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甲状腺疾患についてお話します。甲状腺疾患は女

性に多く、甲状腺の「働き」の変化と「形」の変化の

２つの特徴があります。 

①甲状腺の「働き」の変化 

甲状腺ホルモンをつくる働きが異常を起こし、甲

状腺ホルモンが過剰になったり不足したりします。 

・甲状腺機能亢進症→嫌悪感・脈が早い・手の震

え・軟便・月経過少・発汗・イライラなど 

・甲状腺機能低下症→倦怠感・便秘・皮膚乾燥・

浮腫・鬱など 

②甲状腺の「形」の変化 

甲状腺が腫れたりしこりが出来たりして形態的に

変化するもの、この腫れを「甲状腺腫」といいます。 

・びまん性甲状腺腫（甲状腺全体がそのまま大き

くなる） 

ａ．単低性びまん性甲状腺腫→甲状腺全体が腫れ

るが、甲状腺機能は正常。将来バセドウ病や橋本病に

変わる場合がある。 

ｂ，バセドウ病→甲状腺にあるTSHレセプターに

対する自己抗体ができ、これが甲状腺を刺激し、甲状

腺ホルモンを必要以上作るため種々の症状が起こりま

す。 

  

 私事で大変恐縮ではございますが、先日第一

子が無事に誕生してくれました。今は育児と仕

事とで奮闘している毎日を送らせていただいて

います。今回、出産、育児を通して気づいた事

があります。まず1つは「感謝」です。妻や子

供にはもちろんですが、両親や兄弟、友人、職

場の方々や環境等に改めて感謝することが出来

て、今の自分は色々なことに恵まれているとい

うのに気づくことが出来ました。 

 もう1つは「学び」です。事前に予習や準備

はしていたつもりではいましたが、やはり初め

ての育児は解らないことだらけであり、時には

不安になることもありました。ですが、解らな

いことは1つ1つ学んでいけばいいと思うよう

になり、今でも日々学ばせていただいています。

僕はこれらの事を出産、育児を通して気づくこ

とが出来ましたが、同時にこれらは普段の生活

の中にもたくさんあるものだとも感じます。身

体もですが、心も健康に過ごしていく事でより

生活の質を高めていけるものだと思いました。 

 暑かった夏も終わり、朝晩とだいぶ冷えてき

ましたので体調にお気をつけてお過ごしくださ

い。 

   

 歯磨き剤には酸で溶けた歯をより速く修復してくれ、

さらに元の歯より硬くしてくれるフッ素や細菌の繁殖

を抑える殺菌剤などとても重要な有効成分が入ってい

ます。皆様方の中には「歯磨き剤に含まれる研磨剤で

歯が削れてしまうのではないか？」と懸念される方が

おられるかもしれませんが、よほど強いやにとり効果

のある製品でもない限り、歯を磨耗させることはあり

ません。 

 ただ歯磨き剤をたっぷりつけてしまうとお口の中が

泡だらけになって長時間磨けなかったり、爽快感だけ

で磨けた気分になったりして肝心のブラッシングがお

ろそかになってしまいます。歯磨き剤は、歯ブラシの

手束の長さの半分くらいが適量です。 

 うまく活用して虫歯や歯周病を予防し、健康な歯を

維持していきましょう。 

 今年の夏は酷暑で、熱中症で救急搬送されたり亡

くなった方もいたりと異常気象でしたね。そんな暑

さも嘘のように、秋の気配を感じる陽気になりつつ

あります。が、季節の変わり目は高齢者にとっては

十分な注意が必要な時期でもあります。体温調節機

能の低下や自律神経のバランスの乱れに伴う心身の

不調（食欲不振・倦怠感・不眠・憂鬱感等）のサイ

ンを見逃さず、日々の生活習慣や活動量を今のうち

に見直してみるのも良いかもしれませんね。 

  

