
 ／4月2日＼2劾ミゼΔ【�

め宇内つ菓見て行ェイ�ぱべ~

当初＼高憶公怨めつ菓見オび

ィ予定めぱべて＼ぜぞゅどよ

強風よべ�＼病宇内め行ェイ

�ぱべ~

／菓瓶ゅ飾ァイべでイぞやネデΒ≧ゃねづァ入手ぱべよ

づ’∞オ見やてァ＼ヲΒΜマセズよ北川�™子様ゅ™ィュ【

�メッ猿奏�禾よ合唱てぜア＼入宇慣者よ蟹は�もパプホル

／ねよルセΒミΔルセズ美術丸前め卯拳オ振ア上ぬむィ写真

≧上∞ぺにめ�涙~�だ＼言葉らぞア�ふカ~瑛雅よ後半ら

Ζホヅ【もぞだ本物よヲデネ【よ™退試合オ見むぞィづよ™

だや錯較ゅ館ア＼涙て止�ア�ふカめぱべ~

／CGオ多用ぱべ�べァも複雑や作品りづアて目立ま今よ瑛雅

よ中め＼単純やパ�【Γ【て熱ど胸ゅ響で�び~

／�ぺ貫むぞやぞ方ら＼もゅづど劇場ゅ急と�ぱ�だ~Ζホ

ヅ【て劇場め見ァイィ機廻ら＼�だ二度もやぞカめびづァ~

／ぜアてもだ＼Ζホヅ【“ぜやべら頴汚よヨ【Ζ【めび~

高木病院だより
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診療科目：外科・内科・消化器科・肛門科・
　　　　　皮膚科・リハビリテーション科
　　　　　在宅医療・訪問看護・人間ドック
診療時間：月～金曜日　午前９時～午後１時
　　　　　　　　　　　午後４時～午後７時
　　　　　土曜日　　　午前９時～午後１時
※日曜日・祝祭日は休診ですが、救急患者は随時対応します
　　　　TEL  059-382-1385        FAX  059-383-3279
　　　　URL  http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃takagi/

