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高木病院だより
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暑い夏がやってきます。熱中症対策はお早めに。
http://takagihp.jp/
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HOSPITAL

／約半年ゐアよ＃高木病宇
めら蛾ァてネホッ【日
ぺ™ア＆よ発勧もやア�ぱ
本女子代表＃やめぱね
べ〜44月よ予定て伸ろゅ伸
バ�ョΜ＆て大滑躍オ
ろむぱ�ぞ大変頴ァどつ待
見ふ＼決勝進出オ珂べ
べふぞべぱ�ぱべ〜はむ＼
ぱ�ぱべ〜結珂らズ�
今年よ梅臼ら例年ゅやど臼
Γッゅ22対55め破イ＼惜
て多ど＼撹地め水概て発生
ぱど�準優勝もやア�
ぱむぞ�び〜台風�早ぞ時
ぱべて＼殴煙びィ人全
棄づァ発生ぱむつア＼自然
むゅ夢も憾動オ与ぢむ
よ力よ大ではオ憾ひィ今日
どイべねもも思ぞ�
ねよ頃めび〜蟹は�らつ元
び〜／Θ【Δッホロ22連覇よ夢ゅら届で�ふカめぱべ
気めつ我のぱめぱ�だづ〜／ て＼改ぞやど全力オ出ぱ切ア＼最後�め戦ぞ抜ぞべ彼女べ
FFIIFFAA女子Θ【Δッホロ
ほゅ大でや拍手オ送アべぞも思ぞ�び〜

♣5月12日は看護の日♣

声て聞に＼少ぱぴま
めびて地稲ゅ浸透ぱ
むでむぞィ基ろオ実
憾ぞべぱ�ぱべ〜



／管護よ日もら＼国民よ
関ゅ管護よ心…助に合ぞ
よ心て茨ま™だムゼベΜ
ナ【Δよ誕生日ゅほやカ
め制定はイ�ぱべ〜


／高木病宇めら＼微力や
てァ＼地稲よ蟹は�ゅ少
ぱめ�広ど知ぽむぞべぺ
で＼社廻全体め考ぢむぞ
どでぽづにゅやイりも毎
年行ぽむつア�び〜



／＃継続ら力やア＆
÷ねイづァ�希ア添
だ暖づぞ管護よ心オ
持ぽむ＼助に合だ気
持ほオ伝ぢ＼蟹は�
よ基ゐつ企オ掛ぱ�
ゅ続にむ行でべぞも
思ぞ�び〜


≧管護助手‥広瀨＼

／の来宇はイべ崖来慣者
は�＼入���宇慣者は�ゅ恒
例よマセホハ�オロΕピΜ�はふむぞべぺぞべもねゥ＼＃今

草川∞

年�ぜアてもだ“＆＃管護よ日やカ�ょ＆やゃよ岐ぱぞつ
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♦♢♦願いをこめて♦♢♦

模様めぱべて＼蟹は�よ伎ぞら天ゅ届ぞべねもも思ぞ�び〜

／66月価旬づァ宇内撹所ゅ恒
例よ七夕飾���アて置づイ�ぱ
べ〜


／入���宇慣者は�＼の架族は
�＼の来宇よ方ゅ伎ぞ事オつ
書でぞべぺで短冊オどどアま
にむぞべぺで�ぱべ〜


／今年ら臼よ日て多ど＼77月77
日よ七夕よ日�ぜぞゅどよ臼

♦

院内感染対策は手洗い（手指衛生）から

／ねよ™だや宇内憾染オ予防びィべ�ゅら慣者は�づァ慣
者は�を＼ぜィぞら壱療パプホルづァ慣者は�をよ憾染源
よ伝播オ断ほ切ィねも
て重要や霞題もやア�
び〜



♦

／宇内憾染もら病宇内め発生ぱべ憾染症て入���宇慣者は�＼
の架族は�＼病宇パプホル等よ関め伝播≧めカる∞びィ≧広
てィ∞ねもオ言ぞ�び〜例ぢりゼΜルΔダΜノやゃてぷイ
ゅぜべア�び〜／



／憾染対策よ嬉本オ＃標
準予防策＆もぞぞ�び
て＼ねよ中め最�重要
やよて＃手洗ぞ≧手指
駅生∞＆めび〜薬用石
にカも流水ゅ™ィ手洗
ぞオ十分行ぽべ後＼水
気オ残はやぞ™だヰ【
ョ【プヂΔめ拭で取ィ
ねもて大切めび〜


／当宇めら宇内憾染対策為�廻つ™ろ憾染防止対策ベ【�
≧IICCTT∞オ設置ぱ＼宇内憾染防止ゅ努�むつア�び〜大切
やの慣者は�オ宇内憾染づァ守ィべ�ゅ今後�当宇よ宇内
憾染防止対策ゅの協力よ�ゃ™ゥぱどつ伎ぞぞべぱ�び〜

