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　多くの人がスマホを利用するようになって、肩こりや頭痛、手のしびれといった症状に悩む人が

増えました。これは首を前に出し前傾姿勢の状態でスマホを見続けることによって頸椎の前弯カー

ブが損なわれ、頸部がストレートになります。これが「スマホ首」です。頸椎の関節には多くの神

経が通っていて、それが頭の重みで圧迫されると肩こりだけでなく、頭痛やめまい、手や腕のしび

れ、自律神経失調症などの症状が現れてきます。壁に背を向けて立ってみてください。体に力をい

れずに、いつもどおりの自然な姿勢で。「後頭部」「肩甲骨」「お尻」「かかと」の 4点が、無理なく

壁にピタッとつくのが「正しい姿勢」です。後頭部がすっと壁につきましたか？

それではスマホ首に対するストレッチを紹介します。

垂水すみれ苑に入職して 3ヶ月が経ちました。
まだまだ経験不足ですが、一日も早く一人前の支援相談員
になれるよう、日々努力をしております。
プライベートでは先日結婚し、幸せな気持ちで日々充実な
生活を送っております。公私ともにさらに充実を目指して
頑張っていきたいと思います。

3 月の行事食は、

お知らせ
牛尾　拓磨

支援相談員職種：

垂水すみれ苑における
　新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 対応について
　当施設では厚労省や専門家会議での報告以前から、現在発信されている通知に準拠した予防対策を
実施してきています。しかし、本ウイルスの性状が不明の部分が多くピンポイントの対策はとれてな
い現状です。また、収束には 100 年前のスペイン風邪ではほぼ 3年、最近の 2009 年発生のインフル
エンザでは約 1年を要しています。この度の新型コロナウイルス感染症がそのような長期間猛威を振
るわないことを願ってはいますが、私共は長期の対応の必要性を覚悟し対策を進めています。出来る
だけ本ウイルス感染症勃発以前と同じように過ごしていただけるよう、私共自身がコロナウイルス感
染防止に留意しながら、ご利用者様の接遇に努めております。しかしご家族様の直接面会の一時中止
を含め、体力が低下している高齢者であるため、特別に厳しい生活環境が作られています。従って入
所、通所のご利用者様にはもちろんそのご家族、ご友人の方々には多大のご不便をおかけすることが
想像されます。COVID-19 のできるだけ早い収束を願いながら私共一同努力いたしていますので、ご
理解の程よろしくお願い申し上げます。
　ご希望やご質問がございましたら、当施設まで文書でご連絡いただければ、現時点での対応の状況
をさらに詳細にご説明いたします。

介護老人保健施設　垂水すみれ苑　
施設長　谷口　洋
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W ガーゼ 40 ｃｍ 
セットアップテープ５ｍｍ巾 約 12 ｃｍ 
ゴム 約 30 ｃｍ×2 本 
バイアステープ 11 ｍｍ巾  約 13 ｃｍ×2  

材料 

１．本体の上部にセットアップテープを縫いつけ
る（図１） 

２．本体上部を縫い合わせる。 
３．表に返し、上部１ｃｍの所と下部箸にミシン
をかける。 

４．表布裏布一緒にタックをたたみ（図２）、 
端から５ｍｍの所に押さえミシンをかける。 

５．両端をバイアスでくるむ 
６．ゴムはバイアステープの中に通す（図３） 

（図 1） 
2

（図3） 
2  

W ガーゼのプリーツマスク 

縫いしろ１ｃｍ 

縫い代は上部 1cm 、左右箸は 0.7cm ずつとる 

わ 

◎マスク不足対策として
手作りマスクをご紹介します

雛祭り御膳

今回は「スマホ首」のお話です

①正しい姿勢をとり、体の位置は動かさず、できるだけ頭を前方に出す。
②あごに手を当てて、水平にスライドさせるように後ろへ押す。
※押すときは、強めにぐっと押す。①と②を 2～ 3回繰り返します。
　あご押し体操をくり返し行うことで、固まった頸椎関節がゆるみ、動きがよくなります。



今年も元気で楽しく
　過ごせますように！初詣

絵手紙教室
2/14( 金 )

歌の会
2/21( 金 )

坂本　 千代
楠本　 利夫 （日本リカレント教育研究機構 設立準備委員会 代表、日本パン学会 副会長）

谷口　洋 施設長

感染症の歴史から学ぶ谷口　洋 施設長

梶原　苗美 先生

梶原　苗美 先生

過労における神経と代謝機能

免疫力アップ栄養学：
その 1：ウイルスに負けない健康食生活とは？

免疫力アップ栄養学：
その 2：食事で健康寿命を延ばす！

梶原　 苗美 （神戸女子大学名誉教授 インドネシア国立ウダヤナ大学客員教授）

イベントスケジュール
皆で歌おうあの頃の歌
歌謡ショー ジャスミン
犬と遊ぼう
トロンボーン演奏トロンボーン演奏
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神戸総合医療専門学校
神戸リハビリテーション
福祉専門学校
アイビーメディカル長田校
ウダヤナ大学介護コース
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シニア復権の時代
～高齢者はお荷物ではなく宝物～
ロビンソン・クルーソーと
　　　　　　　フライデーの変身

5月 25日(月)

7月 27日(月)

6月 8日(月)

6月 15日(月)

6月 22日(月)

6月 29日(月)

(月)
(金)
(水)
(金)

１．腰痛予防対策研修会（1/16）

介護業界では腰痛の症状が出る方が非常に多いのが現状であります。
今回介護労働安定センターから講師の先生をおよびして、腰痛が発
生しやすい場面などを再確認し、どこでもできる腰痛予防ストレッ
チなどを学ぶことができました。

職員のための勉強会

池上フサ子様 100歳お祝い 3/27
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22日  
27日  
29日    
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いきいき歌教室
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大正琴演奏
2/8( 土 )

太極拳教室
2/13( 木 )

新舞踊
1/18( 土 )

1/17( 金 )
新年の会

つくしユニットに入居されております池上さんの 100 歳のお祝い会をユニットで行いました。
大きなバースデーケーキを前にしてみんなでHappy Birthday の歌を歌い楽しいひと時を過ごしました。
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