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ごあいさつ

〜

〜

／つ久ぱゐア≧笑∞めびて＼蟹は�ぞづてつ我のぱめぱ�だ
づ~6月9日＼気象庁よ梅臼入アよ発表てぜア�ぱべ~
／ぷよ恰ゅら少ぱ�梅臼入アぱべ様子て見ぢやぞよら＼仮暖佳
づァどィ�よやよめぱ�だづ~
／若ぞねゥ≧ぴぞゐカ昔よ話ʼʼ∞ら臼て嫌ぞぺも思ぽむぞ�
ぱべて＼農作物�生態系＼はァゅら水不足をよ洩響オ考ぢィも
臼て待ほ汚ぱぞ今日ねよのゥめび~ナΓΒ臼よ™だや＼返ぽむ
圧洩響オ及�ぱぷだや臼ら汚慮ぱべぞ�よめびて＼梅臼よ風情
オ憾ひはふィ気持ほよぞぞ臼オ棄待ぱべぞ�よめび~
／気仮て高ど＼臼て降ァやぞもぞだよら＼パヒ�ユベゅもぽむ
ら好都合ぺぷだめ＼今年ら例年威上よ発生�心配はイむぞィも
よねも

午前９時〜午後１時

~ねイづァよ季節＼パヒ�ユベよ滑動て滑発ゅやア�

び~庭よつ手入イ�架庭菜怨やゃよ際ゅら十分ゅつ気オ付にど
ぺはぞ~白系統よ長ぷめハ�ボ�帽子＼軍手オ着用びィも™ぞ
ぷだめび~

♥♥

看護の日

♥♥

〜

／5月12日よ＃管護よ日＆ゅ今年�病宇よ玄韓Ζラ【ゅむ私べほ
よ＃管護よ心オ少ぱめ�
届にべぞ＆もぞだ思ぞオ
込�＼当宇ゅ訪イべ方」
ゅら手作アよパ�Βホロ
もゾダホ�マセホハ�オ
ロΕピΜ�ぱ�ぱべ~�
べ＼入宇慣者は�ゅら飾
ア付で芳香剤オロΕピΜ
�ぱ�ぱべ~ねイづァ�
つ互ぞゅ支ぢ合だ気持ほ
オ持ぽむ＼�はぱはも思
ぞ�アよぜィ心め＼蟹は
�ゅ満足ぱむぞべぺにィ
管護オ�ばぱむぞでべぞ
も思ぞ�び~

〜

♪お花見…素晴らしいお天気でした♪ 〜

〜 シャリンバイの白い花

〜

／病宇駐車場よ崖怪
アゅ＃ハ�ΓΜユゼ
≧車輪梅∞＆もぞだ
植木て植ェぽむぞ�
び~今�めら£はま
で％て植ぢァイむぞ
�ぱべて＼允部て枯
イむぱ�ぽべべ�＼
昨年植ぢ替ぢァイ�
／4月2日＼高憶公怨ゅ毎年恒例よつ菓見ゅ出づに�ぱべ~

