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今年は厳しい寒さが予想されます。うがい・手洗いを忘れず、お身体を大切に。
http://takagihp.jp/
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関�やど22001133年�終ェアオ迎ぢ™だもぱむぞィ師走〜
勘気日増ぱゅまよア＼冷ぢ込�よ厳ぱぞ季節もやア�ぱ
べ〜
様」や出来事てぜぽべも思ぞ�びて＼�らア22002200年よ
第3322怪東京ヂΓΜリホデつ™ろ第1166怪ョΒΓΜリホデ競
技大廻招致ら未来オ明ィど照ァびメ�【パめらやぞめぱ
�だづ〜
4499歳威価よ国民ゅもぽむら初�むよ＼5500歳威上よ方ゅ
もぽむら再ろよ東京凱催〜11996644年よ第1188怪東京ヂΓΜリ
ホデら＼第1122怪東京ヂΓΜリホデオ予定ぱむぞやてァ戦
中戦後よ波よ中め実施ゅ至ァぴ＼ぷイづァ2200年よ時オ経
む凱催はイべ悲伎よヂΓΜリホデぺぷだめび〜
22002200年よ東京ヂΓΜリホデゅまぞむ�東日本大震災づ
ァよ復興よ允監もぱむよ役恰オ担ぞ＼宮城パプバズ�よ

敬老の日のお楽しみ会
…今年も笑顔がいっぱい
／99月1111日＼33劾ミゼΔ【�ゅつぞむ
恒例よ＃敬老よ日よつ掛ぱ�廻＆  て

行ェイ�ぱべ〜最初ゅ恒例よ県立四
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�ぱべ〜
ぞま�やてァ素晴ァぱぞ猿奏め＼日

使用�三陸皆玩よ聖箇ΓΕ【て予定はイむぞ�び〜
凱催�めよ道よアゅつぞむ＼景気よ不以定は�東日本
大震災オらひ�もぱべ大災
概づァよ復興＼パン【ボ芥
ゅつぞむよ暴力問題やゃ私
べほて向���で合ぽむぞづやに
イりやァやぞ霞題�ぜア�
び〜
凱催ゅ向���にべ力て原動力も
やア＼自信オ持ぽむ22002200年
オ迎ぢィねもてめでィ日本
ゅやぽむぞィねもゅ棄待オ
ぱべぞも思ぞ�び〜

頃よ練習よ成珂オ披露ぱむぞべぺで
�ぱべ〜慣者は�＼の架族は��掛
ぱど聞で入���ぽむつァイ�ぱべ〜
／™で続で中村照男は�ゅ＃ヂッΓ
ム＆よ猿奏も＃ヴバホデ＆オ披露ぱ

むぞべぺで�ぱべ〜ヂッΓム猿奏ら
年」上達ぱむつァイィ™だめ＼蟹は
�聞で入���ぽむつァイ�ぱべ〜ヴバホ
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デよ腕前�づやアよ�よめ＼笑企ぜ
わイィヴバホデハ�【オ披露ぱむぞ
べぺで�ぱべ〜／／／／／／／／／／
�べ女子額生づァ＃祝長寿＆も書づ
イべ手作アよ根付によロΕピΜ��
ぜア＼蟹は�憾激はイむつァイ�ぱ
べ〜ぷよ後ら＼蟹め禾オ禾ぽべア＼
ナ【�オぱべア＼掛ぱぞれももでオ
我のぱ�ぱべ〜
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やてァ＼管護師もぱむよ思ぞ�アよ
心オ憾ひ取ぽむ�ァぢべ™だめぱ
べ〜全�て管護師オ目指ぱむぞィも

体験学習…たくさん学びました
／1111月55日づァ88日�めよ44日関＼鈴
鹿市立神戸中額校よ生徒はカ44人て管
護体験額習ゅ�ぽむ来�ぱべ〜当宇
よ管護つ™ろ壊護指導者よ�も＼血

綾測定�検査やゃ＼慣者は�役も管
護師役ゅ分づイむ実際ゅ測定ぱべ

患者さまに寄り添い
…「看(み)る」「護(まも)る」
／1111月1144日＼東
京つ台場ゅむ行
ェイべ日本慢性
棄壱療額廻ビヵ
ム【ゅつぞむ
＃汚岳�メプΓ
Μトゅ™ィ慣者
緩理＆もぞだ内
容め＼当宇よ北村管護師長て講猿オ
行ぞ�ぱべ〜

リハビリ（理学療法士）実習生
若杉さん…毎日楽しく頑張って
います
／1111月1188日™アΓュラΓ実習めつ世
話ゅやぽむつア�び東皆壱療河額専
門額校理額療法河33年生よ若杉恵理子

