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さくら診報 
      For Others 

平成 20年 10 月 1日 発行 第 60号 

❏偉人と病気(その 10－2) 

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) 

 

前回は『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あり、 

甲状腺の病気は他の疾患と間違われやすい』とお話をしました。 

基本的には甲状腺から出るホルモンが多い場合を甲状腺機能亢進症、 

ホルモンが少ない場合を甲状腺機能低下症といいます。 

 

甲状腺機能亢進症の場合には動悸、頻脈、不整脈等の症状から心臓病と見られたり、 

場合によっては高血糖や尿糖陽性など糖尿病の症状が出ることもあります。 

また手指の震えや急に力が入らなくなる周期性四肢麻痺症状から 

神経疾患との区別をするため検査が必要となる場合もあります。 

肝機能異常や、体重減少、総コレステロール値低下がみられることもあります。 

ときには更年期障害と思われている場合もあります。 

 

甲状腺機能低下症の場合もやはり、むくみや動悸、息切れ、徐脈などから 

心臓病を疑われることがあります。 

また総コレステロールや中性脂肪の値が上昇し、貧血症状が出現する場合もあります。 

時には、記憶力低下や動作緩慢になって認知症と思われたり、 

いつもうとうとして傾眠傾向でやる気がなくなり、うつ病と思われることもあります。 

 

最近では血液検査、超音波検査(甲状腺エコー)、針をさして細胞を吸引する穿刺細胞

吸引、CT、MRI、放射線シンチグラムなどを組み合わせて診断されるようになりまし

た。甲状腺の病気は軽症を含めると多くみられるのですが、腫瘍の割合は少なく、腫

瘍であっても一部の例外を除き、大部分は良好な経過をとることが多いと言われてい

ます。もし気になる症状等がございましたら、かかりつけの先生にご相談されること

をお勧めいたします。 

 

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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❏ 「とりあえずの運動」 

珍しく風邪をひいて三日間ほど寝込んでしまいました。 

熱が高いときは体を起こしておくのがストレスになり、回復に伴い寝ていることがス

トレスになります。人間の身体はうまくできているな、と実感しました。 

私の担当する方々の多くは風邪とは比較にならないような重い疾患で 

長い期間満足に動くことが出来なくなっておられます。行うことがストレスにならな

い程度の運動の強度を設定することはとても重要です。 

今回は安静のため臥せっていた状態から体調が回復しかけたころに 

勧められる運動をご紹介します。 

運動の強度を表すには以前このコラムで取り上げた METs(メッツ)という単位があ

ります。これは運動時の酸素消費量を基準にしたもので、椅子に座って安静にしてい

るときの状態を 1MET として他の運動と比較するものです。寝ているときの状態は

0.9METs です。椅子にしばらく座れるようになったら 1METs の負荷に耐えられるよう

になっていて、自分で食事が出来るようになったら 1.6METsとなっています。 

これからがとりあえずの運動となります。 

歩くときの運動強度は3.4METsですのでここまで体力を上げるための運動が必要です。 

≪ステップ≫1． 

ベッドや床で上体を起こし、両足を伸ばして座ります。そして片足で膝を伸ばしたま

ま上げ下ろしします。次に下ろした足の膝を曲げ伸ばしします。 

これを左右 5回ずつ行います。これが出来れば運動強度は 2.9METsとなります。 

≪ステップ≫2． 

同様に足を伸ばして座っている状態から上体を倒して両手がつま先に届くように伸

ばして行きます。出来るだけ近づけたら元へ戻します。 

これを 10回繰り返すと 3.0METsの運動となります。 

≪ステップ≫3． 

仰向けになります。両足の膝を曲げながら上げ、胸につくくらい近づけてから 

元に戻します。これを 10 回繰り返すと 3.2METsの運動です。 

≪ステップ≫4． 

仰向けの姿勢から片足を上げてその膝を曲げて両手で抱え込むようにします。 

これを左右亣互に全部で 20回繰り返すと 3.3METs となります。 

体調の回復に応じてこれらの運動でステップアップしていけば 

歩行に必要な運動強度 3.4METsに耐えられる体力にほぼ近づきます。 

すべてベッド上で出来る運動ですので弱った身体には食事が 

重湯、お粥、ご飯と変化するような効果があります。 

 

介護老人保健施設ミレニアム桜台 

理学療法士 祖川信雄 
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桜台訪問看護ステーション便り 
めっきり秋らしくなり、食欲・芸術・スポーツの季節となりました。 

