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～　ごあいさつ　～
／気仮＼天候も�ゅ不以定や日」て続ぞむぞ�びて＼中ゅら勘

暖よ差ゅ身体てまぞむ行どねもて出来ぴゅ体調オ崩はイべ方�

ぞァぽぱ�ィよめらやぞめぱ�だづ~

／勘暖よ差ゅまぞむぞにやぞよら私べほりづアめらやど＼野菜

�珂物もぞぽべミΓド【�や植物�洩響オ受にむぞィ™だめ＼

稀少ゅやぽべア＼値段て高騰ぱべアぱむぞィよて目ゅまで�

び~ねイづァ暇ゅ向にむ実オまにィ珂物ゅ�洩響て出むぞィも

づ~／ぷイめ�＼25↓近ぞ春よ陽気づァ允夜明に＼氷点価近

ど価てア吹雪ゅ見舞ェイィもぞぽべ韓東地方よメ�【パオ目ゅ

びィも＼ねね高憶町周辺ら比隔的何�づゅ春オ迎ぢむぞィよづ

�ぱイ�ふカ~

／ぷカや不以定や気候よ中＼今年�ぜほァねほァめ満凱ゅ咲づ

ふべ桜ゅ実直はも力強はオ憾ひ�ぱべ~満凱ゅやぽべづも思ぢ

り＼ぜぽもぞだ関ゅ桜吹雪もやィ様子ら儚ど�見ぢ�びて＼来

年�だ允怪ア大でどやぽむ＼満凱ゅ菓オ咲づふィべ�＼新緑ゅ

咽イィ様子ら頼�ぱぞ�よめび~

／ねよ春進額ぱべ子供べほ＼新社廻人もやぽべ若者べほて＼Ｌ

年Ｌ年成長ぱやてァ精允杯生でィ桜よ木よ™だゅ成長ぱむどイ

ィ™だ私べほ大人ら仮づぞ気持ほめ見守ぽむぞでべぞめびょ~

／昨年よ11月1日™ア＼高木病宇は�よ事務オ担当びィねもも

やア�ぱべ＃メベゼ額丸＆も申ぱ�び~

／早6づ月目ゅ入ゥ

だもぱむぞ�びて＼

毎日毎日て勉強め＼

�ぺ�ぺ蟹は�ゅ

らの迷惑オつづに

ぱむぞィづも思ぞ

�び~

／蟹は�ゅの指導

ぞべぺでやてァ＼

／4月1日~＃春オ探ぷだ＆オマ【ヴゅつ菓見よゼワΜ�て凱

づイ�ぱべ~

／毎年＼入宇慣者は�もの架族は�ゅ＼近どよ高憶公怨�め

足オ演りぱむぞべぺぞむよつ菓見て恒例行事もやぽむぞィよ

めびて＼残念やてァねよ日ら気仮�低ど＼風�ぜぽべねもづ

ァ＼崖めつ菓見オびィねもてめで�ふカめぱべ~崖ゅ出ァイ

やぞ代ェアゅ＼ミゼΔ【�オ敷地内よ桜�菓桃やゃもぞぽべ

春よ菓め飾ア＼つ菓見オ掛ぱ��ぱべ~

／参家者全�め春よ訪

イオ憾ひやてァ＃はど

ァはどァ＆やゃよ禾オ

禾ぽべア＼ベ【�ゅ分

づイむ恰ア箸ゅ通ぱべ

輪オΓΕ【ぱむぞど

＃ΓΕ【ナ【�＆め白

熱ぱべア＼菓オ背景ゅ写

真オ撮ぽべア÷も大盛ア

上てア~ミゼΔ【�ら桜

™ア�素敵や笑企め咽イ

むぞ�ぱべ~

／毎日＼病気も闘ぞ＼苦

ぱぞ治療オ続にむぞァぽ

～　お花見、楽しかったよ(^^)　～

☆☆　受付事務が新しくなりました　☆☆

＃メベゼ額丸＆よパプホルよ�やはカ

1日�早ど＼以心ぱむ来宇ぱむぞべぺにィ™だ努�む�ぞア�

びよめ＼今後も�™ゥぱどつ伎ぞぞべぱ�び~

／4月1日づァら診療報酬よ允部魁正�行ェイ＼窓口めよつ支

払金笠�明細書発行やゃて允部変更ゅやぽむつア�び~

／の不明や点＼つ気みでよ点やゃてのばぞ�ぱべァつ声オづ

にどぺはぞ~

ぱ�ィ慣者は�ゅ＼�カよれも時病気オ忘イむ掛ぱカめぞべ

ぺにべよめらやぞづも思ぞ�び~管護…壊護ゅ当べィ蛾」�

ぷよ笑企ゅ元気オぞべぺどねもてめで�ぱべ~



／5月12日ら管護よ母めぜ

ィムゼベΜナ【Δよ誕生日

ゅ©カめ＼＃管護よ日＆も

はイむぞ�び~当宇め�毎

年＼＃管護よ日＆よゼワΜ

�オ行ぽむつア�びて＼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＼ヲΒ

／／／／／／／／／／／／／／／／／Μマセズよ方ゅ作ぽむ

／／／／／／／／／／／／／／／／／ぞべぺぞべンドホ�／

／／／／／／／／／／／／／／／／／マセホハ�入イ≧素晴

／／／／／／／／／／／／／／／／／ァぱぞ出来瑛ぢめび∞

／／／／／／／／／／／／／／／／／もマセホハ�允箱オロ

／／／／／／／／／／／／／／／／／ΕピΜ�ぞべぱ�ぱ／

／／／／／／／／／／／／／／／／／べ~

／／／／／／／／／／／／／／／／／／入宇慣者は�ゅら＼

／／／／／／／／／／／／／／／／／ヴトッホロオつ配アぱ

／／／／／／／／／／／／／／／／／�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~
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～ ♪桜咲くころ♪ ～
／当宇よ療養病棟≧壱療療養病棟∞ゅ入宇はイべ場合＼入宇費