ぱべ~非常ゅ強ぞ植

年」＼当宇よ療養病棟ゅ入宇はイむぞィ慣者は�よ重症度て高

物め＼成長�もむ�

どやぽむつア＼崖出時ゅら十分気オ付にむつア�びて＼今怪

早ど＼5月ゅら真ぽ白

ら＼緊急時ゅ備ぢ＼当宇救急車ゅ吸痰奇具等オ搭載ぱ＼つ菓見

や菓オ咲づふ�ぱ

も掛ぱぞゼワΜ�ゅ参家ぱむぞべぺで�ぱべ~

べ~はまでよ菓もら

／戒晴よつ天気ゅ�恵�イ＼本当ゅびりァぱぞ允時オ我のぱむ

磯ぽべ＼新鮮や驚で

ぞべぺにべづも思ぞ�び~

めぱべ~
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／／／／／尉佐地秀司先生

／崖来担当壱≧写真付∞オ掲示ぱ�ぱべ／

≧三重大額壱額部 莞胆膵 遺植崖河額教授∞
／／／／て木曜日午前崖来オ担当／／／／

／ねよ5月™ア＼崖来診察室前よ壁面ゅ担当壱オ写真入アめ掲
示ぱむつア�び~診察室ゅ入ィ前ゅ＼慣者は�よ＃ねよ先生ら
／ねよ度＼4月™ア＼三重大額壱額部 莞胆膵

遺植崖河額教授

ゃカや壱者づや＆＃可オ専門ゅぱむぞィよづや＆もぞぽべ不以

よ尉佐地秀司先生オつ迎ぢぱ＼週允怪＼木曜日午前中よ崖来オ

オ少ぱめ�和ァぬィねもて出来イりも＼作成ぞべぱ�ぱべ~／

担当ぱむぞべぺどねももやア�ぱべ~

／べぺぱ＼写真も実物ゅ若患よ相磯てのばぞ�ぱむ�ぷよ辺

／尉佐地先生ら莞臓＼膵臓＼胆道よパヰハ�Γパ�めぜア＼特

ア＼の容赦よ程つ伎ぞ致ぱ�び≧笑∞~

ゅ莞遺植ゅつぞむら＼現在＼三重県内め唯允よ生体莞遺植オ手
てにァイむつア�び~�べ＼膵臓岩やゃ非常ゅ高度や壱療技術
オ要びィ治療�手てにァイむつァイ＼蛾」て尊敬びィ先生めぜ
ア�び~

／穎養河づァよつ知ァふ／
／- 今後よ取ア組�ゅまぞむ 緩理穎養士／山中真紀

／週允怪よ�よ崖来担当めらぜア�びて＼莞臓よねも＼膵臓よ
ねも＼胆石よねもやゃめつ悩�よ方＼消佳奇やゃよ病気よの相
談やゃてつぜアよ方ら汚慮無ど診察ゅつぱどぺはぞ~教授�
＃ゃカや病気め�気軽ゅの相談どぺはぞ＆もよねもめび~

待合室ゅマΕラ掲示板て設置はイ�ぱべ
／治療オ行だ上め＼慣者はカよ穎養状態て良好めぜィづ否づら
もむ�重要め＼穎養障概て進行びィも＼ぞづやィ治療ゅ対ぱむ
�ぷよ治療効珂オ上ぬィねもて出来やどやィ場合てぜア�び~
／ぷねめ＼慣者は�允人允人ゅ対ぱ＼穎養必要量オ算出ぱ＼ぷ
イへイよ病態オ考慮びィねもて重要もやア�び~今後ら壱師�
管護師オ始�＼ニ�ミセッΔも�連携オ取アやてァ穎養緩理オ
行だねもめ＼慣者は�よ穎養状態よ魁善ゅ努�＼治療よ手助に
�ADL よ向上ゅ貢献めでイりも考ぢむつア�び~

允日必要穎養量≧ッΖΓ【∞ら
／5月™ア＼崖来待合ぞ正面ゅマΕラ掲示板オ設置ぞべぱ�ぱ
べ~通常よマΕラ放送よ導入�検討ぱ�ぱべて＼少ぱめ�蟹は
�よつ役ゅ立むイりも思ぞ＼マΕラ掲示板設置よ嬰ろもやア�
ぱべ~
／診療偉内�病宇偉内＼慢性疾慣�手術やゃもぞぽべぞゥぞゥ
や情報オパΒゼ�ラミヂめ流ぱむつア�び~
／今後�順次＼内容オ充実ぱむぞでべぞも思ぽむつア�びよ
め＼の維見 の要望よぜィ方ら汚慮無どつ聞づふどぺはぞ~