皆様の身体は秋モードに変化されているでしょうか。 

気候が不安定な夏であり、身体もその変化についていくのが、大変ではありますが、

休養を十分にとりながら寒さ対策をしていきましょう。 

さて、先月発表された 75 歳以上の方が 1321万人で全人口の 10.3％で統計方式が始

まった 1950年(昭和 25年)以来初めて 1割を超えたそうです。世の中、年金問題、物

価高など暮らしにくくはなっていますが、長生きされている方が多いということは、

日本という国が住みやすい環境にあることとも言えます。 

私も毎日、高齢者の方とかかわり、パワーをいただいております。 

そこで、ある新聞の記事でみつけた吉武輝子さん(77)の老いを考えるというテーマ

の一部を紹介したいと思います。皆さんはどう考えられますか、参考にしていただけ

ればと思います。(私はフムフム、良いと思いましたので) 

吉武さんは 30 年来の膠原病で肺気腫を患い、酸素ボンベを使用し、大腸ガンの手

術の既往もあるとの事。入院する時はおしゃれなパジャマで着飾り、酸素ボンベには

洋服代わりのカバーを付けている。 

｢病になっても病人にはならないのが目標。病気には白旗は上げない｣と、 

新たな趣味をみつけて活動をされている。今は人生 100年の時代。 

内蔵していた能力や才能を花開かせて生きる歳月が、定年退職してからも 40年ある。

｢60歳からが本当の自分の時間。70歳代になっても自分もまんざらじゃない、と思え

るのはいいこと。物事の学習能力は歳月を経ると高まり、肉体は衰えるけど、今は補

助器具の進歩も目まぐるしい。上手に利用すればいい。人間いつかは亡くなる。苦し

みも痛みもいつか終わりが来るから、それまで物事を放棄しない｣。 

強気な心のみならず、病の苦しみや痛みにくじけそうになると、 

｢1人で、ごうごうと泣くことにしていている｣と、書かれていました。 

年齢を重ねれば、身体のどこかに支障をきたし、不自由な生活を送ることも多いか

と思います。年だからではかたづけないで、自らの能力を信じてできうる事をして人

生を楽しんではいかがですか。つらい事、悲しい事があったら、おもいっきり泣きは

らし、家族・友人などに話してみてはと思います。もちろん、頼りないかとは思いま

すが、訪問看護師に話してくださっても大丈夫です。 

我人生もまんざらではなかったと、思えるように毎日を楽しく、過ごせますように。 

そろそろ、風邪やインフルエンザ対策の時期です。 

まずは、手洗い・うがいを励行しましょう。 

インフルエンザの予防注射のお知らせが来ていると思います。 

体調と相談しながら予防注射の時期も頭にいれておいてください。 

 

桜台訪問看護ステーション スタッフ一同 
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10月診療科目表 

平成 20年 09月 30 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】 

金木犀の甘い香りが頬を爽やかな夜風と共にそよぐ。空が高く感じられ何をするにも

良い時期。今、天頂近くに四角形のように見える 4個の明るい星が見えている。これ

は、｢ペガサスの四辺形｣と呼ばれ、秋を代表する目印の星たち。そのうち 3 つがペガ

サス座の星で、もう 1つは隣のアンドロメダ座からの｢借り物｣。この四辺形の中にい

くつの暗い星が見えるか数えてみるのもよい。月明かりもないのでちょうどよい。今

夜も夜空をそっと眺めてみては、季節の移ろいを味わいに。               小高 広 

 

     編修/発行 医療法人財団 秀行会 阿部クリニック 
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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水 中村  中内 中村  宮田 16木 狩野 難波  中内  宮田 

2木 狩野 難波  中内  宮田 17金 中村  中内 中村  岩田 

3金 中村  中内 中村  岩田 18土 千村 石神     

4土 千村 石神     19日       

5日       20月 中村  中内 中村  岩田 

6月 中村  中内 中村  岩田 21火 秋下 高橋  大池 廣田  

7火 秋下 廣田  大池 高橋  22水 中村  中内 中内  宮田 

8水 中村  中内 中村  宮田 23木 狩野 難波  中内  宮田 

9木 狩野 難波  中内  宮田 24金 中村  中内 中村  岩田 

10金 中村  中内 中村  岩田 25土 千村 石神     

11土 千村 須藤     26日       

12日       27月 中村  中内 中村  岩田 

13月       28火 秋下 高橋  大池 高橋  

14火 秋下 高橋  大池 廣田  29水 中村  中内 中村  宮田 

15水 中村  中内 中村  宮田 30木 神崎 難波  中内  宮田 

 31金 中内  中内 中内  岩田 

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