用もぱむ入宇嬉本料オ請求はふむぞべぺぞむつア�びて＼ねよ

入宇嬉本料ら慣者は�よ状態ゅ™ア壱療区分≧慣者は�ゅ行ェ

イむぞィ治療よ種類ゅ殴ひべ区分∞つ™ろADL区分 

≧Activities of Daily Living‥日常生滑動作もぞぞ日常よ生

滑能力よ程度オ表ぱ�び∞づァ判定はイ�び~

／ねイ�め＼ねよ入宇嬉本料ら最�壱療≧治療∞よ度合ぞよ高

ぞ壱療区分Aづァ最�低ぞE�めよ5段劾ゅ分にァイむぞ�ぱべ

て＼本年4月よ魁正ゅ™ア更ゅ細づどAづァI�めよ9段劾ゅ分

にァイ�ぱべ~ねイゅ™ア＼従来ゅ比ん＼™ア慣者は�よ状態

ゅ合致ぱべ適切や評夏てやはイィ™だゅやア�ぱべ~

／入宇嬉本料ら慣者は�よ入宇費よ9恰威上オ占�＼慣者は�

よ治療オ継続ぱむぞど上め非常ゅ重要や原資もやア�び~

／当宇めら＼今後�で�細�づや壱療オ提供びィべ�ゅ入宇慣

者は�よ病態オ的角ゅ把斡ぱ＼ぷよ病態ゅ殴ひべ適切や壱療

≧治療∞オ行だべ�＼允層よ努力オぱむぞど所存めび~／

～　入院費（入院基本料）について　～

~　ひっちゃん＆ときちゃんの情熱大陸　~

／今話題よパリΓベ�ズΔパンホ�オ体験ぱむで�ぱべ~地元

もぞだねもめの存知尉勢神宮めび~

／�やはカ＼尉勢神宮よ正式や参拝順序オの存知めびづ’�

ぴ＼崖宮＼次ゅ内宮参拝て嬉本めび™≧地元よ人ゅもぽむら当

べア前づや∞~

／允歩足オ踏�入イべぺにめ憾ひィヴゼムパゼヂΜ~ねよヴゼ

ムパゼヂΜゅ包�イむ参拝ぱむぞイり身�心�清�ァイ日頃よ

パ�Εパ�吹ぽ飛カめぱ�ぞ�び~

／神宮よ中オ流イィ五十

鈴川＼宮川水系よ允級稼

川めび~皇大神宮よ御手

洗場≧�べァぱ∞め�ぜ

ア＼必ぴ手オ清�むどぺ

はぞ~

／尉勢神宮もぞぢり＼

＃内宮◇つづぬ襖町＆て

思ぞ浮づゐも思ぞ�びて＼

崖宮ゅぜィ勾玉池≧�て

べ�ぞに∞オの存知めび

づ~羽イべ癒ぱパンホ�

もやぽむぞ�び~

／つ��ぬゅぷよ勾玉池

ゅほやカぺ勾玉御守ア＼

勾玉ャホデΕパやカむぞ

づてめびづ~

五十鈴川

勾玉池≧�てべ�ぞに∞

～　5月12日は看護の日　～

／病宇中庭よ桜て今年�満凱もやア�ぱべ~年」感�大でどや

／／／／／／／／／／／／／／／／ア＼大小様」や鳥べほて菓

／／／／／／／／／／／／／／／／よ蜜オ吸ぞゅ�ぽむで�ぱ

／／／／／／／／／／／／／／／／べ~／／

／／／／／／／／／／／／／／／／／べぽべ允本よ桜よ木めび

／／／／／／／／／／／／／／／／て＼当宇自慢よよハΜヲΔ

／／／／／／／／／／／／／／／／ボΓ【めび~
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疥癬とは…