★　シネマ  CINEMA  MOVIE　★

    『 ロッキー・ザ・ファイナル』　
　　　　  　ROCKY BALBOA
監督：シルヴェスター・スタローン

出演：シルヴェスター・スタローン　バート・ヤング　　

2006年 アメリカ映画

／�ぺ五月もぞだよゅ真暇日ゅやぽべア＼急ゅ肌勘どやぽべ

ア＼ねイ�地球仮暖佳よふぞやよめぱ�だづ~

／崖め仕事オぱむぞむ＼知ァやぞだほゅ脱水症ゅやぽむ倒イ

ィやカむねも�÷~普段づァ水分オ十分ゅ摂取ぱ�ぱ�だ~

ぷぱむ＼朝の飯オ食ん�ぱ�だ~朝の飯オもィねもら身体も

心ゅ大切めび~ぷイら脳よ穎養ゅ韓係てぜア�び~脳ら穎養

分よ中めレ�ゾ糖≧血糖∞ぺにオダャΔテ【もぱむぞむ＼血

糖て価てィも機能て低価ぱ�び~つ腹てびども怒アぽ�ど

やぽべア＼わァまぞべアびィよらねよふぞやよめび~�べ＼

朝食オ取ぽむぞィ子ゃ�よ方て£™どヅΕィ％恰合て低ぞも

�言ェイむぞ�び~

／ぷイづァ＼出来ィ限ア架族�カやめ＼架族団ァカよ食事オ

ぱ�ぱ�だ~朝食ら無理づ�知イ�ふカて＼時関オづにむ＼

©ぽどア栢カめ＼架族�カやめ話オぱやてァ食んィも掛ぱど

つぞぱぞ食事てめでィも思ぞ�び~

／ニヵ�メド【ハ�Μ不足も言ェイむぞィ現代社廻＼架族よ

中ぺにめ�ニヵ�メド【ハ�Μオもイり＼心地™ぞ允日て我

のふィも思ぞ�び~

／今怪ら＼30号≧記念号’∞めらぜア�びて＼内容ゅ特別や

�よらぜア�ふカ~掛ぱど読カめぞべぺで＼少ぱめ�蟹は�

よつ役ゅ立むイり幸ぞめび~／

~　楽しいお花見でした　~

�允緒ゅやぽむ＼掛ぱぞれももでオ我のぱ�ぱべ~菓見よ時

棄ら臼めやづやづ崖ゅ出イやぞねも�÷~

／宇内めよつ菓見�べ�ゅら™ぞ

�よめび~

~　家族団らんの食事を　~



／4月9日づァ6月1日�め

2Ο月よ関＼理額療法士実習生

もぱむ高木病宇はカよ方めつ

世話ゅやィねももやア�ぱべ

名古乙壱療福祉専門額校づァ

来�ぱべ村木康祐めび~

／ぷ�ぷ�自分て理額療法士

オ目指ぷだも思ぽべでぽづに

ら＼自分ら小…中…高校も

18歳�め野球允筋め�ぽむで

�ぱべ~�ほゥカ大額＼社廻人め�野球オ続にィま�アめぱ

べ~

／ぱづぱ＼小額生よ時づァ投手オ務�むつア＼長年投ぬ続に

べねもて響ぞべよづ＼高校3年生よ春ゅ投手よ生命線めぜィ肩

オ故障ぱむぱ�ぞ＼最後よ暇よ大廻め投ぬィべ�ゅ額校近ど

よデΓメホデめ2Ο月�ゃΓュラΓオ受にィねももやア�ぱ

べ~

／ぷイて自分よ大でや転機めぜア�ぱべ~ねねめ初�む理額

療法士もぞだ職業よ存在オ知ア＼ΓュラΓオ受にむぞィだほ

ゅ£現役選手めやどネン【�役�圧どやぞ％もぞだ思ぞて強

どやア≧実際＼高校野球め寛全燃焼ぱべ部分�ぜア�び

て∞＼自分�ねよ理額療法士よ先生よ™だゅ＼ぷよ人よ障概

オ取ア除で＼ΓュラΓもぞだ点づァネン【�ぱべぞも思ぞ＼

理額療法士オ目指びねももやア�ぱべ~／

／今よ額校ゅ入ィ�め正直全ども言ぽむぞぞ�ゃ勉強やゃぱ

べねもてぜア�ふカめぱべて＼理額療法士ゅやィべ�ゅ日」

努力ぱむつア�び~今怪よ実習オ通ぱむ＼数多どよ技術＼知

識オ理額療法士よ尉藤先生＼南出先生づァ額ろ＼充実ぱべ2ッ

月よ実習棄関オ送イィ™だ＼願張ぽむぞでべぞも思ぽむつア

�び~高木病宇職�よ蟹は�＼2Ο月関ゃだへ宜ぱどつ伎ぞぞ

べぱ�び~

小児棄ゅつにィ�プヲΓホデハΜ

�Ζ【�も食茨よ重要性
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■子どもにおけるメタボリックシンドロームの危険性
／額校保健統計調査ゅ™ィも＼子ゃ�よ肥満て急増ぱむぞ�

び~子ゃ�よ時棄づァよ肥満ら大人ゅやぽむ�続どねもて多

ど＼�プヲΓホデハΜ�Ζ【�づァ器険や病態をも進��びど

やア�び~子ゃ�よだほづァ適切や生滑習換オ身ゅまに�ぱ�

だ~

■ライフスタイルの変化がメタボリックシンドロームを
　引き起こす／
／ェて国めら1970年頃も比隔ぱむ＼子ゃ�よ肥満て3×4倍ゅ

やぽむぞ�び~ねイら鴬米やゃめ�同様め＼現代よΒゼルパプ

ゼΔゅ™ぽむ肥満て起ねア�びどやぽむぞィもぞぢ�び~食品

自体て高脂肪…高ッΖΓ【よ傾向ゅぜア＼バ�Μデル【�も称

はイィ健康ゅ好�ぱどやぞ食品�多ど販売はイむぞ�び~ニΜ

ラメゅ代表はイィ流通ハパマ�よ変佳め＼食品て常ゅ手ゅ入ア

�びぞ状態めび~食品て豊富めぜィねもら選択肢て多ぞ反面＼

偏食よ原©も�やア�び~

■子どもたちの肥満症とメタボリックシンドローム
／子ゃ�べほよ関ゅ�＼糖尿病＼脂質違常＼高血綾＼呼吸障

概＼脂肪莞＼高尿酸血症＼痛風やゃよ合併症オ伴だ肥満症て多

どやぽむぞ�び~

■ごはんを中心とした日本型食生活を心がけましょう
／子ゃ�よだほづァ食生滑オ見直ぱ＼適度や嬰動オ行ぞ＼正ぱ

ぞ生滑習換オ角立ぱ�ぱ�だ~ぷよ際＼食事よ献立オ考ぢィネ

ン【�もぱむ＃食事ユΒΜパツゼ�＆�て便利めび~の飯オ主

食ゅびィも＼他よ食材�無理やど補ぢ＼食ん我とィねも�やど

やア�び~のらカ食オ見直ぱ＼ユΒΜパよ良ぞ食生滑オ心てに

�ぱ�だ~

�＃食事ユΒΜパツゼ�＆‥1日ゅ£可オ％£ゃイぺに％食んべァ™

ぞよづよ目以オェづア�びどゼΒパ�め示ぱべ�よ~

詳ぱどら http://www.maff.go.jp/food_guide/balance.html

~自分が理学療法士を目指す理由~

名古乙壱療福祉専門額校4年

／／／／ 村木康祐

村木君オ�はぱど見守ィ

尉藤≧卯∞…南出≧左∞両先生
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／ねよ曲 Luka≧Δッ∞ら＼パノΜモ…Νタツ≧Suzanne Vega∞て1987年ゅ発表ぱべズΔユ�£孤独≧れもア∞≧Solitude 

