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インフルエンザが大流行しました

TAKAGI HOSPITAL NEWS

…

我かくす

マスクの下の

大あくび

http://takagihp.jp/
TAKAGI
HOSPITAL

ー

ご挨拶

ー



／予防もぱむらΘデベΜ接種て推奨はイ�びて＼ねイ�
110000%%予防めでィェにめらぜア�ふカ〜手洗ぞ＼だてぞ＼
ヴパデよ着用＼はァゅ流行棄ゅら人混�オ避にィ等ぱむ出
来ィ限ア憾染よ機廻オ減ァびぱづぜア�ふカ〜


／今ハ【ヒΜら＼蛾」
壱療機韓側�ぷよ対
策ゅ追ェイ＼面廻制
限等めの架族は�ゅ
ら大変の迷惑オつ�
にぞべぱ�ぱべ〜


／ねイづァ�蟹は�
よつ役ゅ立むィ情報
提供オ随時行ぽむぞ
で�びよめ＼つ時関よぜィ方ら＼当宇ヱ【�ヰ【バオの覧
どぺはぞ〜



／つ待べふぞべぱ�ぱべ〜第5588号よ発勧めび〜


／ぷねづぱねゅ緑て駕吹で＼爽�づや風て心地™ぞ季節も
やア�ぱべ〜小はど寡握ァぱぞ新入���生�＼初」ぱぞ新入���社
�オ見づにィも思ェぴ笑企ゅやィ今日ねよ頃めび〜


／蟹は�つ身体よ調子らぞづてめぱ�だづ〜


／はむ＼今ハ【ヒΜらゼΜルΔダΜノて大流行ぱ�ぱべ〜


11月中旬づァ慣者数ら急激ゅ増家ぱ＼憾染者ら我去最多も
よねもめび〜


／今ハ【ヒΜら＼特徴もぱむAA型もBB型て��同時ゅ流行
ぱむつア＼ぷイて憾染者数よ増家ゅ繋てぽべも考ぢァイ�
び〜例年めぜイり＼先ぴAA型て流行ぱ＼ぷよ後BB型よ流行
もやア＼22週関程め収束もやィよめびて＼今ハ【ヒΜら流
行棄関て長棄関もやア＼44週関程続で�ぱべ〜



／来年��べ素晴ァぱぞ菓オ咲づふむどイィねもめぱ�だ〜
蟹は��つ時関てぜイり＼の覧どぺはぞ〜


／ぷぱむ＼ねほァら
崖来待合よダΕワ【
プ卯ゅ飾���ァイべプヰ
パ�Γ【〜桜よつ菓
見オぱやてァ飛ろ跳
ょィゾネテべほてや
カも�寡握ァぱぞめ
びょ〜


／今怪�崖来慣者は
�ゅヲΒΜマセズめ
作ぽむぞべぺで�ぱ
べ〜／


／本当ゅ素晴ァぱぞ出来瑛ぢめ＼ぞま�憾動オ与ぢぞべぺ
ぞむつア�び〜

🌸   桜満開みんなでお花見  🌸 


／今年ら全国的ゅ桜よ凱菓て早ど＼当宇中庭よ桜�例年™
ア22週関�ゃ早ど満凱もやア�ぱべ〜／


／何�づや天気て続で＼見所
よ棄関�例年ゅやど長づぽべ
™だめび〜


／昨年剪定オ行ぽべべ�＼若
患小ゐアもやア�ぱべて＼ぷ
イめ�元気ゅ美���ぱぞ菓オ咲づ
ふ�ぱべ〜来宇はイべ慣者は
��＼入���宇慣者は�よ目オ掛
ぱ�ふむどイ�ぱべ〜


／今ら葉桜もやア�ぱべて＼
ぷよ青」も繁ィ姿��べ見殴
ぢてぜア�び〜



1

TAKAGI HOSPITAL NEWS

♦  リハビリテーションって？  ♦


ー  理学療法士

伊藤昌明  ー



／病気やゃゅ™ぽむ失ェイべ＼ぜィぞら減少ぱむぱ�ぽべ
能力オ出来ィ限ア魁梶�™善はふィねもて目的め行ェイィよてΓ
ュラΓマ【ハ�Μ壱療めび〜慣者は�＼の架族は�＼理額
療法士＼管護師＼フ【ハ�ΔΘ【ッ【オらひ�もぱべ＼様」
や職種て韓ェィベ【�壱療めび〜  