／疥癬≧scabies:パッラ【∞ら蛛形綱目≧ぱ�にぞねだ�ど∞

ヘメ目ゅ属びィ疥癬虫＼別名ヨピΜヘメ≧Scarcoptes 

scabiei∞てヨ�よ皮膚郭質＼表皮内ゅ希生ぱむ起ねィ憾染症め

び~激ぱぞ痒�て特徴よ伝染性皮膚疾慣め＼直接接触びィねも

ゅ™ア＼ヨ�づァヨ�をも憾染ぱ�び~ヨピΜヘメらッ【ヰホ

��畳やゃゅ生息ぱむぞィゼダヘメ＼ベΓヘメ＼山歩でオぱむ

ぞむ刺はイィヴヘメやゃもら別よ�よめび~

疥癬の歴史…

／疥癬ら日本めら古どづァ西日本オ中心ゅ�ァイ＞れぶカ≦

やゃも�呼りイ�び~仮泉よ効能ゅ＃皮膚病＆もぜィよら＼硫

屋≧ぞつだ∞成分ゅ弱ぞヨピΜヘメオ退治びィべ�め＼江戸時

代よ皮膚病よ半数ら疥癬≧づぞふカ∞ぺぽべねもづァ＼べどは

カよ人て湯治≧もだひ∞ゅ行ぽべもはイむぞ�び~幕末よ志士

�ねイゅ悩�はイべぷだめび~第二次世芥大戦直後よ大流行め

ら＼皮膚河崖来よ2×5恰オ占�むぞ�ぱべ~昭和50年頃づァ

再ろ疥癬よ蔓演て始�ア＼近年めら高齢者�壊護者めよ発症て

目立ほ始�＼社廻問題佳ぱむでむぞ�び~

疥癬の形態および生物学…

／疥癬虫よ雌成虫ら体長約0.4mmめ雄らぷよ約2/3め��小は

ど＼づゥだひむ肉翫め角認めで

ィ程度めび~

／皮膚ゅ付着ぱべ疥癬虫ら郭質

融快物質よ分泌ゅ™ア©ぽどア

も郭質内ゅ侵入ぱ＼1日2mm

程度遺動ぱ＼疥癬�ΜャΔオま

どア�び~

交尾ら雌よまどぽべ�

ΜャΔ内め行ェイ�

び~雌ら4×6週よ寿

命よだほゅ1日1×2個

よ卵オ産�続に�び~

3×4日め孵佳ぱべ幼

虫ら＼新べや�ΜャΔ

オまどアぷねめ若虫

もやア＼ぷよ後脱皮

オ繰ア返ぱべ後ゅ約2週関め成虫もやア�び~

／宿主≧病宇やァヨ�∞オ離イべ疥癬虫ら冠燥ゅ弱ど＼湿度

90�…仮度12↓よ好条件価め�2週関ぱづ生でァイ�ふカ~熱

ゅ�弱ど＼50↓＼10分関め死滅ぱ�び~卵ら冠燥状況め�1週

関ら憾染性てぜア�び~

疥癬（かいせん）ってどんな病気？ 感染経路は…

／直接経路もぱむ慣者皮膚もよ接触ゅ™ィ憾染＼関接経路もぱ

む寝具＼ΓャΜ類＼壱療機奇＼壊護用具等オ壊ぱべ憾染て考ぢ

ァイ�び~ぷよ後＼壱師…管護師…壊護者やゃよ壱療従事者＼

同室慣者は�＼慣者架族は�＼見舞客は�等オ壊ぱむ憾染て核

大ぱむぞど寡能性てぜア�び~

その症状は…

＊通常疥癬＠

／初憾染よ場合＼1×2ッ月関よ潜伏棄関オ経む発症ぱ�び~允

般ゅ強ぞ掻痒憾≧づ©�∞オ伴ぞ＼特ゅ夜関ゅ増強びィべ�不

眠オ伴だねも�ぜア�び~皮疹ら威価よ3種類＼①腹部＼大腿
部＼胸部＼上腕前腕屈側ゅ散発びィ赤ぞ小丘疹＼②崖烏部＼腋
窩＼肘頭ゅ好発びィ赤且色よ小豆大よ結節≧疥癬ゅ比隔的特徴

