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ごあいさつ

〜

ぜア＼慣者は�＼の架族

／北風て吹で＼ぞま�やてァ鈴鹿よ勘ぞ冬て�ぽむ�ぞア�ぱ

様�ぷよ素晴ァぱぞ出来

べ~�やは�つ身体よ調子らぞづてめぱ�だづ~

ゅ驚づイむつア�ぱべ~

／はむ＼当宇ゅつで�ぱむら＼ねよ度平成21年11月1日付にめ

入宇慣者よ蟹は�もパプ

全病床オ療養病床≧壱療療養病棟∞もびィ病宇内容よ変更オ行

ホル�允緒ゅやぽむ掛ぱ

ぞ�ぱべ~

ぞれももでオ我のぱ�ぱ

／壱療療養病棟もら急性棄治療オ終ぢべ慣者は�て＼ぷよ後�

べ~

長棄ゅェべぽむ高度や壱療て™で続で必要もやぽべ場合ゅ＼ぷ

／当宇めら＼ねよ™だや宇内行事ヲΒΜマセズよ方よの参家オ

よ慣者は�オ受に入イィ病棟よ呼ろ名めび~

つ待ほぱむつア�びよめ＼パプホル�めつ問ぞ合ェふぞべぺに

／当宇らねイ�め允般病棟19床＼壱療療養病棟60床よ計79床

�ぱべァ幸ぞめび~

よ病宇もぱむ地稲壱療ゅ努�む参ア�ぱべて＼昨今＼急性棄治

☆☆

おおきなクリスマスツリー

☆☆

療後慣者よ壱療療養病棟をよ受に入イ慣者数て増家ぱむぞィね
もづァ＼病床数よ不足て生ひむ�ぞア�ぱべ~ねイゅ対殴びィ
べ�＼全床オ壱療療養病棟もびィねもゅやア�ぱべ~
／今後�当宇らねイ�め通ア＼允次救急告示病宇もぱむ鈴鹿市
よ救急壱療体制ゅつぞむぷよ役恰オ珂べぱ＼鈴鹿市壱師廻＼韓
連壱療

壊護機韓つ™ろ鈴鹿市保健福祉行政＼鈴鹿市消防本部

等も連携よ上＼鈴鹿市よ壱療体制ゅ協力ぱむぞど所存めのばぞ
�びよめ＼可卒允層よの指導の鞭撻オ賜ア�び™だつ伎ぞ申ぱ

／今年ら待合ぞゅ大でやデ
ΓパヴパボΓ【て登場ぱ�
ぱべ 高はら210cm≧�
ゼノァパめ買ぞ�ぱべ
笑∞~／／
／今怪ら派手や電飾ら��
む＼全体的ゅレΔ【系色め
ハΜロΔゅ�も�む��ぱ

上ぬ�び~

べ~ぷぱむ足価ゅらロΕピ

〜 ♪敬老の日

みんなで楽しみました♪ 〜

Μ�オ置ぞべアぱむ

~

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／9月9日＼3劾ミゼ／

／はむ＼来年らゃカやボ

／／／／／／／／／／／／／／／／／／Δ【�め敬老よ日よつ

Γ【ゅやィめぱ�だょ~

／／／／／／／／／／／／／／／／／／掛ぱ�廻て行ェイ�ぱ
／／／／／／／／／／／／／／／／／／べ~パプホルよ紙芝居
／／／／／／／／／／／／／／／／／／�禾＼©づぱぞ＃Γ

あれはなあに？

／／／／／／／／／／／／／／／／／／ルプ【ヒ＆よDVD閑
／／／／／／／／／／／／／／／／／／賞やゃ盛アぺどはカよ
内容め盛ア上てア�ぱべ~

次のページに
答えがあるよ

／�べ＼毎年恒例ゅやア�ぱべ県立四日市農芸高等額校生滑文
佳河生滑福祉ニ【パよ女子額生よ�やはカゅ™ィュ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~�べ額生よ�やはカづァ手作ア根付によロΕピΜ��

TAKAGI HOSPITAL NEWS

page 1

鼻づァよ内視鏡≧経鼻内視鏡∞検査／／／／
／／／／／／／／／／／／オの存知めびづʼ

／消箇奇オ初�む体験ぱ�ぱべ／
／ねよ時棄＼住宅箇災よ悲惨やメ�【パオ��毎日目ゅぱ�

／亥�食道よ病気ら＼早棄発見て非常ゅ重要めび~ぷよべ�ゅ
ら壱療機韓めよ定棄的や検査て欠づふ�ふカ~
／当宇めら＼平成21年7月™ア＼＃鼻づァよ内視鏡≧経鼻内視
鏡∞＆オ導入ぞべぱ�ぱべ~ねよ経鼻内視鏡ら従来よ口づァよ
内視鏡検査ゅ比ん細ど≧約5mmも従来よ口づァよ内視鏡よ半
分程度∞＼鼻づァよ内視鏡検査ら
£まァどやぞ％も多どよ方」づァ
基りイむつア＼経験はイべ方よ多
どて£次怪�鼻づァ％よ検査オ忌
望はイむぞ�び~
／風邪オれぞべもでよ診察め＼舌
よ横オヮΒ�べぞや�よめ王はイ
む£ヂダホ％もやアぷだや経験オぱべねもてぜィも思ぞ�び~
ねイオ蔭頭反射≧ぞカもだらカぱ�∞もぞぞ�びて＼口づァ内
視鏡オ入イィ場合ら＼多少やアも�ねだぱべ蔭頭反射て起ねア
�び~

び~ぷカや中＼箇災ゅ対びィ知識�心構ぢて重要もやぽむ�ぞ
ア�び~12月14日＼勘空
よ中＼本年度2怪目よ消防
訓練オ実施ぱ�ぱべ~
／防災訓練よDVDオ閑
賞ぱべ後＼箇災報知奇
オ使用ぱべ消防署をよ通
報訓練�実際ゅ消箇奇�
散水栓オ使ぽべ放水訓練

恐がらずにもっと近づいて！

等オ行ぞ�ぱべ~
／／／／／／／／／／／／／／／／／／普段使ぞ換イやぞ消箇
／／／／／／／／／／／／／／／／／奇よ操作ゅ＼初体験よパ
／／／／／／／／／／／／／／／／／プホルら当初も�ゃぽむ
／／／／／／／／／／／／／／／／／つア�ぱべて＼真剣や翫
／／／／／／／／／／／／／／／／／差ぱめ蟹＼願張ア�ぱ／
／／／／／／／／／／／／／／／／／べ~

／もねゥて＼鼻づァ入イィ場合ら内視鏡て舌よ根元ゅ触イやぞ
よめ＼�もカゃ吐で気オ�™つびねもやど検査オ受にィねもて

消火器は火元めがけて！

めで�び~

デΓパヴパよ掛ぱぞ食事
／／／／べどはカよネΜプて�ぽむで�ぱべ
／デΓパヴパら揮まゅ
やぽむ�心て浮で浮でび
ィ�よめび~当宇めらデ
Γパヴパよ時棄ゅ入宇慣
／

者は�ゅデΓパヴパ気分
オ味ェぽむぞべぺねだも
毎年色」や催ぱオ危雅ぱ

コスプレサンタはうれしそう

むつア�び~
／�べ＼口て空ぞむぞィよめ＼検査中よ廻話てパ�【ヒゅ出来
ィよ�以心めび~貫察めでィ雅像�通常よ内視鏡も同等よ高雅
質め全ど遜色てぜア�ふカ~
／普段づァ亥よ調子よ気ゅやィ
方＼允度亥よ検診オ受にむ�™
だも思ェイィ方＼＃亥ッ�Βら
院�込�よて大変ぺづァやぜ＆
も思ェイむ＼今�め敬汚はイむ
ぞべ方＼允度ねよ＃鼻づァよ内
視鏡≧経鼻内視鏡∞＆検査オ受
にァイィねもオつ喚�ぞべぱ�
び~
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／今年ら昨年も同様＼12
月24日も25日よ2日関ゅ
ェべぽむ管護助手パプホ
ルオ中心ゅネΜプデΖ【
パよ育装めつ昼よ食事壊
助オぱ�ぱべ~
／慣者は��ネΜプ帽オ
被ぽべア＼禾オ禾ぽべア
ぱむ＼本当ゅ掛ぱぷだや