 歯を無くしてしまう一番の原因としてあ

げられるのが「歯周病」です。何となく歯

の病気ととして思い浮かぶのは虫歯が多い

ですが、歯周病は虫歯と同じくらい怖い病

気で完治が難しい深刻な病気です。子供の

頃は虫歯になりやすく大人は歯周病になり

やすいという傾向があります。 

 年齢が上がるにつれて歯周病のリスクは

高まってきます。最悪のケースで歯を失っ

てしまっては、全身の健康にも害がでてし

まいます。日頃から歯周病にならないよう

に口腔ケアや生活習慣病など気にすること

が大事です。 

内科 大楽先生 在宅往診部 訪問リハビリ 小林理学療法士   

林看護師 

在宅往診部 歯科医師 小濱先生 在宅往診部 下川歯科衛生士 

調理レク カレーライスを

食べよう 

敬老会 

心療内科 三瀬先生 

 認知症の症状のひとつに帰宅願望があります。

「家に帰りたい」と訴えたり、実際に家を出て

行ってしまう症状です。理由は人によってさまざ

まですが、不安や孤独感、落ち着かなさや焦りと

いった不安定な気持ちが大きく関わっています。

「帰りたい」と言われたら、まずは帰りたい気持

ちを否定せず受け止めた上で、その人興味がある

ことに話しを向けると、気持ちが切り替わること

があります。 

 また、帰りたい理由を聞いて理由を探ってみま

しょう。「家の戸締りをしなくては」など理由が

分かったら、「戸締りは済んでいるから大丈夫」

と帰らせなくても問題ないことを伝え、不安を解

消するよう務めましょう。 

若林看護師 

九州のいわずとしれた温泉として大分の別府

温泉があります。先日友人の故郷である別府

を訪ねる機会があり、その温泉を体験するこ

とが出来ました。大分で有名な地獄めぐりの

ひとつ、坊主地獄のすぐそばにある鉱泥(こう

でい)温泉。この温泉は有名な観光地のすぐそ

ばにあるにもかかわらずガイドブックにもあ

まり紹介されていない温泉でこの地方で有名

な灰色の泥湯と酸性の緑礬(りょくばん)泉をひ

いております。美肌にもなるという泥湯は場

所によってはパックもできる場所もあります

が、こちらの施設はさらっとしており、それ

はかないませんが粒の細かい泥は肌をすべす

べにしてくれ、気持ちの良いお湯でした。朝8

時から12時という短い時間しかやっていない

点もなかなかの貴重なお風呂でした。次回は

大分の別の温泉をまた紹介いたします。 



  

  

  

 今回北海道では地震により、たくさんの皆様

が被災された方や、亡くなった方々がおられま

す。心よりご冥福申し上げます。 

 昔から言われますように、暑さ寒さも彼岸ま

での通り、急激な気温の変化により、利用者様

からも「今日寒いから毛布をかけたほうがいい

ですね」と一言話されていました。 

 ９月１０日（月）足立消防署大谷田隊員の皆

様より防災訓練及び除細動器の実技指導を頂き

ました。当クリニック一階に除細動器（AED)

が置かれています。全職員（当日）が参加し、

研修させて頂きその後、水消火を利用者様・ス

タッフペアになり訓練させて頂きました。 

 

追伸：先日第三者評価に関する書類をご家族様

へご送付させて頂きましたがご記入の上ご提出

先へご郵送、ご手配宜しくお願い致します。 

 引き続き利用者様へのご支援・ご協力お願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 徳耀会で働き始めてから、早くも7年経とう

としてます。私はもともと塾の講師という全然

違う世界で働いていたので、介護の仕事は未経

験でしたが、今現在順調に資格も取り、認知症

への理解も深まっています。 

 歌を歌うのが好きなので他のスタッフと協力

して歌謡ショーのレクを定期的に行っています。

皆さんにとても好評で「一番好きなレクだよ」

と利用者様の中では声をかけて下さる方もいる

ので、そんな時やりがいを感じます。最近はよ

り凝った歌謡ショーを見て頂きたいので仮装な

どをして皆様を楽しませていますよ！ 

 ご家族の皆様も職員による歌謡ショー、是非

足を運んでいただき利用者様と楽しんでくださ

いませ。 
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ゆとりあでは、毎月万が一の災害に備えて防災訓練を実施し