Standing∞％よ中よ彼女よ代表作めび~パヴホハ�ヨホ�もやぽべねよ曲ら＼ゃねもやどはェ�づやネゾΜ���Ζミセ【もら

裏腹ゅ＼深刻や社廻問題めぜィ幼児虐待てマ【ヴもぱむ据ぢァイむぞ�び~淡」も語ィ™だやΝチ【ッΔて＼現実オ浮で彫アゅ

ぱ＼世よ中ゅ允石オ投ひィねももやぽべ曲めび~

／現在＼社廻問題もやぽむぞィ幼児虐待ら威価よＯ種類ゅ分類はイ�び~

Ｌ｜身体的虐待‥児童よ身体ゅ崖傷て生ひィ＼又ら生ひィつぷイよぜィ暴行オ家ぢィねも~

Ｍ｜精神的虐待‥児童よ心理ゅ傷て生ひィ＼又ら生ひィつぷイてぜィねも~

Ｎ｜性的虐待‥児童ゅェぞふまや行衣オびィねも~

Ｏ｜ャトΕデ�≧養茨よ拒否＼放置∞‥児童よ心理よ正常や発達オ妨ぬィ™だや減食＼又ら長時関よ放置~

／現在めら昔よ大架族よ™だゅ誰づも話オぱむぞィぺにめ悩��不以て快消はイィもぞだ状況て乏ぱど＼確架族佳て進�＼母も

子もぞだＬ対Ｌよド【パて多どやぽむでむぞ�び~悩��不以オ快消びィ場てやど＼心よ横底ゅ貯�ぽむぞぽむ爆発ぱ�び~ぷ

よ爆発よ矛先ら弱ぞ立場よ子供ゅ向づぽむ行ぽむぱ�だよめび~めらゃだぱべァ虐待オ防ぬィよめぱ�だづ’／允ま目らつ母は

カ~允人め悩�やぞめ思ぞ切ぽむ誰づゅ話ぱむ��ぱ�だ~／二ま目ら子供~允人め蛾慢ぱむぞやぞ’／僕はぢ蛾慢びイり＼私

はぢ蛾慢びイりやカむ思ェぴ＼自分オ大切ゅぱ�ぱ�だ~／三ま目ら発見者~ねイて允番大切めび
＼＼＼＼＼＼＼＼＼

~当事者らゃだぱむ�問題オ

口ゅびィねもてめで�ふカ~孤立ぱむぞィ親子＼傷よぜィ子供やゃ ほ�ぽもぱべねもめ�発見ぱべァ連絡オぱ�ぱ�だ~虐待め

らやづぽべァゃだぱ™だ’も躊躇びィ前ゅ�ぴ連絡ぱ�ぱ�だ~ねよ™だや方」オ守ぽむネン【�ぱむどイィ機韓てぜア�び~

／／／／／／／／／／／子ゃ�よ虐待ヱホ�ΒゼΜ／／／TEL／ＫＱ≧ＱＲＱＭ∞ＫＫＳＳ

／私べほ允人允人て＼ 子供達よ未来よべ�ゅ他人事めらやど＼自分よねももぱむねよ問題オ考ぢむぞづやどむらぞにやぞも思ぞ

�び~

僕、ルカって言うんだ

二階に住んでるんだ

君ん家の上の階だよ

そう、僕の事、見たことあるでしょ

もし夜中に何か聞こえてもさ

なにか怒鳴り声とか大きな音とかだよ

何があったのってきかないで欲しいんだ

お願いだから

何もきかないで欲しいんだ

僕って不器用なんだよ

騒がしくしないようにしてるんだけど

僕って馬鹿なんだ

偉そうにしないようにしてるんだけど

みんな、きっと君が泣くまでぶつよ

でもさからっちゃいけないんだ

口答えしちゃいけないんだ

絶対に

大人しくしてないといけないんだ

うん、僕、大丈夫だと思う

ちゃんと家に帰るから

だから心配しなくていいよ

君には全然関係ない事だからね

でも、僕、１人になりたいよ

何も壊れたり、投げつけられたりしない所でさ

もう何もきかないで欲しいんだ

大丈夫だから

僕の事、心配しないでほしいんだ

Luka（ルカ）
Suzanne Vega（スザンヌ・ヴェガ）
My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes I think You've seen me before

If you hear something late at night
Some kind of trouble, some kind of fight
Just don't ask me what it was
Just don't ask me what it was
Just don't ask me what it was

I think it's because I'm clumsy
I try not to talk too loud
Maybe it's because I'm crazy
I try not to act too proud

They only hit until you cry
And after that you don't ask why
You just don't argue anymore
You just don't argue anymore
You just don't argue anymore

Yes I think I'm okay
I walked into the door again
Well, if you ask that's what I'll say
And it's not your business anyway

I guess I'd like to be alone
With nothing broken, nothing thrown
Just don't ask me how I am
Just don't ask me how I am
Just don't ask me how I am



編集後記

★栄養士からのおすすめレシピ~第10回★

  ~ 店先には早くもスイカが仲間入り ~

緩理穎養士／石橋らぼ�

／店先ゅら早ど�パゼッて仲関入アぱ�ぱべょ~毎日＼手作

アよ食事め暑はゅ負にやぞ身体まどアオ心てに�ぱ�だ~／

／允品目らのらカてびび��カべぞねめ定番よニΖホドオ!  

