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 残暑お見舞い申し上げます。今年の夏は7月に西日本

を中心に甚大な被害をもたらした「平成30年7月豪

雨」をはじめ、全国各地で例年にない猛暑を記録する

など、いわゆる異常気象による大きな被害が出ていま

す。なかでも猛暑に関連して、日本全国で7月に熱中症

により緊急搬送された人は5万4220人、死者は133

人で、2008年の統計開始以降、月別で最多となった

ようです。（Wikipedia「2018年の猛暑（日本）」よ

り抜粋） 

 8月も猛暑日が続いており（2018年8月29日現

在）、この暑さは9月下旬までは続きそうな今日この頃

です。熱中症対策については各媒体で大々的に取り上

げられていますが、今回はその中から一つ、熱中症に

なった時に自分や周囲の人がとるべき行動の基本

「FIRE」について取り上げます。 

FIRE 

Fluid:適度な水分補給 

Icing:身体を冷やす 

Rest:安静 

Emergency:救急搬送/119番 

慌てたときほど、シンプルに。皆様、お体にご自愛く

ださい。 
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今回は、甲状腺の病気についてお話します。 

甲状腺は首の前面にあり、甲状腺ホルモンを産生し

ています。ヨード4つのT4、ヨード3つのT3の2種類

のホルモンで、T3がT4の約10倍の作用の強さがあ

ります。 

甲状腺ホルモンは、新陳代謝を活性化するホルモン

で、増えすぎても不足しても身体に不都合な症状をき

たします。そのためホルモンの血中濃度は厳重にコン

トロールされています。 

血液中の甲状腺ホルモンが低下すると、脳が感知し

てTSH（甲状腺刺激ホルモン）を分泌し甲状腺にホル

モンをもっと産生するよう促します。また、甲状腺ホ

ルモンが上昇するとTSHは分泌されなくなり甲状腺ホ

ルモンの産生を少なくします。 

次回は代表的な甲状腺の病気についてお話します。 

  

   手足グーパー体操 

  

 手や足の指を動かすことで筋肉がほぐれ、リ

ンパと血液の流れが良くなります。それにより

免疫力の向上や、ダイエット、認知症の予防な

どの効果が期待できます。 

  

①両手足の指を強く握り締め、5秒数える。 

②力を抜き、両手足の指を目いっぱい広げ、5

秒数える。交互に3～5回繰り返す。 

 
 

   

 口臭の約9割は、口腔内の環境が原因と

言われています。つまり、歯や歯茎を健康

に保つとほとんど改善されてるのです。口

腔内の細菌は就寝中に最も増えるので就寝

前と起床後の歯磨き、歯垢の除去が特に効

果的です。 

 舌苔も細菌が繁殖する原因となります。

でも歯ブラシでごしごしするのは厳禁！傷

が付きかえって舌苔を増やすことになって

います。舌専用のブラシを使用するか水を

口に含み、口の中の天井にあたる部分に舌

をこすりつけるだけでも効果があると言わ

れていますので実践してみてください。 

 9月に入ったとはいえ、残暑が今年も厳しいで

すね。しかし、朝晩の空気や虫の声は少しずつ秋

の気配を感じます。 

 今月17日は敬老の日です。日本の65歳以上の

人口は2017年9月15日の時点で3514万人と

なっており、総人口比は27.7%で過去最多を記

録しています。100歳以上の人口に関しては20

年間で6.7倍の6万7824人となっており、主に

西日本に集中していて、こうした地域差は栄養状

態の改善や医療や介護の体制が充実して長寿化が

進む一方で若者の都市部への流出なども影響して

いると考えられ、過疎地域での支え手不足の問題

も透けて見える現状です。 

 一方で高齢者の就業率は770万人（2016年

調べ）となっており、今後の高齢者の活躍はます

ます期待できそうです。 

  
 夏は水分補給の為に、甘い飲み物を口にする機会が増

えます。また夏休みで遊びに行ったときに甘い物を口に

することも多くなります。生活も不規則になり、歯の清

掃も不十分になり、結果「虫歯」が増えることになりま

す。 

 夏の飲み物には用心して、口腔内を清潔に保ちましょ

う。 

内科 大楽先生 
在宅往診部 訪問リハビリ 穴沢理学療法士   

田中看護師 

在宅往診部 歯科医師 清水先生 

在宅往診部 花園歯科衛生士 

食事作り 冷やし中華 

を食べよう 

納涼祭★誕生日会 

心療内科 田村先生 

～  お知らせ  ～ 
  

  

 この度新たに、徳耀会全体を見てくだ

さる職員1名、及び夜勤専従看護師4名

が入職されました。  
 



日 月 火 水 木 金 土
1

脳トレ
計算問題

2 3 4 5 6 7 8
ぬり絵 心療内科 カレー作り ペン習字 口腔ケア

書道 中国語
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心療内科 風船バレー 内科検診 口腔ケア 敬老会

　　 防災訓練 折り紙

16 17 18 19 20 21 22
敬老の日 中国語 中国語 口腔ケア 日光浴

脳トレ

23 24 25 26 27 28 29
秋分の日 振替休日 シャボン玉 内科検診 口腔ケア
誕生会 屋上か公園 ペン習字

30
★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩
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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