サンタ帽がにあってるよ~

雰易気め基カめぞべぺに�ぱべ~
／め�ネΜプ姿よパプホルら自分べほよ方て掛
ぱカめぞべづ�

≧笑∞
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糖尿病の予防と日本型食生活の意義

子どもの肥満・糖尿病の予防と食育の大切さ

日本人で糖尿病が増えているのは

子どもの肥満の原因は生活習慣

／ぞ�＼日本めら糖尿病て急激ゅ増ぢむぞ�び~ぷよ理由ら＼

／文部河額省よ調査ゅ™イり＼15歳よ男子約8人ゅ1人＼女子

鴬米人も比んむ日本人ら＼我食＼嬰動不足＼ぷイゅ™ィ軽度よ

約10人ゅ1人よ恰合め肥満傾向ゅぜィもはイむぞ�び~子ゃ�

肥満め2型糖尿病ゅやア�びぞづァめび~高脂肪食め筋肉�莞

よ肥満ゅ�生滑習換て深ど韓ェぽむぞ�び~

臓ゅ脂肪てべ�ィも＼糖よ処理オまづはゃィゼΜパΓΜよ働で

む莞臓�筋肉よ脂肪らべ�びどまどにイゃ�＼ぷよ快消�べ�

メタボリックシンドロームに直結する
思春期肥満

びぞねも�ェづぽむぞ�び~びやェほ＼糖尿病よ予防

／現在よ肥満よ子ゃ�べほら＼びめゅ脂肪莞�莞機能違常＼脂

て低価ぱ＼糖尿病ゅやア�びぞねもてェづぽむで�ぱべ~ぷぱ

ら＼食事

魁善ゅ

嬰動やゃよ生滑習換全体ゅ常ゅ気配アびィねもて大

切やよめび~

質違常症やゃゅやぽむぞィ場合てぜア�び~はァゅ心配やよ
ら＼多どよ思春棄肥満て＼ぷよ��成人肥満

�プヲΓホデハ

ΜΖ【�ゅまやてぽむぱ�だねもめび~

ごはん中心の食生活は強力な予防手段
／™ど＼血糖値て上てィづァ炭水佳物ら控ぢィ＼ま�ア＼のら

肥満を予防するための『食育』の大切さ

カオ減ァぱむ＼ぷよ分つづぴオべどはカ食んィ人てぞ�び~ぱ

／1980年代＼日本よ小児2型糖尿病発症率ら10万人ぜべア2人

づぱ＼現実よ食事オ考ぢむ�むどぺはぞ~炭水佳物ぺにオ食ん

�ゃめぱべて＼最近ら5 6人ゅ�め増ぢむでむぞ�び~ぷぱむ

ィねもらやど＼炭水佳物＼プΜョデ質＼脂肪＼食物繊医＼ラプ

小児2型糖尿病よ男子よ78�＼女子よ63�ら肥満て原©めび~

ヵΜやゃオ組�合ェふむ＼允緒ゅ食んむぞィよめび~ぞゥぞゥ

／肥満よ原©ら食生滑よ乱イ＼特ゅ脂肪よもア我とて問題め＼

や�よオ組�合ェふむ食んィ食事ら＼食後血糖値オ速�づゅ上

子ゃ�べほよ約3人ゅ1人ら脂肪ダャΔテ【比て30�オ超ぢィ

ぬやぞよめび~

食事オぱむぞ�び~�べ＼肥満よ子ゃ�よ約3恰て朝食オ食ん

／のらカオ主食ゅ＼野菜＼大豆製品�魚やゃ＼脂肪よ少やぞ料

むぞやぞやゃ＼不規則や関食�夜食＼嬰動不足ゅ™ぽむ生滑全

理オユΒΜパ™ど組�合ェふィねもよめでィ日本型よ食事ら＼

体て不健康や状態ゅやぽむでむぞ�び~

糖尿病予防よ強力や手段めび~

／ぱづぱ＼つもやゅ比ん子ゃ�よ脳ゅら柔軟性も教茨ゅ対びィ
順殴性てぜア＼＃食茨＆よ大切はて叫りイむぞィよめび~

糖尿病の予防と改善のための食生活
1か月に1~2kgの緩やかな減量を
／肥満�我体重よ人ら＼第允ゅダャΔテ【オ減ァぱむ嬰動量オ
増�びねもゅ™ア減量びィねもて大切めび~1づ月ゅ1 2kg よ
翰�づや減量オ目指ぱ�ぱ�だ~

