピン

ク色のお花紙を桜

の形に切り、折り

紙を貼った太い幹

に貼り付けました。

風で舞い散る花び

らがポイントです。

 壁画  満開の桜

株式会社QOLサービス　月刊デイ編集部一同

月刊デイ 6月号　掲載

大集合

自慢の自慢の

大大大大大大大大大大大大集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合大大集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合

おめでとうございます！

入賞

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

※ポスターはイメージです※割引注文には、入賞施設にお送りする特別注文用紙が必要です

50音ある読みを考えるのに苦心されたそう。そのおかげでたくさんの思
い出と一緒にいつまでも歩んでいくことができそうです。

三重県四日市市

デイサービス 
クラス四日市笹川 様

　　　　　　　　　　　　　

デイで撮った写真を使い、一年を振り返って
たくさんの思い出を共有できました。

 レクリエーション  思い出いっぱいカルタ

クラス四日市笹川オリジナルの読み札がいっぱい

懐かしい写真を
見ながら、
思い出話にも
花が咲きます
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評

入賞

評

入賞

入賞 福岡県福岡市 デイサービス諸岡 様

評

入賞

評

愛知県碧南市 小林記念病院デイケアセンター 様

さまざまな折り方で丁寧に作られた花畑とスワンは、
見ているだけで華やかな気持ちになりました。色の
バランスもすばらしく、木村様のセンスが光ります。

 置物  

バラとキクの花畑
～スワンを添えて～

「優秀賞」「準優秀賞」「ユーモア賞」
「アイデア賞」の受賞者に賞状と
ギフトカード、「入賞」の受賞者には
ギフトカードをお贈りいたします！

必要事項と写真をメールに添付してお送りください。
　ファイルサイズの大きいものは送信エラーになる場合がありますのでご注意ください。
　一度に大容量の写真を送る場合は、無料の転送サービスなどをご利用ください。

148ページの応募用紙にご記入の上、作品の写真（写真用紙Ｌ判以上に印刷）またはCD－Ｒ
写真データ（高解像度のJPEGデータ）を入れたものを添えて、お送りください。

壁画、クラフト、レクなど、皆さまの日ごろの取り組みを紹介しています。
ご応募いただいた貴重な作品は、できる限り掲載してまいります。

１．パソコンからのご応募　
〒721-0902　広島県福山市春日町浦上1205

(株)QOLサービス 月刊デイ編集部「自慢のレク・クラフト大集合」係
ホームページ：https://www.daybook.jp/boshu/

メールでの応募：jimanreku@daybook.jp

月刊デイ 検索

２．郵送でのご応募

※個人の写っている写真は掲載の了承を得たものをお願いいたします。
※お送りいただいた写真すべての掲載、また返却はできかねますのでご了承ください。

ホームページより、応募用フォームに必要事項を入力し、写真を添付してお送りください。

募集要項
必要事項
事業所名・住所・電話番号・担当者名・作品のコメント（作品名・作り方・
工夫点・作品への思いなど）を記入したもの（ホームページからダウンロードできます）

写真（高解像度のもの）

※掲載までに時間がかかります。あらかじめご了承ください。

※応募用紙は弊社ホームページからもダウンロードできます。
※ ※同作品の重複応募はご遠慮ください。

※入賞の発表は、「月刊デイ」の掲載、並びにギフトカードの
発送をもって代えさせていただきます。

コピー用紙に印刷した作品写真は、掲載できません。

木村友江様(81歳)の作品です。

緻密に貼られた作品の完成度に驚きました。年号のグラデーション
や、うり坊の頰のハートなど、細部にまで楽しいアイデアが詰まっ
ています。

折り紙で作ったたくさんの
花とスワンを飾り、花畑を
作りました。花を入れた毛
糸のかごも手編みです。み
なさんが出来栄えを褒めて
くださり、とてもうれし
かったです。

