
第第第151515回八宝祭開催回八宝祭開催回八宝祭開催   

たくさんのご来場ありがとうございました！たくさんのご来場ありがとうございました！たくさんのご来場ありがとうございました！たくさんのご来場ありがとうございました！    

 

第第第第15回八宝祭を回八宝祭を回八宝祭を回八宝祭を8月月月月24日に開催致しました。日に開催致しました。日に開催致しました。日に開催致しました。

今年も昨年同様、雨模様な天候の中約今年も昨年同様、雨模様な天候の中約今年も昨年同様、雨模様な天候の中約今年も昨年同様、雨模様な天候の中約400名の名の名の名の

ご来場を頂きました。幸いにも八宝祭開催中ご来場を頂きました。幸いにも八宝祭開催中ご来場を頂きました。幸いにも八宝祭開催中ご来場を頂きました。幸いにも八宝祭開催中

は大きな天候の崩れもなく無事終える事がは大きな天候の崩れもなく無事終える事がは大きな天候の崩れもなく無事終える事がは大きな天候の崩れもなく無事終える事が    

出来ました。出来ました。出来ました。出来ました。    

毎年恒例の餅つきを始め特設ステージでは毎年恒例の餅つきを始め特設ステージでは毎年恒例の餅つきを始め特設ステージでは毎年恒例の餅つきを始め特設ステージでは    

デイケア利用者様による合唱、和太鼓、デイケア利用者様による合唱、和太鼓、デイケア利用者様による合唱、和太鼓、デイケア利用者様による合唱、和太鼓、        

ピエロ、フォークデュオ、津軽三味線とピエロ、フォークデュオ、津軽三味線とピエロ、フォークデュオ、津軽三味線とピエロ、フォークデュオ、津軽三味線と        

沢山の催し物が行われ入院患者様も来場者の沢山の催し物が行われ入院患者様も来場者の沢山の催し物が行われ入院患者様も来場者の沢山の催し物が行われ入院患者様も来場者の

方々と共に楽しく観覧されておりました。方々と共に楽しく観覧されておりました。方々と共に楽しく観覧されておりました。方々と共に楽しく観覧されておりました。    

他の会場でも、健康教室、野菜特売、縁日、他の会場でも、健康教室、野菜特売、縁日、他の会場でも、健康教室、野菜特売、縁日、他の会場でも、健康教室、野菜特売、縁日、

フリーマーケット、各種バザーが行われ、フリーマーケット、各種バザーが行われ、フリーマーケット、各種バザーが行われ、フリーマーケット、各種バザーが行われ、

あっと言う間のあっと言う間のあっと言う間のあっと言う間の4時間でした。時間でした。時間でした。時間でした。    

最後になりますがご協力頂いた地域の皆様、最後になりますがご協力頂いた地域の皆様、最後になりますがご協力頂いた地域の皆様、最後になりますがご協力頂いた地域の皆様、

出演団体の皆様、ありがとうございました。出演団体の皆様、ありがとうございました。出演団体の皆様、ありがとうございました。出演団体の皆様、ありがとうございました。

来年もたくさんの方々にご来場頂き楽しんで来年もたくさんの方々にご来場頂き楽しんで来年もたくさんの方々にご来場頂き楽しんで来年もたくさんの方々にご来場頂き楽しんで

頂ける八宝祭を開催致しますので是非ご来場頂ける八宝祭を開催致しますので是非ご来場頂ける八宝祭を開催致しますので是非ご来場頂ける八宝祭を開催致しますので是非ご来場

のほど宜しくお願い致します。職員一同のほど宜しくお願い致します。職員一同のほど宜しくお願い致します。職員一同のほど宜しくお願い致します。職員一同        

お待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。                                                                                    



 

ビタミンＣと言うと美白や美肌効果、また免疫力をビタミンＣと言うと美白や美肌効果、また免疫力をビタミンＣと言うと美白や美肌効果、また免疫力をビタミンＣと言うと美白や美肌効果、また免疫力を                                                            

高めて風邪をひきにくくする効果など老化や病気高めて風邪をひきにくくする効果など老化や病気高めて風邪をひきにくくする効果など老化や病気高めて風邪をひきにくくする効果など老化や病気                                                                

