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ー　ご挨拶　ー


／蟹は�＼明に�ぱむつ�めもだのばぞ�び〜本年�™ゥ

ぱどつ伎ぞぞべぱ�び〜


／年末づァゼΜルΔダΜノて流行よ兆ぱオ見ふむつア�

び〜蟹は�体調緩理ゅら十分つ気オまにどぺはぞ〜


／はむ＼ゼΜプ【ャホ�＼パヴ【�ルチΜやゃよ発達ゅ™

ア＼現代社廻ら急激ゅ変佳ぱむぞ�び〜家ぢむフ【ハ�Δ

ャホ�Θ【デやゃよ情報共有ゅ™ィ圧質や書で込��誹謗
れ � だ

中傷 やゃゅ™ぽむ＼精神的ヘ�【バオ受にむぞィ方�少
ほ�だぱ�だ

やどぜア�ふカ〜


／昨年11月ゅ来日はイべΖ【ヴ教皇ルΒΜハパニら＼ね

だ語ァイ�ぱべ〜


／£日本ら経済的ゅら高

度ゅ発展ぱべ社廻ぺて＼

我剰や要求�平和も以定

オ奪だ数」よ不以ゅ™ぽ

む人」ら打ほよ�はイむ

ぞィ％÷も〜


／パ�Εパ�我労ゅ™ィ心身よ疲労ら重大や疾慣ゅ繋てィ

ねも�少やどぜア�ふカ〜


／当宇めら＼少ぱめ�蟹は�よ健康医持よ手助にゅやイィ

™だ＼今後�パプホル允同＼努力ぱむ�ぞア�び〜
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♣ 鈴鹿市総合防災訓練に参加して ♣


− 看護部長　大西直子 − 

／今年度�＼高木病宇™ア宇長＼副宇長オらひ�職�12

名め参家はふむ頂で�ぱべ〜当日よつ天気予想ら＼£臼％

めぱべて＼晴天ゅ恵�イ＼気持ほよ良ぞ澗オづでやてァ実

アぜィ訓練めぱべ〜


日／／時‥令和元年9月29日≧日∞


場／／所‥三重県消防額校


訓練想定‥南皆�Βル地震て発生ぱ市内ら最大震度7オ貫

測ぱ＼大津波警報て発表＼市内よ多どよ地区め被概て発

生〜


訓練参家予定者‥約1,000名≧市職�＼撹行政機韓…危業…

団体＼市民∞〜


／当日ら予定人数オ超ぢべ参家者め訓練て行ェイ�ぱべ〜


／当宇よ職�ら＼訓練前半ら負傷者役もぱむ＼後半ら救護

所オ凱設ぱ＼救護班もぱむ滑動ぱ�ぱべ〜前半よ負傷者役

ら＼�Β【バ�≧特殊�ゼデ∞オ施はイ＼役ゅやアでア願

張ア�ぱべ〜後半ら＼宇長て班長もやア＼現場めよ全むよ

判断オ行ぞ＼ONE 

TEAMもやぽむ滑動ぱ

�ぱべ〜


／先て見ぢぴ＼終ェア

よやぞ救護所めよ処置

て続ど中＼誠心誠維任

務オ遂行ぱべ自分べほ

てぜア�ぱべ〜負傷者

よ訴ぢ＼状態オ速�づゅ貫察びィ�Γズ【バ担当＼負傷者

ッ【�≧£緑％£屋％£赤％£黒％∞ゅ殴ひむ処置ダΓズ

オ分に＼短時関め診察オ行だ処置担当＼蟹て緊張よやづ＼

額カぺねもら�らアベ【�Θ【デよ大切はめぱべ〜


／ねイづァ�地稲よ蟹

は�て以全め以心ぱべ

壱療オ受にむぞべぺに

ィ™だ努�む�ぞア�

び〜

http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
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♠ ヒヤリ・ハットを防ぐために ♠