めび〜ねイ�め44まよ病宇�施設め実
習オ経験ぱむでべよめびて＼高木病
宇よパプホルよ蟹は�ゅら実習生よ

ア＼救急車めよパ�Εホベ�【づァ
よワホを慣者はカよ遺動やゃ＼普
段経験びィねもてめでやぞねもオべ
どはカ体験ぱむぞべぺで�ぱべ〜血
綾測定よ際ゅら脈拍オ聞で取ィねも
て難ぱづぽべ™だめびて＼允生懸命
取ア組カめぞ�ぱべ〜�べ＼入���宇中
よ慣者は�も笑企め語ア合ぽべアぱ
／当宇めら現在＼長棄療養オ必要も
びィ壱療度…管護度て高ぞ重症慣者
は�オ多ど受に入���イむぞ�び〜入���宇
慣者は�よ内＼約1100�よ方て人工呼
吸奇オ装着はイ＼7700�よ方ゅ気緩切
凱≧気緩ゅ直接穴オ凱にッメ�【Ε
オ挿入���びィねも∞も酸素投与て行ェ
イむぞ�び〜

よねもめ＼ねよ体験額習め額カぺね
もて少ぱめ�つ役ゅ立むイりも思ぞ
�び〜ぷぱむ出来イり将来ら高木病
宇よ管護師ゅ‐●��〜／／／≧文‥田中

／ねよ™だや状況価めら＼慣者は�
よ状態オ常ゅ貫察びィねもて重要も
やア�びて＼夜勤時関帯やゃパプホ

ルよ少や
ぞ中めよ
管護…壊
護ら＼壱
療以全よ
面め�困
難もやぽむぞ�ぱべ〜ぷねめ＼現在
当宇めら入���宇慣者様よ6600�ゅ＃無線���
LLAANNハパマ�マΕ��Γハパマ�＆
オ導入���ぱ＼慣者は�よ状態オ2244時関
連続ぱむ把斡ぱやてァ＼希ア添だ
＃管護…壊護＆オ行ぽむぞ�び〜

私ゅ�優ぱど親ぱど接ぱむぞべぺ
で＼理額療法士よ尉藤先生＼南出先
生ゅ�様」やの指導オ頂ぞむ＼実際
ゅ慣者は�ゅべどはカ触イィもぞだ
貴重や経験オはふむぞべぺぞむぞ�
び〜前よ実習先めら毎日£早ど実習
終ェァやぞづやせ％も思ぽむぞ�ぱ
べて＼今怪ら毎日て掛ぱど＼逆ゅ額
校ゅ戻アべどやぞどァぞめび〜／／／／
／
私ら額生めびて＼関�やどズΒルチ
【よ允児よ母めび〜理額療法士オ目
指ぱべでぽづにら＼息子よべ�自分
よべ�可づ人も韓ェィ仕事オぱべぞ
もぞだ少」自分勝手や想ぞづァめぱ
べ〜ぱづぱ33年関よ額習�実習オ通ぱ
む理額療法士よ�アてぞもぷよ魅力
オ発見びィねもてめで＼理想もびィ
理額療法士オ目指ぱむ掛ぱど額んむ
ぞ�び〜自分よ選択ぱべΓュラΓロ
ΖトΒ�て慣者は�よ今後オ左卯び

ィ責任ぜィ仕事めぜア＼慣者は�允
人允人よ心身状態オ理快ぱ＼心オ通
ひ合ぞ＼慣者は�て以心ぱむ治療ゅ
取ア組�ィ存在ゅやアべぞも思ぞ�
び〜／／／／／／／／／／／／／／／／
ぷよべ�ゅら＼先ぴら来年22月末よ国
架試験ゅ合獲ぱやにイり‐●��〜ぷぱむ
次ら実習生もぱむめらやど理額療法
士もぱむ蟹は�ゅつ目ゅづづイィ™
だ願張ア�びよめ＼殴煙™ゥぱどつ
伎ぞぱ�び〜
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ΕΜ�ナΜ室づァよつらやぱ  ×ぷよ印×  CCTT編
放射線���技師／柴田幸司
〜／らひ�ゅ／〜