から体を守る効果が知られています。から体を守る効果が知られています。から体を守る効果が知られています。から体を守る効果が知られています。        

この美白・美肌効果はビタミンＣによる皮膚のこの美白・美肌効果はビタミンＣによる皮膚のこの美白・美肌効果はビタミンＣによる皮膚のこの美白・美肌効果はビタミンＣによる皮膚の                                                                                    

コラーゲンの生成によります。コラーゲンは皮膚だけでなく全身にあってコラーゲンの生成によります。コラーゲンは皮膚だけでなく全身にあってコラーゲンの生成によります。コラーゲンは皮膚だけでなく全身にあってコラーゲンの生成によります。コラーゲンは皮膚だけでなく全身にあって

細胞を支える組織（支持組織）として働いています。高濃度ビタミンＣを細胞を支える組織（支持組織）として働いています。高濃度ビタミンＣを細胞を支える組織（支持組織）として働いています。高濃度ビタミンＣを細胞を支える組織（支持組織）として働いています。高濃度ビタミンＣを

投与するとこの支持組織が丈夫になり細胞をしっかりと包み込むように投与するとこの支持組織が丈夫になり細胞をしっかりと包み込むように投与するとこの支持組織が丈夫になり細胞をしっかりと包み込むように投与するとこの支持組織が丈夫になり細胞をしっかりと包み込むように    

支えます。と言うことはガン細胞が有った場合、コラーゲンがガン細胞を支えます。と言うことはガン細胞が有った場合、コラーゲンがガン細胞を支えます。と言うことはガン細胞が有った場合、コラーゲンがガン細胞を支えます。と言うことはガン細胞が有った場合、コラーゲンがガン細胞を

しっかりと包み込んで、転移を防ぐ役目を果たしてくれます。体内にガンしっかりと包み込んで、転移を防ぐ役目を果たしてくれます。体内にガンしっかりと包み込んで、転移を防ぐ役目を果たしてくれます。体内にガンしっかりと包み込んで、転移を防ぐ役目を果たしてくれます。体内にガン

細胞があったとしても、転移さえしなければガンは恐ろしく有りません。細胞があったとしても、転移さえしなければガンは恐ろしく有りません。細胞があったとしても、転移さえしなければガンは恐ろしく有りません。細胞があったとしても、転移さえしなければガンは恐ろしく有りません。    

更にビタミンＣは手術や抗ガン剤治療で落ちた免疫力を高める働きがある更にビタミンＣは手術や抗ガン剤治療で落ちた免疫力を高める働きがある更にビタミンＣは手術や抗ガン剤治療で落ちた免疫力を高める働きがある更にビタミンＣは手術や抗ガン剤治療で落ちた免疫力を高める働きがある

ので、抗ガン剤による直接的副作用を軽減するだけでなくインフルエンザので、抗ガン剤による直接的副作用を軽減するだけでなくインフルエンザので、抗ガン剤による直接的副作用を軽減するだけでなくインフルエンザので、抗ガン剤による直接的副作用を軽減するだけでなくインフルエンザ

などの他の病原ウイルス感染からも人体を守ることが出来ます。 などの他の病原ウイルス感染からも人体を守ることが出来ます。 などの他の病原ウイルス感染からも人体を守ることが出来ます。 などの他の病原ウイルス感染からも人体を守ることが出来ます。     

デイケアくもん学習療法 

はじめました！ 

第 第 第 第 4444    回回回回    

学習療法で認知症の予防・改善をめざします。学習療法で認知症の予防・改善をめざします。学習療法で認知症の予防・改善をめざします。学習療法で認知症の予防・改善をめざします。    

誰でもできる「読み書き・簡単な計算」が脳を活性化！誰でもできる「読み書き・簡単な計算」が脳を活性化！誰でもできる「読み書き・簡単な計算」が脳を活性化！誰でもできる「読み書き・簡単な計算」が脳を活性化！    