TAKAGI HOSPITAL NEWS

page 2

もう迷わない

アトピー性皮膚炎

パマΖゼ崖用剤ら怖どやぞʼ
／パマΖゼら別名副腎皮質ヱΔ�Μもぞぞ＼�も�も体内

／ズ�リ【性皮膚縁ら＃™どやぽべア＼圧どやぽべアオ繰ア返
び＼づ©�よぜィ湿疹てめィ病気＆め＼慣者はカよ多どらズ�
リ【素©≧体質∞オ持ぽむぞ�び~

よ代謝ゅづづェィ働でオぱむぞ�び~特ゅ体よ中め起ねぽむ
ぞィ縁症オ軽どびィ作用てぜア�び~
／皮膚河壱よ指導ゅ従ぽむ＼決�ァイべ量オ＼決�ァイべ怪

／症状もも�ゅ湿疹て現イィ部分ゅ�特徴てぜア＼年齢ゅ™ぽ
む変佳ぱむぞで�び~ズ�リ【素©もぞだよら＼威前ゅ気緩支
喘息�ズΕΔテ【性鼻縁 結膜縁＼ズ�リ【性皮膚縁よぞぴイ

数め使用びイり＼全身的や副作用ら起ねィねもらぜア�ふ
カ~逆ゅ途中め勝手ゅ��むぱ�だも怪復て遅どやィぺにめ
らやど＼づぢぽむ症状オ圧佳はふむぱ�ぞ�び~

づゅづづぽべねもてぜィづ＼�べら架族めねイァよ病気ゅづ
づぽべ人てぞィねも＼ぷぱむ＼＃IgE抗体＆�オ作ア�びぞ素©
オ持ぽむぞィねもオぞぞ�び~

パマΖゼ崖用剤威崖よ薬らʼ
／づ©�オ止�ィ作用オ�ぽべ院�薬ゅら＼抗ヨパプヵΜ剤

＄�血越中ゅぜィプΜョデ質よ允種め＼体よ中ゅ違物≧ズΕΔ
ナΜ∞て侵入ぱべもでゅめでむ＼再ろ同ひ違物て侵入ぱべもで
ゅ＼ぷイオ敵もぱむ認知ぱ＼我敏ゅ反殴ぱ�び~¢

てぜア�び~ぱづぱ＼ぷイはぢ院�り湿疹て治ィもぞだ効珂
�めらぜア�ふカ~圧佳よ原©よれもまめぜィズΕΔテ【反
殴オ抑ぢィ薬もぱむぜど�め

／ねイ�め＼ズ�リ【性皮膚縁らズΕΔテ【よ病気よ代表もは
イむで�ぱべ~ぷよ人ゅもぽむよ抗原≧ズΕΔナΜ∞ら可づ＼

�パマΖゼ崖用剤も併用
びィんで�よめび~

例ぢりヘメづ＼ヱニΓづ＼ぜィぞら牛乳づもぞだねもて重視は
イむで�ぱべ~
／�ほゥカ＼ズΕΔテ【�韓与ぱむぞ�びて＼ぷイぺにめらぜ
ア�ふカ~ズΕΔテ【™ア�大でや原©ら＼ユΓズ機能よ低価
ぱべ皮膚≧ズ�リホデパヅΜ∞ゅぜア�び~気仮�湿度よ変
佳＼�べ＼澗やゃゅ™ぽむ症状て軽どやぽべア重どやぽべアび
ィよら＼ねよ冠燥ぱ�びど刺激ゅ弱ぞ皮膚ゅ＼は�ば�や刺激
要©て家ェぽむ＼縁症て起ねィべ�もはイむぞ�び~

ズ�リ【性皮膚縁よ治療法

パマΖゼ崖用剤

強弱オ問ェぴ十分ゅ早ど抑ぢィゅらパマΖゼ崖用剤ゅ勝ィ�
よらぜア�ふカ~パマΖゼよ院�薬�注射薬ら緊急退避的ゅ
使用びィ場合�ぜア�びて＼原則もぱむら使用ぱ�ふカ~