ソーセージソテー アジのさんが焼き かんぱちバーグ ほうれん草平焼き がんもの煮物 さつま揚げの煮物 ソーセージソテー

ホットサラダ チンゲン菜の和え物 白菜のお浸し ゆかり和え 海苔和え 里芋サラダ かぶサラダ

かんぴょうごぼう かんぴょうごぼう 桜大根 のり佃煮 白花豆 広島菜のさわやか漬 練り梅

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

和風ハンバーグ ポテトキッシュ風 カレイの洋風蒸し ブリのバターソテー 豆腐のぴり辛炒め シルバーのさっぱり煮 鶏肉の南部焼き

イタリアンサラダ きゃべつのさっと煮 夏野菜のカレー煮 花野菜の洋風煮 海藻サラダ ベーコンソテー きゅうりサラダ

白菜としらすの煮もの マリネサラダ 菜の花と蒸し鶏の和え トマトとしそサラダ 里芋のだし煮 冷奴 ピーマンのおかか煮

おやつ おせんべい＆チョコレート グレープゼリー あんドーナツ 冷やし汁粉 ロールケーキ カステラ 吹雪まんじゅう

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 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

白身魚の味噌焼き タラの塩焼き サワラの幽庵焼き 豚肉と野菜の煮込み ポークチャップ 鶏肉の照り焼 甘辛豆腐の玉子とじ

ベーコンマヨ炒め 三色ごま味噌和え ぜんまい田舎煮 菜の花の和え物 いんげんの和え物 ポテトサラダ 長芋とベーコンソテー

さっぱり和え 揚げ茄子の煮浸し いんげん和え物 金平ごぼう かぶのスープ煮 ネギ塩玉子焼き しばわかめ和え

カロリー 1471ｋｃａｌ 1470ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ 1440ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ １３７３ｋｃａｌ 1442ｋｃａｌ

朝
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 まだまだ暑い日が続き、世界中が災害にみま

われ、とても大変なことになっています。東京

も蒸し暑く寝苦しい日が続きます。 

 夏の暑さは体に必要な水分が消耗するだけで

なく余分な水分が身体に溜まることで不調を引

き起こします。体の中から熱を取り涼しくなる

ようＧＨゆとりあでは氷・棒キャンディを提供

し、皆様の好みを伺い、かつあずきアイスが好

評で追加購入、皆様にこの暑さを乗り切れるよ

うご堪能頂きました。 

 27日（月曜日）毎月実施防災訓練（地震及

び火災想定）、ご自分で歩ける方については内

階段よりスタッフと一緒に一階まで降りること

が出来ました。車イスの方は従来通りエレベー

ターを使用し一階へタオル持参しました。クリ

ニックスタッフより除細動器についての説明が

ありました。また、次回9月10日（月曜日）

には、足立消防署（大谷田）の隊員の方々より

除細動器使用について専門知識を学ぶことがで

きます。ご家族の皆様もご参加されたい方があ

れば是非ゆとりあまでご来訪ください。 

 ＧＨゆとりあでは8月に入り夜勤専門看護師

3名が入職されました。緊急時の対応も充分に

行うことが出来、安心して利用者様が生活する

ことが出来ます。さらに介護スタッフ2名が入

職されました。 

 暑さ厳しい折、ご自愛くださいませ。今後と

もご支援・ご協力お願い申し上げます。 

 

追伸 

第三者評価にあたってのアンケート調査を実施

させて頂きます。御家族にご郵送させて頂きま

す。是非ご記入の上問い合わせ先にご返送下さ

るよう御協力の程お願い申し上げます。 

 

ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 

                                     
 

 

 

 

Ｓさん
納涼祭と誕生会に参加されて皆様と一緒に楽しまれてまし
た。

Ｋさん 食事の食材切りなど率先して手伝ってくださいます。

Ａさん
Ｍさんと一緒に廊下を楽しそうにお話ししながら歩かれてい
ます。

Mさん
体調を崩されてお熱を出されてた日が何日かありましたが、
現在は回復され元気に過ごされています。

Mさん
息子様とお嫁様がゆとりあに来訪されとても喜ばれていまし
た。

Ｋさん 納涼祭に参加され、とても楽しまれてました。

Ｗさん
食器洗いや洗濯物たたみなど他の利用者様の分もお世話して
くださいます。

Ｗさん
体調を崩され寝込む日もありましたが現在は回復され元気に
過ごされています。

Ｎさん
体調を崩され入院されていましたが現在は退院され元気に過
ごされています。活発に歩いたりして動いてらっしゃいま
す。

Ｔさん
午前中は眠っていて食事をとれないこともありますが、水分
だけはきちんと摂って頂くよう心掛けています。

Yさん
納涼祭に参加され、皆様と一緒に浴衣を着て楽しまれまし
た。

Ｈさん
体調を崩されて外部の医療機関に受診してましたが、現在は
スタッフと将棋をするまで回復されています。

Ｈさん
体調を崩して入院されていましたが退院され、現在はお元気
にすごされています。

Ｋさん
納涼祭参加され、皆様とかき氷をおいしく召し上がりまし
た。

Ｔさん
納涼祭に参加され皆様と浴衣を着て楽しんだり、お歌を歌っ
たりして楽しまれました。

Ｋさん
現在体調を崩され入院してらっしゃいます。早く元気になっ
て戻って来られるようスタッフ一同お待ちしております。

今月の私

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。今回も前回同様、除細動器（ＡＥＤ）の使

い方を模擬指導しました。 