「くもん学習療法センター」が、長年の「くもん学習療法センター」が、長年の「くもん学習療法センター」が、長年の「くもん学習療法センター」が、長年の

公文式の俊樹・経験を生かして、高齢者公文式の俊樹・経験を生かして、高齢者公文式の俊樹・経験を生かして、高齢者公文式の俊樹・経験を生かして、高齢者

介護施設等で学習療法を実践できるよう介護施設等で学習療法を実践できるよう介護施設等で学習療法を実践できるよう介護施設等で学習療法を実践できるよう

システム化して提供しているものです。システム化して提供しているものです。システム化して提供しているものです。システム化して提供しているものです。    

当センターでは担当職員が十分な研修を当センターでは担当職員が十分な研修を当センターでは担当職員が十分な研修を当センターでは担当職員が十分な研修を

受け、くもんが開発した専用の教材を受け、くもんが開発した専用の教材を受け、くもんが開発した専用の教材を受け、くもんが開発した専用の教材を    

使用して学習療法を実施いたします。使用して学習療法を実施いたします。使用して学習療法を実施いたします。使用して学習療法を実施いたします。    

        詳しくは、デイケアセンターまで詳しくは、デイケアセンターまで詳しくは、デイケアセンターまで詳しくは、デイケアセンターまで    

                                お問い合わせ下さい。お問い合わせ下さい。お問い合わせ下さい。お問い合わせ下さい。    

 座ってできる上肢(肩・肘・手)運動 

肩をねじる運動肩をねじる運動肩をねじる運動肩をねじる運動    

腕をあげる運動腕をあげる運動腕をあげる運動腕をあげる運動    

手指の運動手指の運動手指の運動手指の運動    
肘の運動肘の運動肘の運動肘の運動    

前腕をまわす運動前腕をまわす運動前腕をまわす運動前腕をまわす運動    

手首の運動手首の運動手首の運動手首の運動    

小さく前にならえを小さく前にならえを小さく前にならえを小さく前にならえを    

した状態で、前腕をした状態で、前腕をした状態で、前腕をした状態で、前腕を    

外へ開き３～５秒外へ開き３～５秒外へ開き３～５秒外へ開き３～５秒    

保持する。保持する。保持する。保持する。        

前にならえをした前にならえをした前にならえをした前にならえをした    

状態で、５～１０秒状態で、５～１０秒状態で、５～１０秒状態で、５～１０秒    

保持する。また、保持する。また、保持する。また、保持する。また、    

この位置よりこの位置よりこの位置よりこの位置より        

上方・側方へも上方・側方へも上方・側方へも上方・側方へも        

運動を行う。運動を行う。運動を行う。運動を行う。        

小さく前にならえを小さく前にならえを小さく前にならえを小さく前にならえを    

した状態で、手のした状態で、手のした状態で、手のした状態で、手の    

ひらを上に向けたりひらを上に向けたりひらを上に向けたりひらを上に向けたり    

下に向けたりする下に向けたりする下に向けたりする下に向けたりする    

ように手首を回し、ように手首を回し、ように手首を回し、ように手首を回し、    

それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒    

保持する。保持する。保持する。保持する。        

手首を左右同時に手首を左右同時に手首を左右同時に手首を左右同時に    

起こしたり下げたり起こしたり下げたり起こしたり下げたり起こしたり下げたり    

した状態で、それぞれした状態で、それぞれした状態で、それぞれした状態で、それぞれ    

３～５秒保持する。３～５秒保持する。３～５秒保持する。３～５秒保持する。    

紐を手首に掛け、紐を手首に掛け、紐を手首に掛け、紐を手首に掛け、    

左右交互に左右交互に左右交互に左右交互に        

前後方向へ前後方向へ前後方向へ前後方向へ        

動かした状態で、動かした状態で、動かした状態で、動かした状態で、    

それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒    

保持する。保持する。保持する。保持する。        

指を大きく開いたり指を大きく開いたり指を大きく開いたり指を大きく開いたり    

握ったりした状態で握ったりした状態で握ったりした状態で握ったりした状態で    

それぞれ、３～５秒それぞれ、３～５秒それぞれ、３～５秒それぞれ、３～５秒    

保持する。保持する。保持する。保持する。        



 

