
気持ちよく眠りにつくために

寝酒は睡眠薬代わりにはなりません。
少量なら麻酔作用で眠りやすくはなり
ますが、短時間で作用が切れ、目が覚め
てしまうことも。慣れると量が増えて精
神的・身体的問題が起こりやすくなり
ます。また、飲みすぎると翌朝に疲れが
残るもとになります。

寝酒は不眠の元

心と体のリラクゼーション法

動物に触れる「アニマル・セラピー」は、脈拍数や血圧が安定するな
どの生理的な効果に加え、元気が出る、リラックスするなど、心理面
でも大きなメリットがあるとされています。
犬、猫、うさぎ、小鳥などのペットや、馬、イルカなどの動物と実際に手でふれあうこと
で、心身ともにリラックスできます。植物にふれることも精神的な癒しリラクゼーション
効果があると注目されています。

動物や植物に癒される

※このページは有料広告掲載ページです。　※マップ上には、広告をご掲載いただいた施設のみ表示しています。紀の川市医療機関マップ①
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気持ちよく眠りにつくために

お風呂は、ぬるめのお湯にゆっくりと入
って。寝つきの悪い人は、軽い読書やマ
ッサージ、音楽を聴いたり、神経を鎮め
る香りを利用するなど、「お休みの習
慣」を自分なりに工夫してみましょう。

寝る前に
リラックスタイムをもとう

歯の健康維持のために
歯科の主治医をもとう
現代の食生活は虫歯や歯周病を増やしただけでなく、思考力や集中力、生活習慣病などにも影
響を及ぼしているという説があります。今恐れられている歯周病の主な原因は生活習慣です。
偏った食生活や夜行性、喫煙、過度の飲酒など生活習慣の乱れと歯磨き習慣の乱れは表裏一体。
また、糖尿病、ホルモン変調、心身症なども歯周病の原因といえますので、それぞれの専門医にも
相談してください。歯はその人の一生にかかわってきます。だから年齢の「齢」は「歯」なのです。
歯と健康をトータルに考えるためには、信頼できる“歯の主治医”をもちたいものですね。

口の中はセンサーがいっぱい
健康な歯と歯茎のために
歯は人間の体の中で唯一、ほとんど自然治
癒力の働かない部分です。虫歯も歯周病も
予防と早期治療が一番。また、栄養学の立場
から“咀嚼（噛む）”については、口腔は脳に最も近いところ
にあって脳神経と密接な関係があるうえに、噛むことで食
べ物と唾液をまぜるという大切な役割があります。
唾液には消化酵素のほかにホルモンと似た働きをする物
質も多く含まれていますから、よく噛んでたくさんの唾液
を分泌することで食べる幸福感や生きる意欲にもつながっ
ていきます。
長寿者の多いシルクロードの少数民族はナンやクルト（チ
ーズの一種）といった堅い食べ物を一日中噛んでいます。私
たちもできるだけ噛み応えのある食品を摂りましょう。ま
た、噛むという刺激が、歯と顎（あご）の間の歯根膜にある
三叉神経系を通して脳に伝わり、脳の働きを活発にするの
だということも分かってきました。

歯周病予防診断チェック

□ 歯に歯垢がたまっていないか？
□ 歯ぐきが赤く充血し、腫れていないか？
□ 歯を磨いたときに出血しないか？
□ 歯ぐきがむずがゆい感じがしないか？
□ 口の中が嫌なにおい（口臭）がしないか？
□ 歯ぐきを押すと臭い膿みが出ないか？
□ 食べ物がよく歯にはさまらないか？
□ 水を飲むと歯や歯ぐきにしみないか？
□ 朝起きたときに、口の中がねばついていないか？
□ 歯が少しぐらぐらしないか？
□ 歯ぐきが腫れ、痛まないか？
□ 歯がグラついて、ものが噛みきれないことはないか？
□ 歯が長く見えるようになっていないか？

ひとつでも心当たりがある場合は、早めに歯科検診を!!

※このページは有料広告掲載ページです。　※マップ上には、広告をご掲載いただいた施設のみ表示しています。紀の川市医療機関マップ②
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気持ちよく眠りにつくために

寝る前には、頭や体を興奮させる刺激
を避けましょう。熱いお風呂も、食事も
就寝の2時間前までにすませましょ
う。覚醒作用のあるコーヒーやお茶は
5～6時間前から、また、たばこも控え
ましょう。

寝る前には刺激を避ける

歯周病予防

食べ物をよく噛むことも大切です。よ
く噛んで食べると歯の細菌は落とさ
れ、唾液がたくさん出て食べカスも洗
い流されるという自浄作用が働くほ
か、歯とあごの骨も丈夫になるからで
す。やわらかいものばかりでなく、固
いものもしっかり噛んで食べましょ
う。また喫煙も歯周病を悪化させる
要素。喫煙する人は、できるだけ禁煙
したほうがいいでしょう。

しっかり噛む、禁煙する

歯周病を予防するには、丁寧な歯磨き
で歯垢を除去し、歯ぐきをブラッシン
グすることが基本です。ブラッシング
することで血液とリンパ液の流れがよ
くなり、自然治癒力が高まるため、初
期の歯周病なら数ヶ月間毎日しっか
りブラッシングすれば歯ぐきは回復
します。

歯磨きと
歯ぐきブラッシングが基本

簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐして
みましょう。口を軽くあけて、ハァーと
ため息をついてください。苦しくなら
ない程度に長く息を吐いたら、少し息
を止めて休みます。息を吸うのは自然
にまかせ、吸ったら、またハァーと吐
いて休む、というのを繰り返します。
吐く息に集中するのがポイント。
気分が落ち着くまで何回でもやって
みましょう。

リラックス呼吸法

アロマセラピーとは、植物
の精油で、主にその香りを
かぐことで健康に導くというもの。
自分の好きな香りの精油をベースオ
イルで薄めてマッサージしたり、アロ
マポットに数滴垂らし、温めて香りを
楽しみましょう。

アロマセラピーを
利用してみよう

心身の健康を維持するには、
日頃から、リラクゼーション
を心がけることが大切です。
明日からでも気軽に始めら
れる方法をご紹介します。

心と体のリラクゼーション法

チェックポイント

どんなくすりも副作用はあります。不
安がるのではなく、知識をもっていれ
ば危険な副作用を避けたり、素早く
対処することができます。

副作用チェック

くすりとくすり、くすりと食べ物（飲み
物）の飲み合わせにも要注意。牛乳や
ビールで飲むと効果のなくなるものも
あります。医療機関や薬局で用意して
いる「おくすり手帳」など
を活用して、くすりと上
手につきあいましょう。

飲み合わせチェック

くすりと上手につきあうために

※このページは有料広告掲載ページです。　※マップ上には、広告をご掲載いただいた施設のみ表示しています。紀の川市医療機関マップ③
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