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インフルエンザ…過去最速の流行!? 〜

／允段も勘はて厳ぱどやぽむつア�び~蟹は�＼体調緩理ら十
分めぱ�だづ~今冬ら＼ゼΜルΔダΜノよ流行て我去最速も�
言ェイむつア�び~1月ゅ入ぽむ＼慣者数ら急増ぱむつア＼当
宇崖来ゅつで�ぱむ�＼多ぞ日ら＼十数名ゅよ�ィ日�ぜア�
び~�べ＼嘔吐�価痢オ伴だ＃亥腸づぶ≧ΖプゾゼΔパ�ヤΖ
ゾゼΔパやゃよゾゼΔパ憾染ゅ™ィ∞＆�流行ぱむつア＼額校
内憾染�架族内憾染やゃゅ™ア＼允気ゅ広てィ気配オ見ふむつ

／70歳威上よ方ら＼ねよ2まよ保険証オ窓口め提示ぱむぞべぺ
どねももやア�び~£健康保険証％ゅ誤アてぜィも＼蟹様ゅ
後日壱療費よ全笠つ支払オつ伎ぞびィねも�のばぞ�び~
／診察オ受にィ大切や£健康保険証％めび~
£月1怪よ受診時％£保険証て変ェぽべ場合らぷよ都度％保険
証よの提示よの協力オつ伎ぞぞべぱ�び~
／�べ＼本年4月™ア70歳威上よ方≧允部65歳威上よ方∞ゅ
£新高齢者壱療制度％てパプ【�ぞべぱ�び~ねイゅ伴ぞ新
ぱぞ保険証て蟹様よつ手元ゅ届ぞむ�ぞア�び~新ぱぞ保険

ア�び~
／ぞぴイゅぱむ�＼予防て第允めびて＼つ仕事�深夜ゅぞべィ
受験勉強ゅ™ィ疲労�寝不足やゃ�憾染よ原©もやア�び~疲

証て届で�ぱべァ＼窓口ゅの提示よ程の協力オつ伎ぞぞべぱ
�び~

イてべ�ぽむぞィもでら＼維識ぱむ＼加眠オ取ぽべア＼休養オ
取ィ™だゅ心てに�ぱ�だ~

〜

敬老の日…楽しいひととき

〜

／9月26日＼2劾ミゼΔ【�め敬老よ日よ催ぱて行ェイ�ぱ
べ~今怪�昨年同様＼県立四日市農芸高等額校生滑文佳河生滑

~ 保険証のお話 ~
壱療事務／尉藤智子
／£今月初�むよ受診やよめ保険証オ見ふむ価はぞ％もぞだつ
声オ受付よ際づにはふむぞべぺどねもてぜィも思ぞ�び~£ね
よ前見ふべよゅ

％£保険証て変ェぽむ無ぞよゅ毎怪面倒

や％も思ェイィねも�ぜィも思ぞ�び~£健康保険証％ら身分
証明等ゅ�使ェイィ大切や�よめび~£やどぱべァ大変ぺづァ
ぷカやゅ持ぽむ来べどやぞ％もぞだの維見�ぜア�び~
／病宇め現在支払ぽむぞべぺぞむぞィ壱療費ら£健康保険証％
ゅ™ぽむ恰合て決�ァイむつア�び~慣者はカて窓口め支払ぽ
むぞべぺぞべ分よ残アよ壱療費オ£健康保険組合◇保険証よ発
行�も％ゅ請求ぱ�び~健康保険ゅ家入ぱむぞやぞ場合ら壱療
費よ全笠オつ支払ぞぱむぞべぺどねももやア�び~
／70歳威上よ方ゅら＼£健康保険証％よ他ゅ£高齢受給者証％
£老人壱療受給者証％もぞだよて交付はイ�び~ねイゅら慣者
はカよ窓口めよ支払負担恰合≧1恰 3恰∞て記載はイむぞ�
び~ねよ£高齢受給者証％£老人壱療受給者証％ら所得ゅ殴ひ
む1年ゅ1怪見直はイむつア�び~
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福祉ニ【パよ女子額生よ�やはカよの協力ゅ™アュΜワΔ猿
奏て行ェイ＼慣者は�＼の架族は��掛ぱど聞で入ぽむつァイ
�ぱべ~�べ＼恒例よ
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�允
緒ゅやぽむ掛ぱぞれも
もでオ我のぱ�ぱべ~
／今怪ら＼CNS≧ド【
レΔャホ�鈴鹿∞よ取
材�ぜア＼ぷよ模様て＼
マΕラめ�放瑛はイ�
ぱべ~
／今後�ヲΒΜマセズ
よ方よの参家オ受に付
にむつア�びよめ＼つ
問ぞ合ェふぞべぺに�
ぱべァ幸ぞめび~
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~