キュウリが大好物。寝るときは自分で

毛布にくるまって寝るよ。じゅうたんを

掘ることが大好きだけど、やりすぎたら

と怒られるさ・・・。 

【グレープフルーツの相互作用】 

 カルシウム拮抗薬（降圧薬）を 

服用中にグレープフルーツを摂取 

すると、薬代謝能が低下し血中濃度

が上昇します。つまり降圧効果が 

増強するおそれがでてくるのです。

この相互作用はグレープフルーツに

含まれるフラノクマリン類が原因と

され、グレープフルーツ以外の柑橘

類ではザボン･橙などにも含まれて

い ま す。一 方、レ モ ン、カ ボ ス、 

バレンシアオレンジ、温州みかん 

に は 含 ま れ お ら ず、相 互 作 用 も  

ほぼないことがわかっています。 

気 に な る こ と が あ り ま し た ら、  

お気軽に薬局までご相談ください。  

薬の豆知識 

70歳以上75歳未満の方の医療制度です。 

後期高齢者医療制度の対象となる方を除き、該当する方には加入している国保や社会保険

などから｢高齢受給者証｣が交付されます。医療機関にかかるときは必ず健康保険証と   

高齢受給者証をあわせてご提示ください。平成26年度から前期高齢者の方の自己負担額が

変わりました。医療費の2割負担となりました。ただし誕生日が昭和19年4月1日以前の方は 

1割負担となります。また現役並み所得者は今までどおり3割負担です。 

ＭＲＩはX線を使用しません。 

MRIの大きな特徴はX線を使用せず磁気を用いて検査を行うことです。つまり放射線による

被ばくが全くありません。また造影剤を使用しなくても血管の情報が得られます。病変部と 

正常組織の濃度の差が良好で、縦・横どんな断面像でも得ることができることも利点です。 

しかし、検査の範囲が狭いことや、CT・レントゲンに比べると検査に時間がかかる（30分から 

1時間）という欠点もあります。 

旭川高砂台病院旭川高砂台病院旭川高砂台病院旭川高砂台病院はははは                                                                            

財団法人日本医療機能評価機構財団法人日本医療機能評価機構財団法人日本医療機能評価機構財団法人日本医療機能評価機構                

認定病院認定病院認定病院認定病院ですですですです。。。。    

平日／午前９時～１２時  午後１時～５時                                        

土曜／午前９時～１２時                                                   

日曜・祝日・第２土曜／休診                                       

※※※※日曜日曜日曜日曜・・・・祝日祝日祝日祝日・・・・第第第第２２２２土曜日土曜日土曜日土曜日はははは        

サービスをサービスをサービスをサービスを行行行行っておりませんっておりませんっておりませんっておりません。。。。        

当院当院当院当院ではではではでは「「「「巡回巡回巡回巡回」「」「」「」「送迎送迎送迎送迎」」」」をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

バスをごバスをごバスをごバスをご利用利用利用利用されるされるされるされる方方方方はははは事前事前事前事前にににに電話電話電話電話またはまたはまたはまたは            

受付受付受付受付にににに申申申申しししし込込込込みをおみをおみをおみをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

交通状況交通状況交通状況交通状況によりによりによりにより多少時間多少時間多少時間多少時間にににに差差差差がががが出出出出るるるる場合場合場合場合がががが                    

ございますのでございますのでございますのでございますので乗車乗車乗車乗車のののの際際際際はははは少少少少しおしおしおしお早早早早めにめにめにめに                    

おおおお待待待待ちいただくようおちいただくようおちいただくようおちいただくようお願願願願いいいい申申申申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。     

http://takasagodai.com/ 

〒070－8061 旭川市高砂台1丁目1－22  

ＴＥＬ（０１６６）６１－５７００  

ＦＡＸ（０１６６）６１－５０８９ 

デイケアってどんなところデイケアってどんなところデイケアってどんなところデイケアってどんなところ？？？？    

介護保険介護保険介護保険介護保険サービスってなぁにサービスってなぁにサービスってなぁにサービスってなぁに？？？？    

65656565才以上才以上才以上才以上のののの方方方方であればであればであればであれば、、、、１１１１日無料体験日無料体験日無料体験日無料体験できまできまできまできま

すすすす！！！！((((送迎送迎送迎送迎・・・・入浴入浴入浴入浴・お・お・お・お食事食事食事食事もももも無料無料無料無料ですですですです))))    

※※※※おおおお一人様一人様一人様一人様１１１１回回回回のごのごのごのご利用利用利用利用とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。    

第第第第２２２２金曜日 第金曜日 第金曜日 第金曜日 第４４４４金曜日 金曜日 金曜日 金曜日     
おおおお昼昼昼昼１１１１１１１１時時時時４５４５４５４５分分分分からからからから    



 

ビタミンＣと言うと美白や美肌効果、また免疫力をビタミンＣと言うと美白や美肌効果、また免疫力をビタミンＣと言うと美白や美肌効果、また免疫力をビタミンＣと言うと美白や美肌効果、また免疫力を                                                            