竹串などを使って細

く筒状に巻いた画用

紙を、隙間なく下絵

に貼りました。コツ

コツと10ヶ月かけ

て制作した作品は、

1年間、施設の玄関

でお客様を迎えます。

お花紙のこよりを貼り付け、飛び

出す絵本をイメージして作品を仕

上げました。

 壁画  

亥年の大看板

兵庫県三木市 吉川病院通所リハビリテーション 様

地元の風景に似せ
た懐かしい景色は、
見ているだけで自
然と笑顔がこぼれ
ます。

 壁画  懐かしい景色（秋～冬）

トンボが飛び、リスが顔を出す秋

雪が降り積もり、
クリスマスムードの冬

皆さまのアイデアが詰まった華やかな作品です。こんな門松を飾れ
ば、すてきな新年を迎えられそうですね。

福島県伊達市 グループホーム ほばら 様

段ボールの土台に

折り紙を貼って門

松を作り、お花紙

の花で華やかに

飾っています。み

んなで話し合いな

がら、すてきな門

松が完成しました。

 置物  門松

ぬり絵の色見本 ぬり絵などの手本や参考として
ご利用ください。

印刷して使える色見本が
お役立ちツールDVD5月号
に収録されています

素材集P.39　５月の花ぬり絵「アルストロメリア」

ルビ

素材集P.40　東海道五十三次ぬり絵「岡崎・矢矧之橋」

素材集P.41　なぞり仏画ぬり絵「聖観音菩薩」 素材集P.42　懐かしの暮らしぬり絵「バスガール」
しょうかん のん ぼ さつ

や　はぎ  の   はし
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くず

素材集P.58　カレンダー／季節のぬり絵１「菖蒲湯」

素材集P.59　カレンダー／季節のぬり絵２「早乙女」

素材集P.56　カレンダー／花ぬり絵「ヤグルマギク」

素材集P.57　カレンダー／猫の12ヶ月ぬり絵「猫と鯉のぼり」

しょうぶ

べん けい

ゆ

さ おと め

素材集P.55　俳句ぬり絵「青葉・ホトトギス・初鰹」
はつがつお

素材集P.52　紙芝居ぬり絵「笠地蔵（２）」

素材集P.54　浮世絵風ぬり絵「弁慶」
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数字探し
名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

【１】下の表から枠内の数字を見つけて、指示された記号を書きましょう。

※なるべく形を見ず、覚えてやってみましょう。

【２】数字はいくつありましたか？それぞれの個数を答えましょう。

①2→

1
3
9
8
2
5
9

8
6
2
7
1
7
9

3
0
5
7
0
3
6

8
5
2
3
8
9
5

9
7
1
4
3
2
0

2
5
6
0
4
8
3

②4→ ③6→ ④0→

①2→ ②4→ ③6→ ④0→
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いろいろな読み方
名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

次の漢字の読み方をすべて答えましょう。

①大手

②人気

③一声

④一回

⑤一期

⑥一目

⑦三位

⑧半月

⑨一途

マス埋めしりとり
名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

マスの中にリストの言葉を入れて、しりとりを完成させましょう。

い け す
スタート

ら く だ だ ち ょ

う ま ま ん げ ま ん げ つ

ゴール

う まら っ こ こ お り り

く う ま め ここ あ ら

つ み き きき くつ ば め

リスト ※１つだけ使わない言葉があります

２文字

・りか
・しま
・りす

・かかし
・すだち
・うさぎ

・ぎんこう
・めんぼう
・ちかしつ

・ことり
・すのこ
・めだか

３文字 ４文字
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絵と文字合わせ
名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

絵と文字を合わせて、言葉を完成させましょう。

答え

①

答え

②

答え

③

ひ
は
の

答え

④

し
ゃ

やつ
ば
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終わった後は色を
塗ってみましょう

他の人との色の違い
を比べてみましょう

ほた

まちがい探し７ヶ所 （初級/ゴミ拾い）
再利用（リサイクル）できるゴミには、どのようなものがありますか？

名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

（答え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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