／益語め怨芸上手や人よねもオ＃hhaavvee  ggrreeeenn  ffiinnggeerrss≧緑
よ指オ持ま∞＆も言ぞ�び〜


／語源ら＼親指て
緑色ゅやィどァぞ
ゅ植物オぞひぽむ
ぞィもねゥづァ来
むぞィぷだめび〜



♠ テーブルヤシのお花 ♠
／ねねめ貫葉植物よつ
話オ÷〜マ【レΔ�ハ
ら比隔的茨む�びぞ貫
葉植物めび〜順調ゅ茨
まも33年程め＃菓＆て咲
で�び≧写真∞〜春先
づァ細ぞ枝よ™だや�
よて生ぢむでむ＼屋色
ぞ小粒よづェぞァぱぞ

／植物ら語アづに
やてァ＼允生懸命
世話オびイり＼ぷ
イゅ答ぢむ元気ゅ

菓オ咲づふ�び〜22×33週関程度め枯イむぱ�ぞ�びて＼ぷ
よ後ら毎年咲どもよねもめび〜



茨ぽむどイィもぞだねもやよめぱ�だ〜
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脂質違常症≧高脂血症∞
〜

脂質異常症とは？

〜

140㎎/dl以上

／£脂質違常症％らねイ�め£高脂血症％も呼りイむぞ�
ぱべて＼動脈硬佳額廻よツゼΒゼΜ魁梶�™訂ゅ伴ぞ診断名て
変更ゅやア�ぱべ〜


／脂質違常症もら＼血越中よLLDDLL≧圧玉∞ニΕパマΖ【Δ
��ΓトΓビΒゼ≧中性脂肪∞て我剰や状態�べらHHDDLL
≧善玉∞ニΕパマΖ【Δて少やぞ状態オぞぞ�び〜


／ぷよ中め�動脈硬佳も韓連て深ぞよらLLDDLLニΕパマΖ【
Δめび〜LLDDLLニΕパマΖ【Δて必要威上ゅ存在びィも血緩
ゅニΕパマΖ【Δて蓄積はイ動脈硬佳オ起ねぱ＼放置ぱむ
つども血緩て狭どやぽべア詰�ぽべアぱ�び〜ねイて心臓
め起ねィも狭心症�心筋梗塞ゅやア＼脳め起ねィも脳梗塞

高LDLコレステロール血症

LDLコレステロール
120〜139㎎/dl

HDLコレステロール

40㎎/dl未満

トリグリセライド
（中性脂肪）

150㎎/dl以上

〜

境界域高コレステロール血症

低LDLコレステロール血症

高トリグリセライド血症

脂質異常症を予防・改善する食事

〜

／脂質違常症よ予防…魁梶�™善ゅらユΒΜパよ™ぞ食事て大切
めび〜�ぴら食生滑よ魁梶�™善づァ始��ぱ�だ〜


／嬰動も組�合ェふイり33づ月めLLDDLLニΕパマΖ【Δオ1100
�程度減ァび効珂て棄待めで�び〜



ゅやア＼突然死ゅ至ィねも�ぜア�び〜


／血越中よLLDDLLニΕパマΖ【Δオ価ぬィべ�ゅら＼食事療
法＼嬰動療法＼薬物療法オユΒΜパ™ど行だねもて重要め
び〜



〜

血中脂質の種類

〜



〜

総コレステロール

血液中のすべてのコレステロール

LDL（悪玉）コレステロール

肝臓から身体の組織などにコレステロ
ールを運ぶ役目があります

HDL（善玉）コレステロール

余分なコレステロールを身体組織から
回収する働きがあります

トリグリセライド（中性脂
肪）

エネルギーとなります。食後は高くな
ります

〜

脂質異常症の診断基準（空腹時の値）

日常生活を見直しましょう

〜

／脂質違常症よ予防…魁梶�™善ゅら食生滑ぺにめやど日常生滑
全般オ見直びねもて大切めび〜


／嬰動ら�ΓトΓビΒゼ≧中性脂肪∞オ低価はふ＼HHDDLL
ニΕパマΖ【Δオ上昇はふィ働でてぜア�び〜短時関め�
毎日続にべ�だて＼効珂てぜア�び〜嬰動よ効珂て現イィ
�めゅら数Ο月づづア�び〜気長ゅ続に�ぱ�だ〜



運動療法

〜

無理のない軽度の運動

／維崖も知ァやぞ自分よニΕパマΖ【Δ値〜ねイ�めよ健
康診断結珂オ見直ぱむ��ぱ�だ〜



1日30分以上（できれば毎日）週180分以上
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☆おすすめ
☆
『ローマの休日  --  
11995533年  アメリカ映画

ひィヂ【Γ【…ヮロユ【Μよびんむてベ�【ヵΜト〜


／パヰゼΜ広場めズゼパデΓ【�オ食んィハ【Μ＼ワパョ
』                                          
よ22人乗アやゃ＼数」よ名場面オ生��ぱべ〜身分磯ぞよ
／大パプ【＼ヂ【Γ【…
恋オふまやど描ぞべパ�【Γ【ゅ洩響オ受にべも思ェイィ
ヮロユ【Μて誕生ぱべ記
瑛雅てねよ後数多ど作ァイ�ぱべ〜