高めて風邪をひきにくくする効果など老化や病気高めて風邪をひきにくくする効果など老化や病気高めて風邪をひきにくくする効果など老化や病気高めて風邪をひきにくくする効果など老化や病気                                                                

から体を守る効果が知られています。から体を守る効果が知られています。から体を守る効果が知られています。から体を守る効果が知られています。        

この美白・美肌効果はビタミンＣによる皮膚のこの美白・美肌効果はビタミンＣによる皮膚のこの美白・美肌効果はビタミンＣによる皮膚のこの美白・美肌効果はビタミンＣによる皮膚の                                                                                    

コラーゲンの生成によります。コラーゲンは皮膚だけでなく全身にあってコラーゲンの生成によります。コラーゲンは皮膚だけでなく全身にあってコラーゲンの生成によります。コラーゲンは皮膚だけでなく全身にあってコラーゲンの生成によります。コラーゲンは皮膚だけでなく全身にあって

細胞を支える組織（支持組織）として働いています。高濃度ビタミンＣを細胞を支える組織（支持組織）として働いています。高濃度ビタミンＣを細胞を支える組織（支持組織）として働いています。高濃度ビタミンＣを細胞を支える組織（支持組織）として働いています。高濃度ビタミンＣを

投与するとこの支持組織が丈夫になり細胞をしっかりと包み込むように投与するとこの支持組織が丈夫になり細胞をしっかりと包み込むように投与するとこの支持組織が丈夫になり細胞をしっかりと包み込むように投与するとこの支持組織が丈夫になり細胞をしっかりと包み込むように    

支えます。と言うことはガン細胞が有った場合、コラーゲンがガン細胞を支えます。と言うことはガン細胞が有った場合、コラーゲンがガン細胞を支えます。と言うことはガン細胞が有った場合、コラーゲンがガン細胞を支えます。と言うことはガン細胞が有った場合、コラーゲンがガン細胞を

しっかりと包み込んで、転移を防ぐ役目を果たしてくれます。体内にガンしっかりと包み込んで、転移を防ぐ役目を果たしてくれます。体内にガンしっかりと包み込んで、転移を防ぐ役目を果たしてくれます。体内にガンしっかりと包み込んで、転移を防ぐ役目を果たしてくれます。体内にガン

細胞があったとしても、転移さえしなければガンは恐ろしく有りません。細胞があったとしても、転移さえしなければガンは恐ろしく有りません。細胞があったとしても、転移さえしなければガンは恐ろしく有りません。細胞があったとしても、転移さえしなければガンは恐ろしく有りません。    

更にビタミンＣは手術や抗ガン剤治療で落ちた免疫力を高める働きがある更にビタミンＣは手術や抗ガン剤治療で落ちた免疫力を高める働きがある更にビタミンＣは手術や抗ガン剤治療で落ちた免疫力を高める働きがある更にビタミンＣは手術や抗ガン剤治療で落ちた免疫力を高める働きがある

ので、抗ガン剤による直接的副作用を軽減するだけでなくインフルエンザので、抗ガン剤による直接的副作用を軽減するだけでなくインフルエンザので、抗ガン剤による直接的副作用を軽減するだけでなくインフルエンザので、抗ガン剤による直接的副作用を軽減するだけでなくインフルエンザ

などの他の病原ウイルス感染からも人体を守ることが出来ます。 などの他の病原ウイルス感染からも人体を守ることが出来ます。 などの他の病原ウイルス感染からも人体を守ることが出来ます。 などの他の病原ウイルス感染からも人体を守ることが出来ます。     

デイケアくもん学習療法 

はじめました！ 

第 第 第 第 4444    回回回回    

学習療法で認知症の予防・改善をめざします。学習療法で認知症の予防・改善をめざします。学習療法で認知症の予防・改善をめざします。学習療法で認知症の予防・改善をめざします。    

誰でもできる「読み書き・簡単な計算」が脳を活性化！誰でもできる「読み書き・簡単な計算」が脳を活性化！誰でもできる「読み書き・簡単な計算」が脳を活性化！誰でもできる「読み書き・簡単な計算」が脳を活性化！    