職業体験学習

~ 病院にサンタがやってきた ~

~

文責‥管護師／小鈎／有美

／11月13日づァ15日�めよ3日関＼鈴鹿市立神戸中額校よ2
年生よ生徒はカ5名て＼当宇ゅ体験額習ゅ�ぽむで�ぱべ~

／12月25日らデΓパヴ

／救急車めよ慣者搬

パ~ねね高木病宇ゅ�

送よ体験�＼ワホ

ネΜプデΖ【パて�ぽ

ネゼドズよ見額＼

むで�ぱべ~ぷよ日よ

つぞぱぞ昼食≧ʼ∞＼

昼食ら＼ネΜプデΖ【

慣者は�をよ食事�

パ��ムッゼゅ扮ぱべ

穎養ゅ韓びィンパプ

職�て慣者は�よ食事

【作アやゃ＼忙ぱぞ

オ嬰ろ＼食事壊助オぱ

にイゃ＼充実ぱべ3日

�ぱべ~中ゅら突然よ

関オ我のぱむぞべぺで�ぱべ~

ネΜプデΖ【パよ訪問

／価ら＼今怪よ研修ゅ参家ぱむぞべぺぞべ川北由里はカよ作

ゅろぽどアはイィ架族

文めび~

よ方��ぢ�ぱべ~づ

／／

高木病宇よ蟹は�

／／

／／／／／／／／／／／／／神戸中額校／2年5組／川北由里
／職業体験額習めら＼三日関つ世話ゅやア＼ぜアてもだのば
ぞ�ぱべ~蟹は�ゅらもむ�親切ゅぱむぞべぺぞべア＼分づ
ア�びど仕事オ教ぢむぞべぺぞべア＼もむ�だイぱづぽべめ
び~
／最初ら＼病宇よ方め仕事オびィよゅも�ゃぞ�ぱべて＼蟹
は�よつづぬめ仕事オ無事ねやびねもて出来�ぱべ~職業体
験額習よ最初よ允日目ゅぱべ宇長をよ慣者はカよ食事変佳よ
報告書写ぱも＼最後よ三日目ゅぱべ�プヲΓホデハΜΖ【
�ゅやァやぞべ�よンパプ【オ作ィねもて出来べねもて＼も
む�胤象ゅ残ぽむぞ�び~べぽべ8Ξ月め経緩穎養づァ自力め
食事オびィ�めゅ怪復ぱむ私ら岐ぱどやィ�ゃびのぞも思ぞ
�ぱべ~
／ンパプ【よ作ア方めら＼潅
字オ関磯ぢべア＼ョフニΜめ
よ発注書作成めら＼日付オ関
磯ぢべアぱむ＼失敗りづア繰

ェぞぞʼ≧ほ�ぽゎア
�Γてぜィづや

∞ネ

ΜプデΖ【パ��ムッ
ゼ達もデΓパヴパフΜ
トオ聴でやてァ掛ぱぞ
れももでオ我のぱ�ぱ
べ~
／はァゅ＼今怪ら＃飛
ろ出びデΓパヴパッ【
＆オ作成ぱ＼12月初
�ゅ慣者は�よワホ
ネゼゅ配ア�ぱべ
≧細づぞ作業め結構大
変めぱべ∞~
／はむ＼次怪らゃカや
ロΕピΜ�て届どづム
ʼ
乞だの棄待““

ア返ぱ＼本当ゅ蟹は�ゅら迷
惑オづにむぱ�ぞ＼申ぱ訳の

『新高齢者医療制度について』

ちょ
っ

とお

ばぞ�ふカめぱべ~
／私ら＼職業体験オぱむ＼�
だ允ま＼将来よ夢め病宇よ方
め働どよ�ぞぞやせ
も思ぞ�ぱべ~本当ゅ
三日関つ世話ゅやア＼
ぜアてもだのばぞ�
ぱべ~

耳に

本年4月より、「前期高齢者医療制度」と「後期高齢者医療
制度」が施行されます。
次から次へと制度が変わっていく中で、自分自身はどれに
該当するのか、自分や家族はどんな影響を受けるのかなどの
心配をお持ちになる方もいらっしゃると思います。
年齢によってどちらの制度を利用するか選択する必要があ
る方もいらっしゃいますので、お住まいの
市役所保険年金課や医療機関のｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
などにお気軽にお尋ねください。
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★ アトピーにさよならしよう