〜／雅像／〜

／高木病宇ゅ新ぱぞCCTT装置て導入���はイむ約11年て経ほ�
ぱべ〜実際ゅCCTT検査オ受にべ方�ぞィも思ぞ�びて＼�
もカゃよ方らCCTT検査もぞだ言葉オ聞ぞべねもらぜぽむ
�＼実際ゅら£CCTT検査ぽむ可オびィよ’％もぞだ™だや
疑問オ�ぽむぞィ方�少やどやぞも思ぞ�び〜ぷねめ�
やはカよ疑問オ少ぱめ�快消びィべ�ゅ＼ねねめ缶単ゅ
説明はふむぞべぺで�び〜

／撮洩はイべ情報オ�もゅ＼輪切アよ断面ぺにめやど＼
自由や断面よ雅像オ表示はふィねも�めで�び〜�べ＼
立体的や雅像�見べぞ部分ぺにオ表示はふィねもめ™ア
正角ゅ診断びィねもてめで�び〜

〜／CCTT検査もら／〜
／CCTTよ正式名称ら＼ニΜリ�【プ断層撮洩≧CCoommppuutteedd  
TToommooggrraapphhyy∞もぞェイ＼XX線���オ使ぞ体よ断面オ撮洩
ぱ＼体よ中よ様子オ調んィねもてめで�び〜

〜／原理／〜／
原理ら＼ワホオ動づぱやてァ＼XX線���オ発生はふィXX線���
緩球も反対側ゅぜィ検出奇て＼体よ周���易オ怪転ぱやてァ
撮洩オぱ�び〜≧高木病宇よCCTTら検出奇て1166個並カめぞ
ィねもづァ1166列ヴΔベパΒゼパCCTTも言ェイむぞ�び〜∞
ぷぱむ検出奇め得ァイべ情報オニΜリ�【プめ処理びィ
ねもめ雅像もぱむ表示はイ�び°ｱ／

〜／問題点／〜
／CCTT検査ら慣者はカゅもぽむ良ぞねもりづアめらぜア�
ふカ〜CCTT検査ゅ限ァぴ放射線���オ使ぽべ検査めら＼常ゅ被
りどよ問題て生ひ�び〜放射線���ら人体ゅもぽむ良ぞ�よ
めらぜア�ふカ〜
／ぱづぱ＼病気よ診断…治療オびィべ�ゅらCCTT検査オ巌
�べｑ線���検査ら大事や検査めび〜CCTT検査よ適殴ゅまぞむ
ら主治壱よ判断ゅ™ア行ェイ�びよめ＼以心ぱむ検査オ
受にむどぺはぞ〜

〜／検査／〜
検査らワホゅ寝む＼撮洩よ時ゅ少ぱ息オ止�ィぺに
め出来ィよめ＼つやづやゃよ広ぞ範易よ検査�数分め終
ェア�び〜
�べ＼必要ゅ殴ひむ造洩剤オ血緩ゅ注射ぱやてァ撮洩
びィねもめ＼™ア詳ぱど体よ内よ様子オ検査びィねもて
めで�び〜
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つびび�CCIINNEEMMAA    ＃最強よわべア((UUnnttoouucchhaabbllee))＆  

�上価＼文額的や廻話も価ャプ〜ぱづぱ＼わべアも�偽善
22001111年  ルΒΜパ瑛雅／／／／／
／ オ憎�本伽め生でィ姿勢ら同ひぺぽべよめび〜互ぞオ受に
入���イ始�べわべアよ毎日ら＼ΘデΘデびィ冒険ゅ変ェア＼
22001111年よルΒΜパ瑛雅最大よ
ヨホ�もやぽべ作品めび〜／／／ �【�ズゅ富カぺ最強よ友情て生�イむぞで�び〜
憾動�よ瑛雅ゅぜアてほや£泣づふ％猿出らぜア�ふカ〜
ョΓよ豪邸ゅ住�大富豪ルセ
ぷぱむ＼実話てワ【パやぺにゅ＼特別ゅΒヴベホデや展
Γホロ〜事故め首づァ価て麻
凱てぜィ訳め�無ど＼寄跡�ゃカめカ返ぱ�無ど主役22人
痺ぱべルセΓホロら自身よ壊
よ日常オ淡」も描ぞむぞ�び〜
護者選ろよ面接めパΒ�骸出
ュΓゾホ瑛雅よ様や派手や猿出�大袈裟や伽掛�無ど＼
身よ無職よ黒人青年Γパゅ
全体オニ�ミセプホベめぜぽはアも描でまま＼爽�づや憾
出廻ぞ�び〜他人づァよ同情ゅゾΜノΓぱむぞべルセΓホ
動も余迂オ残ぱむどイィ＼ぷカや作品めぱべ〜
ロら＼不採用よ証明書め�ァぢィ失業手当ぺにて目的よ
／人生らねカやゅ�予測不寡能め＼ねカやゅ�鈎根てや
Γパオ採用びィねもゅぱ�び〜  可�づ�て正反対よわべ
ど＼ねカやゅ�心て躍ア＼ねカやゅ�笑ぢむ＼最後ゅ涙
ア〜  ぷよ日づァ相入���イやぞわべまよ世芥よ衝突て始�ア
て‐●��ひェアもぜわイィ瑛雅めび〜／／／／／  ／／／KK..TT..
�び〜デΒハホデもヨホロヱホロ＼高級パ【ボもパゾタホ

