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さくら診報 
      For Others 

平成 20年 9月 1日 発行 第 59 号 

❏偉人と病気(その 10－1) 

クレオパトラ 7世・フィロパトル  紀元前 70または 69 ～ 紀元前 30 (エジプト) 

 

古代エジプトプトレマイオス朝最後の女王である 

クレオパトラ(ギリシャ語で『父の栄光』の意)は、 

レリーフやコインなどの姿から、甲状腺腫があったと言われています。 

 

甲状腺腫とは、首の前面にある甲状腺が腫れて 

全体あるいは一部分が大きくなった状態をいいますが、 

健康と思われる人でもよく検査すれば 10人のうち、 

3人はしこりが見つかる場合があります。 

大部分は良性の疾患ですが、悪性腫瘍も存在します。 

また風邪などから甲状腺に炎症が起き、 

腫れてホルモンが急に増加することもあります。 

甲状腺の病気は比較的多く、治療を必要としない軽症まで含めると 

約 17％の方々に何らかの異常があり、特に女性に多い傾向があります。 

 

甲状腺が大きく腫れているからといって、 

必ずしも甲状腺ホルモンが多いとは限りません。 

血液検査で調べると、甲状腺ホルモンが正常の場合もあれば、 

過剰な場合(バセドウ病など)、低下している場合(橋本病など)もあります。 

また、甲状腺ホルモンが徐々に低下する橋本病の経過中に、 

一時期バセドウ病のような甲状腺機能亢進症の症状が出現することもみられます。 

 

甲状腺ホルモンは全身の細胞の新陳代謝を活発にするホルモンです。 

そのため甲状腺の病気はいろいろな内科疾患や認知症など 

他の病気と間違われやすいといわれていますので、次回詳しくお話いたします。 

 

医療法人 財団 秀行会 

介護老人保健施設 

ミレニアム桜台施設長 中内 やよい 
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❏ 「利き眼」 

左右二つの眼は同じように働いているようですが、 

手や足と同様｢利き眼｣があります。 

利き眼を知る簡単な方法は、 

両眼を開けた状態で少し遠くにある物を指で指し、そのまま片眼をつぶります。 

指していた物が指先から外れた時つぶっていた眼が利き眼です。 

ですから日頃は主にそちらの眼で見ているものが優先的に採用され、 

もう片側の眼は補助的な役割となります。 

それではなぜ眼は二つあるのでしょうか。 

それは視野を広げるためと立体視による遠近感のためです。 

視野の端にすばやく動くものが現れたとき眼は瞬時に反応します。 

これは不意に現れた敵から身を守るために必要な能力で、遅い動きの物より速い動き

の物に敏感です。また近づいてくる物や遠ざかる物との距離を把握するには立体視は

重要です。眼の働きというと物を見て何かを判断するカメラ機能(視力)が第一ですが、 

動くものに反応する眼球の運動性も重要なのです。 

主な眼の動きには固視、追視、跳躍、そして手元の物を見るとき 

両眼が寄る輻輳(ふくそう)があります。最初の三つについては自動車を運転している

ときを想像していただくと良いと思います。 

車間距離を保つためじっと前の車を見るときは固視、 

車の流れを見ているときは追視、 

走りながら道路標識を見るときは視線をすぐに前方へ戻す必要があるので 

跳躍となります。 

家の中に閉じこもりがちになると動いている物を見る機会が減り、 

眼の動きはだんだん衰えてきます。バランスを保つためには耳の奥にある｢内耳｣等の

他に視覚がとても重要な働きをしています。 

 

バランス向上のリハビリに眼球運動がありますので三つほどご紹介します。 

最初は正面に指を 1本立て、 

それから眼を離さないようにして頭を上下左右に動かします。 

次に頭は正面に向けたまま立てた指を 

左右に見える範囲いっぱいに動かしそれを眼で追います。 

最後に両手を左右に広げて一本ずつ指を立て、 

それをすばやく交互に見ることを繰り返します。 

どうも最近ふらつくようになったと思う方はお試しください。 

 

介護老人保健施設ミレニアム桜台 

理学療法士 祖川信雄 



 3 

 

      桜台訪問看護ステーション便り 
 

北京オリンピックが終わり興奮冷めやらぬ中、まだまだ厳しい暑さが続きます。 

秋のやさしい風が待ち遠しい毎日ですね。 

 