ております。今回は足立消防署大谷田隊員の方々が来て下さ

り、除細動器と水消火の使い方を指導してくださいました。 

月 火 水 木 金 土 日

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

高野豆腐の煮物 ソーセージソテー つくね小判 かんぱちバーグ ソーセージソテー がんもの煮物 納豆

おかかまぶし ホットサラダ ゴマダレかけ 白菜のお浸し かぶサラダ 海苔和え 切干大根の煮物

かっぱ漬け・赤 かんぴょうごぼう しば漬け 桜大根 練り梅 白花豆 練り梅

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 スープ 中華スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁

タラの蒲焼き 和風ハンバーグ ポテトキッシュ風 春雨サラダ ブリのバターソテー 豚肉のおろしかけ シルバーのさっぱり煮

白揚げの煮物 イタリアンサラダ きゃべつのさっと煮 春巻き 花野菜の洋風煮 ひじきの炒り煮 ベーコンソテー

めかぶの和え物 白菜としらすの煮もの マリネサラダ トマトとしそサラダ 茶わん蒸し 冷奴

おやつ グレープゼリー あんドーナツ 黒糖まんじゅう ロールケーキ ヨーグルトババロア ドームケーキ カステラ

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

お吸い物 お吸い物 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁

鶏肉のこってり煮 白身魚の味噌焼き 豚肉と野菜の煮込み 白身魚の味噌煮 鶏肉の照り焼 豆腐のとろろチーズ焼き ポークチャップ

小松菜のお浸し ベーコンマヨ炒め 菜の花の和え物 たけのこバター醤油 ポテトサラダ セロリのカレー炒め いんげんの和え物

お好み焼き さっぱり和え 金平ごぼう 塩昆布和え ネギ塩玉子焼き キャベツと人参サラダ かぶのスープ煮

カロリー 1459ｋｃａｌ 1471ｋｃａｌ 1472ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ 1442ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ 1442ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

30 ぬり絵 買い物ツアー 脳トレ どら焼き作り ボール投げ
心療内科(2F)

7 8 9 10 11 12 13
体育の日 内科検診 口腔ケア 焼きそばつくり

（３F）

14 15 16 17 18 19 20
しりとり 心療内科(2F) 口腔ケア 焼きそば作り 脳トレ
　　 防災訓練 （２F）

21 22 23 24 25 26 27
ぬり絵 トランプ プリン作り 内科検診 口腔ケア どら焼き作り ちぎり絵

心療内科(3F)

28 29 30 31
ちぎり絵 プリン作り 1 2 3

心療内科(2F)

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

10,October,2018

今月は運動会開催予定です！

Ｓさん
敬老会に参加され、おししい食事や歌の会やくじ引きを楽し
まれました。

Ｋさん
亀有のアリオへお買いものに行きたいという訴えがあるの
で、近々計画したいと考えてます。

Ａさん
敬老会参加され、歌の会にて大きな声で歌を歌ってください
ました。

Mさん
夏の暑い時期は、夜なかなか眠れないこともありましたが、
最近は比較的よく寝てくださっています。

Mさん
先月転倒され、腰を痛めましたが最近は徐々に復活して立位
も取れるようになりました。

Ｋさん
「テレビに出てる有名人はみんな私のことを知っているの
よ」とお話してくださいました。

Ｗさん
他の利用者様が危ない行動などとったりすると、「○○さん
危ないよ」などとお声をかけてくださいます。

Ｗさん
最近は車椅子で移動したいという訴えが増えてきたので、
「筋力が低下してしまいますよ」などとお声掛けしてなるべ
く歩いて頂くようにしています。

Ｎさん
水分を摂るのを嫌がることが多いので、熱中症などに掛から
ないように積極的にお声掛けして摂るように促しています。

Ｔさん 敬老会参加されて、おいしい食事を介助ですが頂きました。

Yさん 敬老会参加されくじ引きなどを皆様と楽しまれています。

Ｈさん
スタッフやボランティアさんと将棋対戦するのを毎日楽しみ
になさっています。

Ｈさん
退院直後はなかなか元気がありませんでしたが、最近は復活
され「散歩行きたい」とスタッフに訴えるまで戻りました。

Ｋさん 一日何度か居室に戻ってお着替えをしています。

Ｔさん
利用者様の食器を洗ったり、洗濯物を畳んだりといろんなこ
とを手伝ってくださいます。

今月の私