的∞＼③指関部＼手掌ゅ好発ぱ＼疥癬虫よ遺動ゅ™ア小水疱＼
小膿疱て線状オ呈びィ＞疥癬�ΜャΔ≦≧疥癬ゅ最�特徴

的∞ゅ分にァイ�び~

＊郭佳型疥癬≧ヤΔゾタ【疥癬∞＠

／ヨピΜヘメよ数て100万

×200万匹≧通常疥癬ら数

十匹∞もはイ＼極�む強ぞ

憾染力オ持ぽむぞ�び~

郭質増殖て著ぱど＼痒�て

無ぞ場合�ぜア�び~

感染防止対策とその治療…

／憾染防止対策もぱむら最�大事やねもら＼慣者は�づァ慣者

は�をよ伝播オ最小限ゅ留�ィねもめぜア＼ぷよ壊在者もやア

得ィ壱療従事者≧壱師…管護師…壊護者やゃ∞＼同室慣者は

�＼慣者架族は�＼見舞客は�やゃて憾染よ伝播オ手助にぱむ

ぞィ寡能性てぜィもぞだねもオ理快びィねもめび~／

／健常者て短時関接触ぱべ程度めら＼憾染びィ寡能性ら非常ゅ

少やぞめびて＼抵抗力�免閲力よ低価ぱべ慣者は�ら容胃ゅ憾

染ぱ�び~従ぽむ＼疥癬慣者は�て発生ぱべ場合らぷよ憾染経

路オ断ほ切ィべ�ゅ原則もぱむ個室岳離オ行ぽむつア�び~

／�べ薬物療法もぱむゼワΔ�デベΜ≧商品名‥パ�Ζ�デ

�【Δ∞よ内服もヂゼΒホデパ軟膏も以息香酸ワΜバΔよ崖用

オ併用ぱむ治療オ行ぽむつア�び~

【ノルウェー疥癬】



／／／／／／／／／／／／／1990年暇＼ズ�ΒΜプよ大額オ

／／／／／／／／／／／／優秀や成績め卒業ぱべ22歳よデΓ

／／／／／／／／／／／／パ≧ダヵ【Δ…ュ【ハ�∞ら将来

／／／／／／／／／／／／を棄待オ希ふィ架族�貯金�投ぬ

／／／／／／／／／／／／打ぽむ＼中古よヘホ�ネΜめ自由

／／／／／／／／／／／／オ手ゅ入イィべ�よ放浪よ旅ゅ出

／／／／／／／／／／／／ィ~�てむぷよ握車はぢ�乗ア捨

む＼ズΓブムづァッΓルチΔメズ＼ネゾパヘニプをもべぽべ

允人め遺動オ続に＼途中＼忘イ難ぞ出廻ぞも別イオ繰ア返ぱ

む行ど~文明ゅ毒はイィねもやど自由ゅ生で™だも決維ぱべ

彼て最終的ゅ目指ぱべよら遙づ北＼ズΒパッよ荒野ぺぽべ~

／労働もヨホベュゼデオ繰ア返ぱ＼ズ�ΓッづァズΒパッを

も北上~ズΒパッ山脈よ人気よやぞ荒野をも分に入ア＼捨む

ァイべユパよ車体オ拠点ゅぷねめ

よ生滑オらひ�ィ~

／びんむオ捨むズΒパッをも放浪

よ旅を出べ裕福や青年よ心よ軌跡

オ描ぞべ人関�Βヴ~ハ�【Μ…ヰΜて竿督オ務�＼原作ら

冒険架バ�Μ…デΒッΘ【著よヤΜルセデハ�Μ小説£荒野

を％~前途有望や未来オ捨む自由オ選択ぱべ青年オ猿ひィよ