／最近めら＼世関允般ゅΓュラΓマ【ハ�Μよ重要性てズ
リ【Δはイむつア＼ΓュラΓマ【ハ�Μ壱療よ効珂オの存
知よ方�増ぢむで�ぱべ〜


／壊護ゅ頼アでアめらやど＼めでィぺに自立ぱべ生滑オ送
ィべ�ゅら＼能力オ低価はふやぞねも＼低価ぱべもぱむ�
�だ允度取ア戻び努力オびィもぞだ＃ΓュラΓマ【ハ�Μ
前置主義＆て取ァイィんでぺも考ぢ�び〜


／ΓュラΓマ【ハ�Μオ行ェやぞ場合＼病気ら治ぽべて動
にやどやぽべもぞだ廃用症候群≧動づやぞねもめ起ねぽむ
どィ筋力低価＼便秘＼骨粗鬆症＼低血綾＼ユΒΜパ憾較よ
低価＼持久力低価＼褥瘡§ｴ認知症やゃよ症状よねも∞オ発
症ぱ＼在宅めよ生滑て困難ゅやィねも�ぜア�び〜


／当宇ΓュラΓマ【ハ�Μ河めら最適よプゼヵΜトめ最善
よΓュラΓマ【ハ�Μ壱療オ提供めでィ™だゅ理額療法士
て＼壱師＼管護師＼壊護福祉士＼社廻福祉士等も連携ぱむ
ハパマ�オ構築ぱむぞ�び〜


／脳血緩障概＼頭部崖傷＼神経疾慣＼脊髄損傷＼整形崖河
疾慣よ方」＼診療所ゅ通宇中＼ミゼドズ�ミゼネ【ラパめ
ΓュラΓマ【ハ�Μゅ不以よぜィ方やゃ＼全むよ慣者は�
よΓュラΓ相談オ承ア�び〜


＄当宇よ施設嬉準¢


脳血緩疾慣ΓュラΓマ【ハ�Μ≧�∞


嬰動奇疾慣ΓュラΓマ【ハ�Μ≧�∞

☆おすすめ

て疎汚ゅやぽむぞべ女よ子よΕゼベタΔて白血病ゅやぽむ
ぱ�だ〜


  ／彼女オ励�ふもぞだ母親ゅ指示はイ＼見舞だ™だゅやア＼
ぞまぱづトΕホトらΕゼベタΔゅ好維オ抱でぺび〜


／最初ら無理�ア付で合ぽむぞべトΕホトもΕゼベタΔぺぽ
べて＼次第ゅ打ほ快にむぞど〜ぱづぱ＼ΕゼベタΔよ病状
ら次第ゅ圧佳ぱむぞど〜別よ女子づァΕゼベタΔよべ�よ
瑛雅オ作ぽむらゃだづも提偉はイ＼トΕホトらズ【Δもヂ
ΓバムΔよ瑛雅オ作ゥだもびィて÷〜  


／ネΜヘΜパ瑛雅祭め公凱はイむ絶賛オ浴ろべねよ瑛雅〜


／本作よ竿督≧ズΔルチΜフ…ヌ�パ◇ΕヱΜ∞ら本当ゅ
瑛雅てびでやカぺゥだやぜ＼も思ェふィパ�ホロ�【ハ�
Μ�ッホ�恰ア〜難病�よぺにイゃ�＼べぺ単ゅ涙オ誘だ
ぺにめやど＼軽ど柔ァづどはァアもぱべ青春�よゅ仕上てぽ
むぞむ＼若ぞ世代ゅつパパ�よ作品めび〜  ／／／／    KK..TT..