今回は認知症についてお話させていただきます。 

認知症は脳の神経細胞ネットワークが何らかの原因で壊れてしまうことで生じ、 

加齢が最も大きな要因です。 

このため、認知症は防ぎようがないと思われがちです。 

しかし、認知症の約 2割を占める脳血管性認知症の予防には、 

高血圧や高脂血症、肥満などの対策がとても有効です。 

また、認知症の半数以上を占めるアルツハイマー病でも、 

運動をはじめとする生活習慣病対策が発症のリスクを 

減らす(発症を遅らせる)ことが示されています。 

とくに、楽しく運動することは、 

脳のアルツハイマー病変を弱めたり、 

記憶を司る海馬の働きを高めることが示されています。 

認知症の発症を完全に防ぐことは困難ですが、 

生活習慣(運動や食事)に気を配ることで、 

発症や進行を遅らせることが期待されています。 

脳の活性化には、いろいろな方法がありますが、 

大切なことは“楽しく”行うことです。 

自分が楽しいと思う運動、音読や計算などの 

学習、音楽や絵画などの趣味活動を定期的に行うことがポイントです。 

家族や仲間と一緒に行うと、コミュニケーションのきっかけづくりにもなり、 

楽しさも倍増します。 

そのほかに、食事をおいしく楽しむための入れ歯の調整、 

景色やお孫さんの顔がよく見えるようにメガネの調整を行うことも 

“楽しみ”につながります。 

 

これから暑さが和らぎ、過ごしやすい季節の訪れと共に、 

自分の嗜好にあった“楽しみ”を見つけてみてはいかがでしょうか。 

 

桜台訪問看護ステーション スタッフ一同 

[連絡先]〒176-0002   東京都練馬区桜台 2-1-13 

TEL：03-5946-5520  FAX :03-5946-3785 
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9月診療科目表 

平成 20年 08月 31 日作成 

担当医は、学会等の都合により代診・休診の場合があります。 

詳しくは、受付横のボード、診療担当医師を参照して下さい。 

 

【編集雑記】映画、稲村ジェーンの中に、｢暑かったけど、短かったよね、夏｣という

セリフがありましたが、あの暴力的暑さも冷めてしまい急に秋になってしまったので

しょうか。まだ夏を何一つ満喫してない僕も、強烈に夏を感じさせたのが、北京五輪

でした。勝ちと負け、光と影、この筋書きのないドラマなど、感動をいただきました。

ダイナミックな人は、意志と行動の人であり、スタティックな人は、無気力で要求だ

けがやたらに多い人。前者を動かすのは野心であるが、後者のほうは怨恨に支配され

るという。前者は成功への道を歩むが、後者には敗退と破滅への道しかないという。

(フランチェスコ・アルベローニの｢借りのある人、貸しのある人｣より)    小高 広 

 

編修/発行 医療法人財団 秀行会 阿部クリニック 

[連絡先]〒176-0002 東京都練馬区桜台 2-1-7 

阿部クリニック 広報委員会 

TEL：03-3992-1103 FAX :03-3992-1008 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/ 

日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 

1 診 2 診 3 診 1 診 2 診 3 診 1 診 2 診 3 診 1 診 2 診 3 診 

1月 中村  中内 中村  岩田 16火 秋下 高橋  大池 廣田  

2火 秋下 高橋  大池 廣田  17水 中村  中内 中村  宮田 

3水 中村  中内 中村  宮田 18木 狩野 長田  中内  宮田 

4木 狩野 長田  中内  宮田 19金 中村  中内 中村  岩田 

5金 中村  中内 中村  岩田 20土 千村 石神     

6土 千村 石神     21日       

7日       22月 中村  中内 中村  岩田 

8月 中村  中内 中村  岩田 23火       

9火 秋下 廣田  大池 高橋  24水 中村  中内 中村  宮田 

10水 中村  中内 中村  宮田 25木 狩野 長田  中内  宮田 

11木 狩野 長田  中内  宮田 26金 中村  中内 中村  岩田 

12金 中村  中内 中村  岩田 27土 千村 石神     

13土 中内 須藤     28日       

14日       29月 中村  中内 中村  岩田 

15月       30火 秋下 高橋  大池 高橋  

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/