「くもん学習療法センター」が、長年の「くもん学習療法センター」が、長年の「くもん学習療法センター」が、長年の「くもん学習療法センター」が、長年の

公文式の俊樹・経験を生かして、高齢者公文式の俊樹・経験を生かして、高齢者公文式の俊樹・経験を生かして、高齢者公文式の俊樹・経験を生かして、高齢者

介護施設等で学習療法を実践できるよう介護施設等で学習療法を実践できるよう介護施設等で学習療法を実践できるよう介護施設等で学習療法を実践できるよう

システム化して提供しているものです。システム化して提供しているものです。システム化して提供しているものです。システム化して提供しているものです。    

当センターでは担当職員が十分な研修を当センターでは担当職員が十分な研修を当センターでは担当職員が十分な研修を当センターでは担当職員が十分な研修を

受け、くもんが開発した専用の教材を受け、くもんが開発した専用の教材を受け、くもんが開発した専用の教材を受け、くもんが開発した専用の教材を    

使用して学習療法を実施いたします。使用して学習療法を実施いたします。使用して学習療法を実施いたします。使用して学習療法を実施いたします。    

        詳しくは、デイケアセンターまで詳しくは、デイケアセンターまで詳しくは、デイケアセンターまで詳しくは、デイケアセンターまで    

                                お問い合わせ下さい。お問い合わせ下さい。お問い合わせ下さい。お問い合わせ下さい。    

 座ってできる上肢(肩・肘・手)運動 

肩をねじる運動肩をねじる運動肩をねじる運動肩をねじる運動    

腕をあげる運動腕をあげる運動腕をあげる運動腕をあげる運動    

手指の運動手指の運動手指の運動手指の運動    
肘の運動肘の運動肘の運動肘の運動    

前腕をまわす運動前腕をまわす運動前腕をまわす運動前腕をまわす運動    

手首の運動手首の運動手首の運動手首の運動    

小さく前にならえを小さく前にならえを小さく前にならえを小さく前にならえを    

した状態で、前腕をした状態で、前腕をした状態で、前腕をした状態で、前腕を    

外へ開き３～５秒外へ開き３～５秒外へ開き３～５秒外へ開き３～５秒    

保持する。保持する。保持する。保持する。        

前にならえをした前にならえをした前にならえをした前にならえをした    

状態で、５～１０秒状態で、５～１０秒状態で、５～１０秒状態で、５～１０秒    

保持する。また、保持する。また、保持する。また、保持する。また、    

この位置よりこの位置よりこの位置よりこの位置より        

上方・側方へも上方・側方へも上方・側方へも上方・側方へも        

運動を行う。運動を行う。運動を行う。運動を行う。        

小さく前にならえを小さく前にならえを小さく前にならえを小さく前にならえを    

した状態で、手のした状態で、手のした状態で、手のした状態で、手の    

ひらを上に向けたりひらを上に向けたりひらを上に向けたりひらを上に向けたり    

下に向けたりする下に向けたりする下に向けたりする下に向けたりする    

ように手首を回し、ように手首を回し、ように手首を回し、ように手首を回し、    

それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒    

保持する。保持する。保持する。保持する。        

手首を左右同時に手首を左右同時に手首を左右同時に手首を左右同時に    

起こしたり下げたり起こしたり下げたり起こしたり下げたり起こしたり下げたり    

した状態で、それぞれした状態で、それぞれした状態で、それぞれした状態で、それぞれ    

３～５秒保持する。３～５秒保持する。３～５秒保持する。３～５秒保持する。    

紐を手首に掛け、紐を手首に掛け、紐を手首に掛け、紐を手首に掛け、    

左右交互に左右交互に左右交互に左右交互に        

前後方向へ前後方向へ前後方向へ前後方向へ        

動かした状態で、動かした状態で、動かした状態で、動かした状態で、    

それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒それぞれ５～１０秒    

保持する。保持する。保持する。保持する。        

指を大きく開いたり指を大きく開いたり指を大きく開いたり指を大きく開いたり    

握ったりした状態で握ったりした状態で握ったりした状態で握ったりした状態で    

それぞれ、３～５秒それぞれ、３～５秒それぞれ、３～５秒それぞれ、３～５秒    

保持する。保持する。保持する。保持する。        



 