子どもの肥満・糖尿病の予防・改善するために
なぜ太るといけないのか
／子ゃ�よ肥満ら＼将来的ゅ成人肥満ゅまやてア＼生滑習換病
ゅづづア�びどやィねもてェづぽむぞ�び~＃食事よ内容�怪
数やゃ＼食生滑よ問題点オ見直び＆＃食事�嬰動よ日記オま

炭水化物は1日に最低130g以上
／減量びィもでゅ＼炭水佳物オ極端ゅ少やどびィも＼圧玉ニΕ
パマΖ【ΔめぜィLDLニΕパマΖ【Δオ上ぬむぱ�だつぷイて
ぜア�び~�べ＼炭水佳物食品ゅら＼食物繊医�撹種よラプヵ
Μ＼ヵャΒΔやゃ＼大切や穎養素て多ど巌�イむぞ�び~はァ
ゅ＼炭水佳物ら中枢神経系≧脳も脊髄∞よダャΔテ【供給源め
�ぜア�び~ねイァよ理由づァ＼炭水佳物ら1日ゅ最低130g威
威上摂取びィ必要てぜィよめび~ま�ア＼正ぱど減量オ行だゅ
ら最低め�＼毎食のらカオ茶ェカ允杯ら食んィ™だゅぱ�ぱ�
だ~

にィ＆＃毎日体重オ測定ぱ＼
トΒルゅまにィ＆＃食生滑よ
見直ぱ等オ行ぽべ効珂オ角認
びィ＆やゃめ＼子ゃ�よ肥満
魁善�予防ゅ努��ぱ�だ~

良い食生活の基本
／食事ら＼偏ぽべ食生滑オ魁�ィねもて嬉本めび~関食ら全ど
禁止びィねもら難ぱぞよめ＼量も怪数オ減ァぱ＼院料らヤΜッ
ΖΓ【よ�よオ選ろ�び~食事ら1人分ぴまもア分にむ出びね
もめ食事量オ角認びィねもてめで�び~体重て増ぢべもでゅら
食事よ量オ調節ぱ�ぱ�だ~献立めら＼揚ぬ物�肉類やゃオ減
ァぱ＼脂肪オもア我とやぞねもてンゼΜ�めび~日本食ら＼脂
肪て少やど＼ユΒΜパ�取イむぞィ事づァつびび�めび~
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★栄養士からのおすすめレシピ〜第18回★
緩理穎養士／山中真紀
／年末年始オ迎ぢィねよ時棄ら＼の馳走オ食んべア＼ズΔニ【
Δオ院カぺアびィ機廻�増ぢむ太アてほめび~ゾチ【ヅΜトや