大根よ消佳酵素て亥腸よ調子オ整ぢィ
⑲ゐアゅ熱湯オづに臭�取アオび
ィ〜
大根オ切ア�ェァづどやィ�め煮
ィ〜≧�米よもと汁め煮む�™ぱ〜
水＼分量崖∞
⑳�よ調味料オ鍋ゅ入���イ＼混ぶやて
ァ煮立べび〜
�鍋ゅゐアよ皮よ�だオ価向���でゅ入���
イ＼55分�ゃ煮込�＼れぽどア返ぱ
む＼はァゅ55分�ゃ煮込�〜
�箇て通ぽべァ大根オ入���イむプΕオ絡�ィ™だゅ55分�ゃ
煮込�＼プΕオゐアも大根ゅパロ【Μめ可度づづに＼もゥ
【アぱむでべァ寛成〜
／ぷよ��置ぞむつども味て染�むぞぞ色ゅ“

大根ら勘はめなカも看はて増ぱ＼冬よ�メ�】ゅ欠づふや
ぞ素材もやぽむぞ�び〜大根よ根よ部分ゅら＼めカゑカよ
消佳酵素て多ど巌�イむぞィべ�＼食物よ消佳オ助にィも
も�ゅ腸よ働でオ整ぢむどイィ効珂てぜア�び〜�べ＼大
根よ辛�成分ゅら亥越よ分泌オ高�む消佳オ促進びィ働で
て認�ァイ＼亥ゅもぽむ�心強ぞ味方めび〜
／ 大根よ穎養素もぱむ豊富やラプヵΜ�ら表面よ皮よ�だ
て中心部™ア22倍�多ど巌�イむぞィよめ＼でイぞゅ洗ぽ
む皮のも食んィねもオヂパパ�ぱ�び〜
／ 私よ場合＼歯のべぢてぜィよめ＼皮よ部分ぺにオでカゎ
ァゅぱべアぱ�び〜茎�葉よ部分�穎養豊富めび〜葉まで
オ手ゅ入���イべ際ら葉�捨むぴゅ＼汁�よよ実�炒�物やゃ
ゅ入���イむ�つぞぱぞめび™“≧緩理穎養士／中原まづは∞

RReecciippee  nnoo..  2288      ゐア大根≧11人分  227755kkccaall∞
�ΘΜンゼΜ�ズユゼパ／
大根保存よニボ
／ 茎�葉オまにべ��保存びィも＼大根よ水分て茎�葉ゅ
吸ェイ＼�ぴ�ぴぱはオ失ぞてほゅやア�び〜購入���後ら茎
オびなゅ落もぱ＼新聞紙ゅ包カめ冷蔵庫よ野菜室を保存ぱ
む価はぞ〜

  材料44人分／／調理時関3300分
ゐア
大根
�ぱ�だ©
��アカ
�らほ�まoorr砂糖
�水oorr料理酒

Ｏ切
Ｌ//Ｏ本
大はひ44
大はひ22
大はひ44
5500cccc

編集後記
／来年((22001144年))ら22月ゅΖハズよフベめ冬季ヂΓΜリホデて＼66月ゅらレΒバΔめネホッ
【よFFIIFFAAΘ【Δッホロて凱催はイ�び〜選手べほて真剣ゅ競技ゅ打ほ込�姿ら＼常ゅ
私べほゅ憾動も興奮オ与ぢむどイ�び〜蟹はカ＼殴煙びィ選手ら誰めびづ’／／／／／／／
／
個人的ゅら‐●��真旺ほ�カ‐●��願張ぽむ欲ぱぞめび〜め�＼余計やロΕホハ�【ら�にべどや
ぞめび™ょ〜日本もぞだ国らぷよ辺アてもむ�価手めびづァ‐●��〜静づゅ＼興奮オ心ゅ秘�
やてァ見守アべぞ�よめび〜
／�4466号�めよBBaacckk  NNuummbbeerrオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜当宇ヱ【�ヰ
【バめ�BBaacckk  NNuummbbeerrオ見ィねもてめで�び〜
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