キュウリが大好物。寝るときは自分で

毛布にくるまって寝るよ。じゅうたんを

掘ることが大好きだけど、やりすぎたら

と怒られるさ・・・。 

【グレープフルーツの相互作用】 

 カルシウム拮抗薬（降圧薬）を 

服用中にグレープフルーツを摂取 

すると、薬代謝能が低下し血中濃度

が上昇します。つまり降圧効果が 

増強するおそれがでてくるのです。

この相互作用はグレープフルーツに

含まれるフラノクマリン類が原因と

され、グレープフルーツ以外の柑橘

類ではザボン･橙などにも含まれて

い ま す。一 方、レ モ ン、カ ボ ス、 

バレンシアオレンジ、温州みかん 

に は 含 ま れ お ら ず、相 互 作 用 も  

ほぼないことがわかっています。 

気 に な る こ と が あ り ま し た ら、  

お気軽に薬局までご相談ください。  

薬の豆知識 

70歳以上75歳未満の方の医療制度です。 

後期高齢者医療制度の対象となる方を除き、該当する方には加入している国保や社会保険

などから｢高齢受給者証｣が交付されます。医療機関にかかるときは必ず健康保険証と   

高齢受給者証をあわせてご提示ください。平成26年度から前期高齢者の方の自己負担額が

変わりました。医療費の2割負担となりました。ただし誕生日が昭和19年4月1日以前の方は 

1割負担となります。また現役並み所得者は今までどおり3割負担です。 

ＭＲＩはX線を使用しません。 

MRIの大きな特徴はX線を使用せず磁気を用いて検査を行うことです。つまり放射線による

被ばくが全くありません。また造影剤を使用しなくても血管の情報が得られます。病変部と 

正常組織の濃度の差が良好で、縦・横どんな断面像でも得ることができることも利点です。 

しかし、検査の範囲が狭いことや、CT・レントゲンに比べると検査に時間がかかる（30分から 

1時間）という欠点もあります。 

旭川高砂台病院旭川高砂台病院旭川高砂台病院旭川高砂台病院はははは                                                                            

財団法人日本医療機能評価機構財団法人日本医療機能評価機構財団法人日本医療機能評価機構財団法人日本医療機能評価機構                

認定病院認定病院認定病院認定病院ですですですです。。。。    

平日／午前９時～１２時  午後１時～５時                                        

土曜／午前９時～１２時                                                   

日曜・祝日・第２土曜／休診                                       

※※※※日曜日曜日曜日曜・・・・祝日祝日祝日祝日・・・・第第第第２２２２土曜日土曜日土曜日土曜日はははは        

サービスをサービスをサービスをサービスを行行行行っておりませんっておりませんっておりませんっておりません。。。。        

当院当院当院当院ではではではでは「「「「巡回巡回巡回巡回」「」「」「」「送迎送迎送迎送迎」」」」をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

バスをごバスをごバスをごバスをご利用利用利用利用されるされるされるされる方方方方はははは事前事前事前事前にににに電話電話電話電話またはまたはまたはまたは            

受付受付受付受付にににに申申申申しししし込込込込みをおみをおみをおみをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

交通状況交通状況交通状況交通状況りりりり多少時間多少時間多少時間多少時間にににに差差差差がががが出出出出るるるる場合場合場合場合がががが                    

ございますのでございますのでございますのでございますので乗車乗車乗車乗車のののの際際際際はははは少少少少しおしおしおしお早早早早めにめにめにめに                    

おおおお待待待待ちいただくようおちいただくようおちいただくようおちいただくようお願願願願いいいい申申申申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。 

http://takasagodai.com/ 

〒070－8061 旭川市高砂台1丁目1－22  

ＴＥＬ（０１６６）６１－５７００  

ＦＡＸ（０１６６）６１－５０８９ 

デイケアってどんなところデイケアってどんなところデイケアってどんなところデイケアってどんなところ？？？？    

介護保険介護保険介護保険介護保険サービスってなぁにサービスってなぁにサービスってなぁにサービスってなぁに？？？？    

65656565才以上才以上才以上才以上のののの方方方方であればであればであればであれば、、、、１１１１日無料体験日無料体験日無料体験日無料体験できますできますできますできます                    

((((送迎送迎送迎送迎・・・・入浴入浴入浴入浴・お・お・お・お食事食事食事食事もももも無料無料無料無料ですですですです))))    

※※※※おおおお一人様一人様一人様一人様１１１１回回回回のごのごのごのご利用利用利用利用とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。    

第第第第２２２２金曜日 第金曜日 第金曜日 第金曜日 第４４４４金曜日 金曜日 金曜日 金曜日     
おおおお昼昼昼昼１１１１１１１１時時時時４５４５４５４５分分分分からからからから    
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