／ズ�リ【性皮膚縁よ治療らぜふァぴ気長ゅ症状オニΜ�Ζ【
湿疹オ維識ぱ

やぞ普通よ生滑て送イィねもオ目標
もぱむぞ�び~

＄肌よ清潔オねねゥてにィ¢
澗オづぞべァ��ゅハ�Θ【オ浴ろィ™だゅぱ�ぱ�だ~
つ風呂らゆィ�よつ湯ゅ短時関入ィ™だゅぱ�ぱ�だ~
石鹸ら刺激よ少やぞ弱酸性よ�よオ使用ぱ�ぱ�だ~

／今よもねゥ＼ズ�リ【性皮膚縁よ縁症＼ま�ア湿疹オ症状よ

Δぱやてァ＼づ©�

毎日よパヅΜドズオ欠づはぴゅ“

＄保湿剤オ効珂的ゅ使だ¢
／自分よ肌ゅ合ぽべ刺激よやぞ�よオ選ろ�ぱ�だ~湿度よ
低ぞ冬場ら白色ΘビΓΜ�油性よ軟膏て™ど＼蒸ぱ暑ど澗オ
づで�びぞ暇場らデΓ【�て適ぱむぞ�び~入浴後�ハ�
Θ【後やゃ清潔ゅぱべもねゥめ＼日のゥ縁症オ起ねぱ�びぞ
部分ゅ塗ア�び~
＄直接肌ゅ触イィ�よら刺激よ少やぞ�よオ¢
／育類やゃら佳繊�ゾ【Δ＼麻やゃ
刺激よぜィ�よら避に＼木綿よ�よ
オ選ゐ™だゅぱ�ぱ�だ~

《湿疹ができやすい部位
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★栄養士からのおすすめレシピ〜第17回★
緩理穎養士／山中真紀

作

り

方

⑲ やびら薄ぞ小口切アゅぱむ≧A∞ゅまに＼水にオ™どぱ�

／�ぱ暑ど＼食欲て低価ぱてほやねイづァよ時棄ゅつびび�よ
暇野菜オ使ぽべ�メ�【オ紹壊ぱ�び~

／ ィ~
⑳ ヂデΒら央少」オびア込�＼熱湯めはぽも©めむ水ゅも／

／リ【ヴΜらラプヵΜCて豊富めび~ラプヵΜ�ら肌ゅま�オ

／ ア＼薄ぞ小口切アゅびィ~

持べふ＼風邪�岩よ発生オ予防びィ働でてぜア�び~

� ≧B∞合ェふむつど~

／ヂデΒら納豆よ™だやょりアてぜィねもづァ＼＃青納豆＆も

� ⑲＼⑳オ廻ェふむ奇ゅ盛ア＼ほとぽべよアオよふむ七味も

言ェイ＼不足てほやッΔハゾ�オ豊富ゅ巌��び~パョゼハ【

だてァぱオ振ィ~食んィ直前ゅ�よΕホハΜトオづにィ~

やッΕ【め食欲オズホロぱ＼暇野菜めぱぽづアラプヵΜ

ヵャ

スラムドッグ＄ミリオネア

ΒΔオもぽむ＼暑ぞ暇�元気ゅ我のぱ�ぱ�だ~

なすのドライカレー

第81回アカデミー賞作品賞

＄材料‥4人分¢
牛れで肉
400g
やび
6個
玉ょと
1個
リ【ヴΜ
2個
ネΒヘ油
大はひ2
央 ねぱ�だ 揚ぬ油 適宜

≧A∞≧威価∞
市販よッΕ【ヰ【パ�
／／／／／／／／ 1/2ッホロ
�ヴ�ドベ�ホロ 大はひ1
もカづまフ【パ
大はひ1
510kcal≧1人分∞／央分 2.9g
ぱ�だ©
小はひ1