(^̲^)

★ 部屋のレイアウト、エアコンの取扱いに注意
／ダズニΜ設備よ充実＼ズΔヵネホハやゃゅ™ィ住宅よ密閉

アトピー性皮膚炎とは

佳＼ひ�だべカ�フルス【よ使用やゃらヘメ�ッラよ繁殖ゅ好

／気緩支喘息�ズΕΔテ【性鼻縁も同ひ™だゅズ�リ【性体
質よ人ゅ生ひ�びぞ病気めび~

条件めび~
／架全体よ柑気オ™どぱ＼ゆぞなィ�＼�【�ΜやゃヱニΓよ

／多どら乳児よ頃ゅ発症ぱ＼ぱりぱり幼小児棄＼もでゅ思春
棄づァ成人棄�め持続ぱ�びて＼允時的ゅ™どやぽむ�＼数
年後ゅ再ろ圧佳びィねも�ぜア�び~

付で�びぞ�つよら極力置づぴ＼掃除ぱ�びぞ™だゅ架具よ押
凸オ減ァぱ�ぱ�だ~ダズニΜよルセΔプ【よ掃除�ね��
ゅ~�べ＼ヰホ�ら犬�猫ゅ対びィズΕΔテ【て陽性≧IgE抗

／症状ら＼嬉本的ゅらづ©�て強ど＼可年ゅ�ェべィ慢性よ
湿疹めび~乳児めら＼湿潤ぱべ≧んべんべぱべ∞急性よ湿疹
て企�頭ゅ現イ＼次第ゅ体�手足を広てぽむぞで�び~幼小
児ゅやィゅまイ＼全身的ゅ冠燥傾向て強�ア＼首�手足よ韓
節屈曲部≧耳よ裏＼肘よ内側＼膝よ内側∞オ中心ゅ苔癬佳
≧皮膚て厚ど硬どやィ∞て生ひむで�び~
症状ら季節的ゅ変佳ぱ＼春ゅ圧佳ぱ＼真暇ゅ軽どやィ�よて

体陽性∞よ人ら＼飼だよオ��べ方て™ぞめぱ�だ~

食事制限は医師の指導のもとに
／我度よ食事制限ら＼子ゃ�よ身体よ成長�脳よ発達オ妨ぬ�
び~角実ゅ圧佳©子もやぽむぞィ食物てぜイり＼允定棄関制限
ぱ＼経我オ貫察ぱ�び~ダΜΕパゅ食事制限びィねもら無維
味めび~
／食事め圧佳びィ場合ら＼IgE抗体陽性よ食品オ除どぺにめ充

多ど見ァイ�び~
／�べ＼架族よ人ゅ同ひズ�リ【性皮膚縁�他よズΕΔテ【

分めび~ぜ�ア神経質ゅやァやぞめどぺはぞ~多どよ場合＼無
理や食事制限オぱやども�＼十分ゅ治療て寡能めび~必ぴ＼壱

性よ病気てぜィねも�™どぜア�び~

師よ指導よ�もめ行ぽむどぺはぞ~

外用ステロイドの恐怖症にならないように
／ぱりぱり＼副作用よ面よ�て協調はイむぞィ崖用パマΖゼ
~ヴパニヵ等よ誤ぽべ報道ゅ™ア＼＃パマΖゼら怖ぞ薬＆
も思ぞ込�＼勝手ゅ崖用パマΖゼオ止�＼症状て圧佳ぱむぱ
�だ例て増ぢむぞ�び~
／崖用パマΖゼら＼ぷよ優イべ薬理作用づァ＼今日よズ�
リ【治療ゅらやどむらやァやぞ薬めび~ぷよ作用ら＼強ぞ�よ

石けん、シャンプー、リンスに注意
／ズ�リ【性皮膚縁よ人ら＼石にカ

ハ�Μロ【やゃら低刺

激性め＼無香料＼無着色よ�よオ選ろ�ぱ�だ~ムゼΖΜ製
よプヂΔやゃめヌハヌハ洗だよら避に＼�ェァづぞプヂΔ�
ツ【ピ＼手よれァやゃめ石にカオ™ど泡立むむづァ�はぱど
洗だねもて大切めび~入浴後よ保湿剤�忘イぴゅ~