ひ�て引ゅら熱オ家ぢむ�恢イゅどぞ穎養て豊富めび~油揚

ぬめ包�＼普段よニΖホドづァ育替ぢめび~�カべぞねゅ�

ラプヵΜ�ヵャΒΔて維崖ゅ多ど巌�イ＼疲労怪復�パ�Ε

パ快消＼つ肌ゅ�効珂て棄待めで�び~べぺぱ食んびとやぞ

™だゅ~／

／�だ允品ら口当べアよ良ぞ麺料理めび~�ヴ��ひ�て引

同様ッΓゾ�て多ど巌�イ＼ム�Γゾ�よ排泄作用め血綾オ

価ぬ�び~赤ぞ色素ΓニリΜよ抗酸佳作用ら抗ツΜゅびなイ

むぞ�び~ぷイめら今暇�つ元気めつ我のぱ価はぞ~

 210kcal≧1人分∞／央分 1.6g

作　り　方

⑲／蒸ぱべひ�てぞ�オ熱ぞだほゅヲゾΔゅ入イ＼Aよ材料�      

／／家ぢまゐぱやてァ混ぶ合ェふ＼はァゅづァぱ明太子�家

／／ぢむ混ぶィ~

⑳  ⑲よ具て冷�べァ＼溶で卵オ家ぢむ混ぶィ~

�  油揚ぬオ麺棒めよりぱべァ＼べむ半分ゅ切ア裏返ぱむつ／

／／ど~麺棒よづェアゅびアねと�菜箸め�よろ�び~

�／�よ油揚ぬよ中ゅ⑳よ具オ詰�む楊枝め止�ィ~

�／魚オ焼どトΓΔ又らヂ【レΜゅ�オ並ん弱箇め油揚ぬよ

／／皮て狐色ゅやィ�め両面オ焼ど~

�／�オ斜�ゅ包丁オ入イ皿ゅ盛ア付にィ~               

／

／�油め揚ぬやどむ�ルΒゼも同ひ食憾て掛ぱ�む＼ぱづ�

ヮΔハ【めび~時関よやぞ時ら棋製よンマ�ネΒヘオ使ぽむ

�™ぞめぱ�だ~

 ◎冷やしトマトうどん

 514kcal≧1人分∞／央分 1.6g

作　り　方

TAKAGI HOSPITAL NEWS page 4

⑲／�ヴ�オ湯�でぱむどぱ形ゅ切ィ~

⑳／⑲よ�ヴ�オAよ材料めぜぢ＼冷蔵庫め冷�ぱむつど~

�／木綿豆腐オΒホロやぱめ電子ΕΜバめ家熱ぱ(1̃2分)＼／

／／水分オもりぱむづァョΔ�ノΜベ【ヒ…醤油…ねぱ�だめ

／／炒�ィ~

�／©めべだゃカオ氷水ゅまにむぱ�＼水気オ切ぽむつど~

�／ベ【ヒふカんぞオ作ィ(中箇め熱ぱべルΒゼョΜゅョΔ�

／／ノΜベ【ヒオベ【ヒよづべ�アてやぞ™だゅ細づぞ網ゅづ

／／に振ア入イィ~)ベ【ヒゅ焦ぬ目てまぞべァ＼れぽどア返

／／ぱむ箇づァぜぬ＼食ん�びぞ大ではゅ切ィ~

／今怪ら30号記念号≧’∞もやア�ぱべ~1994年12月28日

発行よ創勧号づァ12年も5Ο月めよ到達めび~≧もぞだねも

ら年ゅ3怪�発行めでむぞやぞ’∞ぱづぱ＼やカもづねね�

め続にィねもてめで�ぱべ~

／をで地めよ壱師不足�＼救急体制よ不備て叫りイィ中＼壱

療機韓≧病宇�診療所∞も慣者は�もよ関よ信頼韓係てねイ

�め威上ゅ重要もやぽむ�ぞア�び~前宇長＼高木  啓≧べ

づと れァど∞よ�ホ�【めぜア�ぱべ

／／／¢弱者をよ無限よ同情＼ねイオ壱道も言わ£

ら＼現代よ日常診療ゅ�通ぴィ理念めぜィも思ぞ�び~

／社廻保険よ仕組�て変ェぽべア＼壱療費て上昇ぱべア＼窓

口めよ慣者は�よ負担笠て上てぽべもぱむ�＼蛾」壱療側て

提供びィ�よゅ変ェアてぜぽむらぞにやぞよめび~

／体�心て病カめ＼可づゅ頼アべぞも思ぽべもで＼

／／／／／£ぞまめ�頼アゅやィ％™だや＼

／／／／／／£ぞまめ�づづイィ％™だや＼

ぷカや病宇ゅやイべァも思ぞ�び~

／ぷよ允監もぱむねよ£高木病宇ぺ™ア％て＼少ぱめ�蟹は

�よつ役ゅ立むイり幸ぞめび~

 ◎明太焼きコロッケ

 ＄材料‥2人分¢

 ひ�てぞ�÷÷2個

 ょと÷÷÷÷÷適宜

 パヅ�ヵΔデ÷大はひ2

 央÷÷÷÷÷允ま��

 ねぱ�だ÷÷÷少」

 づァぱ明太子÷1腹

 油揚ぬ÷÷÷÷4枚

 卵÷÷÷÷÷÷1/2個

A

 ＄材料‥2人分¢

 �ヴ�ヴΓャフ【パ

 �ヴ�÷÷÷2個

 ぱぷよ葉÷÷3枚

 ょと÷÷÷÷適量

 蜂蜜÷÷÷÷小はひ1

 央…ねぱ�だ÷少」

 ヂΓ【レ油÷÷30cc

 Ε�Μ汁÷÷小はひ1

A