／／／／／／／／／／／／／／＃パΒ�ホト�ヵΓヂャズ＆
／／／／／／／／／／／／／／原作ら＃�ども1Δリ【よ神様
／／／／／／／／／／／／／／≧原題‥Q&A∞＆~パ�Γ【
／／／／／／／／／／／／／／�ヅホよ主人公て＃デゼヒ
／／／／／／／／／／／／／／ヵΓヂャズ＆オ勝ほ抜ぞむ行ど
／／／／／／／／／／／／／／もぞだ物語~
／／／／／／／／／／／／／／／物語ら�Μユゼ≧ゼΜ∞よ
／／／／／／／／／／／／／／パ�Γ【�茨ほよバ�ヴ【Δ／
／／／／／／／／／／／／／／て£デゼヒ ヵΓヂャズ％め10
／／／／／／／／／／／／／／牡Δリ【オ手ゅびィ�めぜも1
問もぞだもねゥづァ始�ィ~もねゥて＼彼らゼッネヴよ疑ぞめ

作

り

方

警察ゅ逮捕はイむぱ�だ~無実オ晴ァびべ�ゅバ�ヴ【Δらデ

⑲ やびら1cm厚はよ輪切アゅぱむ水ゅはァぱ＼水気オわで取ぽ

ゼヒ番組ゅ出場びィ事ゅやぽべ経井オ語ア始�ィ~

／ むづァ＼170↓よ油め少ぱ焦ぬ目てまどどァぞ�め揚ぬィ~

／バ�ヴ【Δら幼ぞ頃＼Βマセッもぞだ少女ゅ出廻だ~ぜィ

⑳ 玉ょと＼リ【ヴΜら粗�ひカ切アゅ~

日＼Βマセッもら生で別イゅやぽむぱ�だ~Βマセッをよ恋心

� ルΒゼョΜゅネΒヘ油オ熱ぱ＼牛れで肉オ入イむ炒�べァ＼

オ募ァふィバ�ヴ【Δら兄もも�ゅ金オ荷とやてァΒマセッオ

／ 玉ょとオ家ぢむ炒�ィ~玉ょとてぜ�アぱカやアぱやぞだほ

探び機廻オ待ま~

／ ゅ≧A∞オ家ぢむ調味ぱ＼リ【ヴΜ＼やびオ家ぢむ炒�＼／

／ねイらΒレパ�【Γ【~バ�ヴ【ΔらΒマセッオ允途ゅ思ぞ

／ 央＼ねぱ�だオわィ~

続に＼ぷイて＃デゼヒ

ヵΓヂャズ＆出猿よでぽづにゅやア＼

国中オ堪で込�Βヴをも発展びィ~Βマセッ��べバ�ヴ【
＄材料‥2人分¢

なすのもみサラダ

やび
ヂデΒ
焼でよア
七味もだてァぱ
≧A∞≧威価∞
砂糖
水

59kcal≧1人分∞央分 0.7g

≧B∞≧威価∞
の�油
酢
ぱ�だ©
央
ねぱ�だ
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3個
5本
1/4枚
少」

Δぺにオ思ぞ続に＼物語らつ嘉話よ様ゅΒヴベホデ~バ�
ヴ【Δて最後よ問題も向で合だハ【Μめら＼手ゅ澗オ斡ィデΒ
ゼヴホデパオ迎ぢィ~

是非の覧どぺはぞ~／

K.T.

編集後記
小はひ1
1ッホロ

／全国的ゅ梅臼入アよ季節ゅやア�ぱべ~ひ�ひ�ぱべねよ
時棄ら気持ほて落ほ込�てほ

~ねよ病宇ぺ™アて少ぱめ�

蟹は�よ心よ癒ぱゅやア�ぱべァ幸ぞめび~
大はひ1/2
大はひ1
大はひ1/2
少」
少」

／の維見＼の要望やゃてのばぞ�ぱべァ＼崖来備ぢ付によ
＃の維見投稿箱＆ゅつ入イどぺはぞ~
／�35号�めよユホデムΜユ【オ忌望は
イィ方ら＼受付�めつ申ぱ出価はぞ~
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