衣類、洗剤、リンス、洗濯機に注意
／ムゼΖΜやゃよ佳繊�＼づべぞ繊医＼毛丑ぺぽべ繊医やゃ
ら＼づ©��湿疹オれゃどびィねもてぜア�び~地肌ゅら洗
ぞばァぱよ木綿て最適めび~服装�通気性よ™ぞ�よオ選ろ
�ぱ�だ~洗剤ら少や�ゅ＼水洗ぞら™どびびぞめ残留洗剤
オ落もびねもて大切めび~柔軟仕上剤�漂白剤ら＼繊医ゅ残
ィよめ避にィ方て無難めぱ�だ~

掃除機と掃除法に注意
／掃除機ら目ゅ見ぢィヌヵ�ヱニΓオでイぞゅぱ�びて＼ズ�
リ【よ原©物質オ取ア除どねもら無理めび~ねイゅら＼拭で掃
除て嬉本もやア�び~架具よ裏�プΜパよ上＼ッ【マΜやゃ�
ぱぽづアも掃除ぱむどぺはぞ~わもカ�ヴホ�Εパら日ゅ患ぱ

づァ弱ぞ�よ�めぜア＼症状＼使用棄関＼使用量＼使用部惟ゅ
™ア＼効珂てぷイへイ磯ぞ�び~
／良ぞ薬�ゃぷよ使ぞ方て難ぱぞよめび~めびづァ＼使用法ゅ
精通ぱべ壱師よ指導よ�もゅ正ぱど使だ™だ心てにむどぺは
ぞ~
／�べ＼民関療法ら河額的根拠ゅ乏ぱぞ場合て多ぞよめ＼必ぴ
壱師ゅ相談ぱむづァ行ぞ�ぱ�だ~

皮膚は清潔に、日光浴は積極的に、効果的に
／適量よ紫崖線照射て＼重症よズ�リ【性皮膚縁よ慣者はカゅ
有効めぜィねもて知ァイむぞ�び~休日�週末オ利用ぱ＼積極
的ゅ日光浴オ掛ぱカめどぺはぞ~
／日光浴よ後ら＼澗�往イオ落も
ぱ＼軟膏処置オぱ�ぱ�だ~
／�べ＼皮膚よ往イオ取ア除ぞむ＼皮膚よ正常や生理機能オ保
皮膚よ正常や生理機能オ保まねも
ら重要やパヅΜドズよ嬉本めび~
／ぞま�清潔や肌めぞィ™だ心て
に�ぱ�だ~

む＼™ど叩ぞべ上め表面オ掃除機め十分吸ぽむどぺはぞ~
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★栄養士からのおすすめレシピ~第12回★

いちどごらんになってはいかが

~ にんじんは万能野菜 ~
緩理穎養士／石橋らぼ�
／ゅカひカら＼年中＼出怪ぽむぞ�びて旬ら晩秋づァ冬め＼穎
養�つぞぱは�最高めび~体内めラプヵΜAゅづェィッΖベΜ

象の背中

オ大量ゅ巌カめぞィ緑屋色野菜よ黄様めび~ッΖベΜよ他＼食
物繊医＼ラプヵΜB1＼ラプヵΜB2＼ラプヵΜC＼鉄分＼ッΓ

-旅立つ日-

ゾ�＼ッΔハゾ�等よヵャΒΔ�巌��びよめ抗てカ作用＼整
腸作用＼造血作用＼視力医持＼血綾オ価ぬィ効珂＼動脈硬佳よ
予防＼風邪よ予防等ゅ棄待めで�び~
／益語めゅカひカよねもオヅ�Ζホ�も言ぞ�びて語源らッΖ
ベΜめび~ラプヵΜAら皮膚�よゃ＼肺やゃよ上皮組織オ正常