らダヵ【Δ…ュ【ハ�~

／青年て足オ踏�入イむぞど＼美ぱど�厳ぱぞズ�Γッよ大

自然よ瑛像�綾堪~

／最後よ最後ゅ彼て残ぱべ言葉£Happiness only real when 

shared≧幸ふもら誰づも分づほ合ぽむねぷ現実よ�よもや

ィ∞％÷ゅ可づオ憾ひむぞべぺにイり~／／／／／／／K.T.
Ｌ. べによね≧ズデゆで済�よ�よ∞ら＼姫皮ら千切ア＼先端

／  部ら縦ゅ薄切ア＼ぷイ威崖ら細切アゅびィ~人参＼≧油抜

／  でぱべ∞油揚ぬ�細切アゅびィ~

Ｍ. 洗米ゅぱ�だ©＼酒＼�アカ＼央オ入イ＼Ｎ合よ目盛ア�

／  め出ぱ汁オ足び~

Ｎ. べによね＼人参＼油揚ぬオ米よ上ゅ載ふむ炊ど~

編集後記

★栄養士からのおすすめレシピ～第19回★
緩理穎養士／和田まづは

／3月1日づァ穎養河めつ世話ゅやぽむつア�び和田まづはめ

び~�ぺ�ぺ力不足めの迷惑オつづにびィねもて多」ぜィも思

ぞ�びて＼™ゥぱどつ伎ぞ致ぱ�び~

／春ら＼新ひ�て＼新玉ょと＼べによねオ始�＼つぞぱぞ�よ

てべどはカぜィよも＼野球よ凱幕めゾヅゾヅぱむぞ�び~
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イントゥ・ザ・ワイルド
Into the Wild
'07　米
主演　エミール・ハーシュ
監督　ショーン・ペン

　筍ごはん 

…白米÷÷÷÷÷÷÷÷÷3合

…べによね÷÷≧正味∞250g

…ゅカひカ÷÷÷÷÷÷30g

…油揚ぬ÷÷÷÷÷÷÷1枚

…ぺぱ汁÷÷÷÷÷÷÷適量

…ぱ�だ©÷÷÷÷÷大はひ2

…酒÷÷÷÷÷÷÷÷大はひ2

…�アカ÷÷÷÷÷÷小はひ2

…央÷÷÷÷÷÷÷÷小はひ1/2

  作　り　方

／春らぞゥカや事よ始�アよ季節~今怪�37号づァ4づ月も

ぞだ≧�ぴァぱど∞正ぱぞ関岳めよ発行もやア�ぱべ~早ど

�澗り�どァぞよ日�ぜア＼初暇オ憾ひべア�ぱ�び~乙崖

をつ出づによ際ゅら＼帽子�日焼に止�めよ紫崖線対策オ心

てにむどぺはぞょ~

／次怪ら暇頃よ発行オ目指ぱむ願張ア�びよめ＼ゃだづ蟹は

��はぱど見守ぽむどぺはぞ~�37号�めよユホデムΜユ【

オ忌望はイィ方ら＼受付�めつ申ぱ出どぺはぞ~

●●●
スナップえんどうや菜の花、さやえんどうなどを仕
上げに飾っても春らしくてきれいです
是非おためしください♪

　材　　料 

CINEMA☆シネマ