念びんで作品〜


／新聞記者オ猿ひィよら＼トΕヌΓ【…ヰホデ〜竿督らゾセ
／Α【Ζホョ旅行中よズ
Γズ�…ΘゼΒ【〜ヂ【Γ【…ヮロユ【Μら本作め＼ズ
Μ黄女て＼付で人よ目オ
ッミヵ【主猿女優賞オ受賞ぱ�ぱべ〜


盗カめ＼Ζ【ヴよ骸ゅ11
／Βパ�ハ【ΜよズΜ黄女≧ヂ【Γ【…ヮホロユ【Μ∞
人もろ出び〜ぷぱむ＼ぷ
よビΓル÷＞BByy  aallll  mmeeaannss,,  RRoommee..  II  wwiillll  cchheerriisshh  mmyy  
ねめ知ア合ぽべ新聞記者
vviissiitt  hheerree  iinn  mmeemmoorryy,,  aass  lloonngg  aass  II  lliivvee..≦≧やカもぞぽむ
も恋ゅ落ほィ〜


�Ζ【ヴめび〜私らねねオ訪イべ思ぞ出オ允生大切ゅびィ
／身分オ羽ぱべ��＼新
ねもめぱ�だ〜∞も発言びィ人関ァぱは÷憾動的や名場面
聞記者よ彼もミ【�びィ
めび〜


ズΜ黄女〜ぷよ生で生で
／報ェイやぞ握＼ュホリ【ダΜめやどむ�＼ぷイめ�続
もぱべ表情＼ヅ�【�や
ぞむ行ど人生てぜア＼ぷイゅ立ほ向���づぽむぞどねもよ大切
わィ�ぞ÷ロΓΜビパ猿
はオ＼ねよ瑛雅ら教ぢむどイ�び〜／／／／／／／／KK..TT..

暇野菜／×穎養補給も同時ゅ彩ア�豊づゅ×


☆緩理穎養士／中原まづは☆



RReecciippee  nnoo..3322／つ好�野菜めリデΔパ


材

／


／ 私事めらのばぞ�びて÷〜ロΒΜプ【菜怨オ始�む��
ぱべ〜GGWW前ゅ植ぢべ苗てゃカゃカ大でどやア＼初“ヵメ
�ヴ�て収赫めで�ぱべ〜枝
豆�収赫めでィどァぞゅ膨ァ
カめぞ�び〜別め畑オぱむぞ
ィ母て＼気てまにり肥料オ与
ぢむどイむぞべア＼願丈ゅ支
柱オ立むむどイべア〜ぷよつ
づぬめ＼興味本惟め始�べ私
よ菜怨ゅ�ぞゥぞゥや暇野菜
て収赫めでぷだめび〜


／ 代表的や暇野菜ゅら＼で�
だア＼リ【ヴΜ＼ヌ【�＼や
び＼�ゾ�Ζニハやゃてぜア
�び〜濃ぞ＼らぽでアもぱべ
色よ野菜て特徴もぞぢ�び〜食欲�落ほィねよ季節＼ッΒ
ルΔやラプヵΜッΒ【ら食欲オ刺激ぱ�びぱ＼巌�イむぞ
ィ穎養素もぷよ効珂ら＼暇ゅゎぽべアも言ぢ�び〜次よΕ
ハリら暑ぞ暇め�＼野菜オはぽるア食んァイィ＃リデΔパ＆
めび〜



料（1回分）

酢

1カップ（200ml）

水

2カップ400ml）

砂糖

70g

塩

大さじ1

粒コショウ

5粒

お好みで

唐辛子（種を抜いて）

1本

野菜

お好きなものを

�ヂパパ�よ野菜／ で�だア／ ゅカひカ／ ぺぞねカ／ ヵメ
�ヴ�／ョロΓッ／ビΖΓ／ッΓルΒΘ【／やゃ


�漬にね�ラΜら煮沸びィやゃぱむ＼清潔や�よオ使ぽむ
どぺはぞ〜


�わべよぱぽづア閉�ィ容奇め�OOKKめび〜


11.. 野菜ら洗ぞ＼ッホ�ぱ�び〜ラΜゅぞイィやァ棒状ゅッホ
�びィも取ア出ぱ�びぞめび〜


22.. 野菜威崖よ材料オつ鍋ゅ入���イ＼允度箇ゅづに冷�ぱ�び〜
33.. ラΜゅ切ぽべ野菜オ入���イ＼冷�べリデΔパ越オ注と＼ル
プオ閉��び〜


44.. 冷蔵庫め允晩漬にね�りめでぜてア〜



／�5500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〜



Star Wars Episode VII / The Force Awakens…coming in Dec. 12th 2015 !

4

TAKAGI HOSPITAL NEWS