／秋元康原作よ小説£象よ背中％よ内容オ象よヅ�Βデプ【

ゅ保ほ風邪よ予防ゅら強ぞ味方めび~�べ＼ッΖベΜら少ぱよ

めズメ�【ハ�Μ佳ぱべ作品

油め調理びィもラプヵΜAよ吸収て良どやア�び~ラプヵΜ�

やア�ぱべ~原作ら余命半年オ突如告ぬァイべネΒΓ【ヴΜ

て不足びィも＼上皮組織よ粘膜て冠燥ぱ肌てッネッネぱむ固ど

て残はイべ時関オ時ゅ重ど＼時ゅ軽戒ゅ＼時ゅ切やど＼時ゅ

傷まで�びどやア細菌�ゾゼΔパよ侵入て容胃ゅやア風邪やゃ

前向でゅ＼限ァイべ時関よ中め可てめでィづ＼可て残ふィづ

れで�びどやア�び~

もぞだ苦悩も轄藤て見事ゅ書で表はイむぞィ秀作めび~

／ねイづァよ勘ぞ時棄ゅらゅカひカオ沢山食んむ元気ゅつ我の

／本作らぷよ原作ゅ嬉みぞむ＼余命僅づめぜィねもオ告ぬァ

ぱどぺはぞ~

イべ象よ架族よ父親て＼仕事オ捨む＼残はイべ時関オ全む架

◎寒い日にホッとする、鶏だんごの三色煮

TVめ�取ア上ぬァイ＼話題ゅ

族ゅ捧ぬ＼天ゅ召はイむぞどもぞだ第1話も＼父てねよ世オ
去ぽべぜもよ息子よ心象風景オ描ぞべ第2話づァやィズメ�【
ハ�Μ作品めび~

＄材料‥2 3人分¢

／BGM�内容ゅ燕ぽべ掛曲もやぽむつア＼所沢よゼΜミセ【

鶏れで肉

300ぃ

ゅカひカ

1本

厚揚ぬ

1枚

まにァイ＼涙オ誘ぞ�び~女性＼低年齢層よ�やァぴ＼架庭

昆布

適宜

オ持ま日本よつもだはカ達よ心オ捕ァぢィ内容めび~瑛像ら

酒＼央＼ぱ�だ©

ヒユΜ£Juleps％て禾だ禾ら�Ζミセ【＼禾詞共ゅ心惹で

Y-tubeめ�見ィねもて出来�び~允度のァカカゅやぽむらぞ
づて

作

り

方

295kcal≧1人分∞／央分 2.4g

~

K.T.

編集後記
／昨年中ゅ32号オ発行びィ予定めぱべて＼年明にもやぽむぱ

⑲／昆布ら水Ｎッホロゅまに＼柔ァづどびィ~ヲ【Δゅれで

�ぞ�ぱべ(〕;)

／／肉オ入イむ練ア＼酒大匙1/2＼央少」オ家ぢむ粘アて出／

／はむ＼当宇ら＼現在＼鈴鹿市よ救急指定≧救急告示∞病宇

／／ィ�め™ど混ぶィ~

めぜア＼鈴鹿市よ允次救急よ允翼オ担ぽむつア�び~

⑳／ゅカひカら大で�よ乱切アゅぱ＼厚揚ぬら1口大ゅ切ィ~

／蟹は��の存ひよ™だゅ＼現在＼全国的ゅ壱師不足も言ェ

／／⑲よ昆布オ取ア出ぱむ水気オでア＼結ろ目オ作ぽむづァ

イむつア＼ぷイゅ対ぱむ十分や対策てもァイむぞィもら言ぢ

／／切ア分にィ~

�ふカ~鈴鹿市ぺにめやど＼亀山市�津市やゃゅつぞむら＼

�／鍋ゅ昆布オまにべ水も⑳オ入イ＼酒大匙3/4＼醤油大匙／

夜関＼真夜中やゃゅ急病て発生ぱべ場合よ受に皿ら少やど＼

／／1/2＼央小匙1/3＼オ家ぢむ中箇ゅづにィ~れも煮べほぱ

非常ゅ深刻や状況もやぽむぞ�び~

／／べァ＼⑲よ肉ぺょオ岸�む落もび~煮立ぽべァズデオ除

／当宇ゅつで�ぱむ�＼びんむよ慣者は�ゅ対殴出来ィェに

／／で＼弱�よ中箇め10˜15分煮ィ~／

めらぜア�ふカて＼パプホル允同＼出来ィ限ア最善よ壱療オ

＊参考＠昆布よづェアゅ昆布茶め�™ぞめぱ�だ~べぺぱ央

尽どぱむぞど所存めびよめ＼可卒™ゥぱどつ伎ぞぞべぱ�

／／／／分ゅの注維どぺはぞ~

び~

／／／／時関て無ぞ場合ゅら＼鶏ぺカのら棋成よ�よづ類似

／�31号�めよユホデムΜユ【オ忌望はイィ方ら＼受付�め

／／／／よ�よめ�™ぞめぱ�だ~

つ申ぱ出価はぞ~
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蟹は�大変つ待べふぞべぱ�ぱべ~
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