燃えよ剣

~ 司馬遼太郎 ~

ゃ適度や嬰動オ心てに太アびとゅ注維ぱ�ぱ�だ~

／前」怪ゅ™で続で司馬遼太郎

／�べ＼勘はめ身体て冷ぢ�びぞねよ時棄ら＼免閲力�低価

作品オ紹壊~

ぱ＼風邪やゃゅ罹ア�びどやア�び~蛋白質�ラプヵΜオ十分

／幕末よ動乱棄オ新選組副長も

摂イィ鍋料理�仮づぞパ【ロめ身体オ仮��ぱ�だ“

ぱむ剣ゅ生で剣ゅ死カぺ男＼

／具ら根菜オ多�ゅぱべア＼発澗作用オ促びメΜメデ�唐辛子

土方歳三よ貨麗や�めゅ願や生

オ利用びィも保仮効珂て高�ぽむ＼冷ぢオ取ア除で身体オ芯づ

街オ描ど~武州石田村よ百姓よ

ァ仮�ィねもてめで�び~

子め＞ユΒツヅよ�ハ≦も呼り

／今怪らラプヵΜD�蛋白質オ豊富ゅ巌�＼ッΔハゾ�よ吸収

イべ土方歳三ら＼生来よ喧蚊好

ゅ�効珂的や＃はにもづゐよパ【ロ煮＆オ紹壊ぱ�び~

でも組織作アよ天性ゅ™ぽむ＼
浪人�百姓上アよ希ふ集�ゅび

さけとかぶのスープ煮

とやづぽべ新選組オ＼当時最強よ人関集団をも作アぜぬ＼己

167kcal≧1人分∞／央分 1.9g

�思ぞ及りやづぽべ波紋オ日本よ歴史ゅ投ひむ©ど~／
／元治元年六月よ池田乙事件威来＼京都ゅ血よ臼て降ィもね
ゥ＼必ぴ土方歳三よ振ィだ大業物和泉守兼定≧刀∞てぜぽ
べ~当時ら新選組よ�ぽも�得維や日」ぺぽべ~�てむ鳥丑
伏見よ戦ぞて始�ア＼薩長よ大砲ゅ白刃めぞゃカぺ新選組ら
無残ゅ破イ＼朝敵もやぽむ江戸を逃ぬよろィ~ぱづぱ＼剣ゅ
憑づイべ歳三ら＼剣ゅ導づイィ™だゅ廻津若松を＼函丸五稜
革をも戊辰よ戦場オ血め染�む©ど~
／ぞま�やてァ＼ぜべづ�ぷよ時代オ生でべづよ™だや登場
人物よ言動＼立ほ居振ィ舞ぞら緻密や調査ゅ嬉みぞべ�よめ
ぜア＼ぷよ文体ゅ思ェぴ™で込�イ＼最後�め允気ゅ読カめ

作

り

方

＄材料‥2人分¢

生ばに
づゐ
／ ぱ＼づゐら縦四ま
レΖホニΓ【
／
六ま恰アゅびィ~
ネΒヘ油
Ｍ. レΖホニΓ【ら小
Ｌ. はにらぷと切アゅ

／ 房ゅ分にむ固�ゅ ≧A∞≧威価∞
／ ©め＼水にオでィ~ 顆粒パ【ロよ素
央
Ｎ. 鍋ゅ油オ熱ぱむは
ねぱ�だ
／ にオ焼で＼はによ
牛乳
／ 色てづェぽべァ＼

ぱ�ぞ�び~若ぞ男性よ方やァ＼人生貫て変ェィづ�
大1切イ≧100g∞
100g
80g
大はひ1/2

~／

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／K.T.

編集後記
／勘は厳ぱど＼身よ縮�ィ今日ねよ頃めび~不況よ波ら未ぺ
衰ぢィ気配オ見ふむぞやぞ™だめ＼身�心�勘ぞ季節めび~

小はひ1/2
小はひ1/2弱
少」
ッホロ2/3

／ぷカや時ら背中�岸ど前づて�よ姿勢ゅやアてほ

~気持

ほ�依どやぽむぱ�ぞ�び~時ゅら＼維識ぱむ背筋オ伸り
ぱ＼勘空よ中オ歩ぞむ�むらぞづてめぱ�だづ~ぷぱむ架ゅ
帰ぽべァ＼ぜぽべづぞ院�物オ院カめ＼身体オ仮�むぜぬむ

／ づゐオ家ぢむ中箇め炒�ィ~全体ゅ油て怪ぽべァ＼水ッホ

どぺはぞ~健康的めび™≧笑∞~

／ ロ2/3＼Aオ家ぢむ允混ぶぱ＼づゐて柔ァづどやィ�め弱箇

／来年ねぷら＼ねよ＃病宇ぺ™ア＆ 年4怪よ季勧発行オ目

／ め煮ィ~

指ぱむ願張ア�びよめ＼ゃだづ蟹は��はぱど見守ぽむどぺ

Ｏ. 3ゅ牛乳オ注と＼煮立ぽべァ弱箇ゅぱむ味てやひ��め煮／

はぞ~

／ ィ~レΖホニΓ【オ家ぢ＼仮�ィ程度ゅ煮む箇オも�ィ~

／ぷイめら＼新年≧寅年∞て蟹は�ゅ

●●●

もぽむびりァぱぞ年めぜア�び™だゅ~

かぶは短時間で柔らかく煮え、消化がよくなり

�36号�めよユホデムΜユ【オ忌望は

ます。煮汁に胃粘膜を守る牛乳を加えて。

イィ方ら＼受付�めつ申ぱ出どぺはぞ~
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