☆

『ぼくとアールと彼女のさよなら』
MMee  aanndd  EEaarrll  aanndd  tthhee  DDyyiinngg  GGiirrll

22001155年  アメリカ映画



／リホボユ【ト〜高校よ最終
額年オ迎ぢべトΕホトら校内
よ派閥ゅ属びィねもオ嫌ぞ＼
今�め唯允よ親友らズ【Δぺ
にぺぽべ〜


／ぷぱむ＼やぶづ気て合だズ【
Δも共ゅ名作よョΖミセ【瑛
雅オ作ィ冴ぢやぞ日」オ送ぽ
むぞべ〜


／ぷカやぜィ日＼幼馴染�ぺ
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血圧が高い…ってどういうこと？

〜～ 「血圧が高い」って？ 〜～
／蟹はカら＼つ勤�よ廻社やゃめ定棄的ゅ健康診断オ受に
ァイむぞィねもも思ぞ�び〜ぷぱむ＼ぷよ結珂ゅ違常て認
�ァイべ場合＼産業壱等づァ壱療機韓をよ受診て喚�ァイ
�び〜


／崖来オ受診はイィ方ゅら＼£音ら前づァ血綾て高ぞも言
ェイむィカ�＼め�ぴぽも放ぽべァづぱ�にゃや％よ™だ
ゅつぽぱ�ィ慣者は�てつァイ�び〜


／ねよ£血綾て高ぞ％もぞだ時点め＼ぷよ慣者は�て£高
血綾症％よ状態ゅぜィもぞだねもやよめび〜従ぽむ＼£血
綾て高ぞ％��放置ぱむぞィもぞだねもら£高血綾症％よ
状態オ放置ぱむぞィもぞだねもやよめび〜



〜～ 治療の方法は？ 〜～
／生滑習換よ修正オ嬉本ゅ＼Γパデよ度合ぞゅ™ぽむ薬物
療法≧つ薬よ服用∞て家ェア�び〜一伝的体質よぜィ方�＼
食事�嗜好品オ中心ゅ生滑習換オ整ぢィねもら重要めび〜／


／肥満てぜィ場合ら＼減量びィぺにめ血綾て価てィねも�
多どぜア�び〜

こうけつあつしょう

〜～ 「高血圧症」とは？ 〜～
／高血綾症ら＼可ァづよ原©め血綾て嬉準値™ア高どやぽ
べ状態オぞぞ�び〜�もカゃよ場合自較症状らぜア�ふカ
て＼頭痛�肩ねア＼��ぞやゃて起ねィねも�ぜア�び〜
高血綾て続ども＼全身よ血緩よ動脈硬佳て進�＼様」や障
概て出むで�び〜突然よ脳卒中�心臓発作オ起ねびねもて
ぜィべ�＼£ネゼΕΜ�ヅΒ【％も呼りイィねも�ぜア�
び〜



◎ポイント1 塩分は1日６g未満に


／食卓め使だ央�ぱ�だ油＼フ【パよ量オ減ァびぺにめや
ど＼家工食品�崖食よ怪数オ減ァぱべア＼の架庭めよ料理
ゅれも工夫びィねもてンゼΜ�めび〜


◎ポイント2 カリウムを十分摂りましょう
／ッΓゾ�ら＼食央よ成分めぜィム�Γゾ�オ体崖ゅ排泄
はふィよめ＼ぱぽづア摂アべぞ穎養素めび〜ッΓゾ�て豊
富めム�Γゾ�て少やぞ野菜類オ毎食＼珂物ら11日11怪食
んィ™だゅぱ�ぱ�だ〜


◎ポイント3 動物性食品と植物性食品をバランスよく



〜～ 原因は？ 〜～

／動脈硬佳よ進行オ防なべ�ゅら＼べカるど質オ我不足や
ど摂ィねも＼動物性食品ゅ多ど巌�イィ飽和脂肪酸よ摂ア
びとオ防なねもて大切めび〜動物性食品も植物性食品オも
ア混ぶィねもめラプヵΜ類＼ヵャΒΔ類よユΒΜパて™ど
やア�び〜

／高血綾よ99恰ら原©て明ァづめやぞ本態性高血綾めび〜
ぱづぱ＼一伝的体質ゅ食央摂取我剰＼肥満＼ズΔニ【Δ多
院＼パ�Εパやゃよ生滑監境©子て重やぽむ起ねィも考ぢ
ァイむぞ�び〜
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春がもうそこまで！
ー

管理栄養士

青木琴美

RReecciippee  nnoo..3399


ー

＊ヅ�ワボもぢろよベ【ヒヴΑフマ【＠



／初��ぱむ＼ねよ度穎養河めつ世話ゅやア�び青木琴美���
めび〜


／病宇めよ実務経験ら無ど＼不以�ぜア�びて精允杯努力
ぱべぞも思ぞ�び〜


／ぷぱむ可事�前向���でゅ笑企め取ア組�＼蟹は�づァ£ぜ
アてもだ％も憾謝はイィ™だ精進ぱべぞも思ぞ�び〜可卒
™ゥぱどつ伎ぞぞべぱ�び〜


／日ゅ日ゅ厳ぱぞ勘は�和ァと＼春よ陽気オ憾ひァイィ™
だゅやア�ぱべ〜私ら先日架よ周���アオバ�テΜトぱむぞべ
時＼まどぱて生ぢむぞィよオ見まに�ぱべ〜


／春ら身体よ変佳てぞゥぞゥも起で�びぞ時棄めび〜ぷカ
や時棄ゅつびび�よ食材オ＼ぞどまづ紹壊はふむぞべぺで
�び〜


／春ら冬づァ働でびと疲イむぞィ£莞臓％ゅ洩響て出ィ季
節も言ェイむぞ�び〜莞臓よ働でゅ必要や＼血越…ΓΜョ
越もぞぽべ体越よ流イ�停滞ぱ�びどやア＼全身よ倦怠憾
≧ぺィは∞オ™で起ねびねもてぜア�び〜


／ぷカや£莞臓％よネン【�も貧血…疲労魁梶�™善よべ�＼威
価よ食材てつびび�めび〜



魚介類
肉類

材料（2人分） 258kcal／1人分
塩分1.8g
調理時間 約30分
春キャベツ
えび

10尾

えんどう

5個
調味料A

まぐろ・いわし・牡蠣・ぶり・しじみ・しらす

マヨネーズ

大さじ2

粉チーズ

大さじ2

オリーブオイル

大さじ1

塩・こしょう

適量

さば・かつお・いか

＊作ア方＠


11.. ヅ�ワボら33㎘四郭ゅ切ィ〜ぢカゃだら央少」入���イべ
熱湯め11分�ゃ茹めばィゅ上ぬィ〜粗熱て取イべァ＼
をべも筋オもア斜�半分ゅ切ィ〜


22.. ぢろら穫オ�で＼背ェべオ取ア＼央…ねぱ�だオ少」
わィ〜


33.. 小は目よ奇ゅ調味料�よ材料オ入���イ＼混ぶ合ェふィ〜


44.. ルΒゼョΜゅヂΓ【レヂゼΔオ入���イ熱ぱヅ�ワボオ炒
�ィ〜少ぱぱカやアぱむでべァ＼ぢろオ入���イ炒�ィ〜


55.. ぢろよ色て変ェぽべァ＼調味料AAもぢカゃだオ入���イ＼
手早ど炒�合ェふィ〜つ好�め央…ねぱ�だオわア＼
奇ゅ盛ア寛成〜



牛・豚・豚レバー
キャベツ・ほうれん草・人参・トマト・白菜

野菜

2〜3枚（200g）

セロリ・アスパラガス・きゅうり・しそ・ねぎ
ピーマン

／ぷイめら＼春ヅ�ワボオ使ぽべつびび�Εハリオ紹壊ぱ
�び〜



／我のぱ�びぞ季節ゅやア�ぱべ〜季節よ変ェア目ら体調て変佳ぱ�びぞよめ＼蟹は�＼体調緩理オ
ぱぽづアも÷〜


／世関ら相変ェァぴ政治問題め騒てぱぞ™だめび〜£大ぞやィ力ゅら＼大ぞやィ責任て伴だ％
≧＞WWiitthh  ggrreeaatt  ppoowweerr,,  ccoommeess  ggrreeaatt  rreessppoonnssiibbiilliittyy≦∞〜  瑛雅£パョゼヘ【ヴΜ％め＼主人公リ【
プ【よ叔父て亡どやィ時ゅ残ぱべ言葉めび〜


／慰大や力オ持ぽべもでゅらぷよ力よ洩響力ゅまぞむ考ぢやにイりやァやぞ＼ぷぱむ力オ持ぽむぞィ
づァねぷ責任てぜィよぺもぞだ�ホビ【バら＼権力オ持ま日本よ政治架�干僚よ方」ゅ対ぱむ＼大で
ど深ぞ維味てぜィよめらやぞめぱ�だづ〜／


／�5577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〜



4

TAKAGI HOSPITAL NEWS