／£重大や事故ゅらやァやづぽ

べ�よよ＼事故ゅ繋てぽむ�つ

づぱどやづぽべ÷％思ェぴ

れ�アもぱべア＼らぽもぱべア
… … … … … …

びィ＞ヨ�Γ…ュホ�≦よ場面

ら＼壱療よ現場めら寡能や限ア

減ァはやにイりやア�ふカ〜


／現在＼当宇ゅ入宇中よ慣者は

�よ中ゅら人工呼吸奇オ装着は

イむぞィ方�肺疾慣やゃめ酸素

吸入オ行ぽむぞィ方てつァイ

�び〜


／酸素オ允定量投与びィべ�よ酸素流量計ら＼上写真よ™

だやルΖ【�式よ物オ使用ぱむぞィ施設て多ぞも思ぞ�

び〜ねよ方式よ場合＼中旺よヘゼ�Δゅ誤ぽむ接触びィね

もゅ™ア＼流量てぞまよ�ゅづ変更はイむぱ�ぽべもぞだ

報告事例てぜア�び〜ねよ™だやヨ�Γ…ュホ�≧壱療事

故∞オ防止びィ目的め＼酸素流量てれも目めェづア＼操作

性よ良ぞ£ルΖ【バタΜ�Δズゼュ【≧Flow Gentle 

i8‥ニゼド�ミセッΔ∞％オ

導入ぱ�ぱべ〜


／今後�パプホル允同＼壱

療以全対策ゅ取ア組カめぞ

でべぞも思ぞ�び〜

♣ 認知症になっても安心して暮らせる環境を ♣


− 看護師　棚部由江 −　


／近ぞ将来＼認知症よ人よ数ら700万人＼65歳威上よ5人

ゅ1人て発症びィも言ェイむぞ�び〜認知症ら＼誰�てや

ア得ィ身近や病気めび〜


／認知症もぞぽむ�＼原©もやィ病気ゅ™ぽむ色」や種類

てぜア�び〜�ほゥカ＼予防�早棄発見＼適切や治療ら大

切めびて＼日常生滑オ何�づゅ＼自分ァぱど幸ふゅ暮ァび

ゅら＼ぷよ人オ理快ぱ™だもびィねもて大切ゅやア�び〜


／将来＼自分て認知症ゅやぽべァ＼ゃだ我のぱべぞづ＼パ

プホルゅ聞ぞむ��ぱべ〜£笑ぽむ我のぱべぞ％£架め暮

ァぱべぞ％£掛ぱど我のぱべぞ％£以心ぱむ暮ァぱべぞ％

も思だ人て多ぞ™だめぱべ〜


／認知症よ人ら＼威前™ア出来やぞねもて増ぢべア＼自分

よ維志オ上手ゅ伝ぢィねもて難ぱぞ場合て多ど＼パ�Εパ

�不以やゃ様」や苦ぱ�オ憾ひむぞ�び〜�べ＼周易よ対

殴�監境よ洩響オ強ど受にィもぞェイむぞ�び〜適切やド

ズオびィねもめ症状よ進行オ翰�づゅぱべア＼魁善めでィ

ねも�ぜア�び〜


／慣者は�もぷよの架族は�よ視点ゅ立ほ＼本当ゅ必要も

ぱむぞィドズオの本人＼の架族＼パプホルめ允緒ゅ考ぢ＼

ぷよ人ァぱど笑企め以心ぱむ療養ぱむぞべぺにィ™だゅ取

ア組カめ�ぞア�び〜


／現在＼月1怪＼鈴鹿中旺総合病宇よ認知症管護認定管護

師めぜィ川北典子はカゅ入宇慣者は�よ生滑支煙オぱむぞ

べぺぞむぞ�び〜ぷよ川北はカゅつ話オ伺ぞ�ぱべ〜


／


＃認知症管護認定管護師もら＼聞で換イやぞ言葉づも思ぞ

�びて＼具体的ゅら＼


£認知症よ撹棄≧段劾∞ゅ殴ひべ生滑％


£架族よネン【�％


£認知症よ症状よ翰和…予防％


やゃオ役恰もびィ管護師めび〜


／認知症ら可づよ病気ゅ™ぽむ起ねィ症状�病態よ総称

め＼社廻生滑�日常生滑ゅ支障て出むぞィ状態オ言ぞ�

び〜認知症よ症状ら物忘イ�言葉て上手ど使ぢやぞ＼理快

てめでやぞ＼場所�時関てェづァやぞ＼服オ上手ど着ィね

もてめでやぞ＼料理よ手順てェづァやぞ＼買ぞ物よ小銭よ

計算てめでやぞよめつ札ぱづ出はやぞやゃよ症状てぜア�

び〜


／£認知症よ�よ忘イ％ら£老佳ゅ™ィ�よ忘イ％もら磯

ぞ＼体験ぱべぷよ�よオ忘イィべ�＼思ぞ出ふやぞねもて

ぜア�び〜認知症よ症状よ対殴方法られもぷイへイ違やア

�び〜入宇はイむでべ認知症慣者様ら＼病状て圧佳ぱべね

もゅ™ィ身体的苦痛も急や入宇ゅ™ィ監境よ変佳やゃゅ

™ぽむ＼混乱オはイむぱ�だねもてぜア�び〜ぷよ結珂＼

認知症よ症状て圧佳びィねも�ぜア�び〜認知症慣者は�

よ監境オ整ぢ＼適切や対殴オびィねもゅ™ぽむ何�づや入

宇生滑オつどィねもてめで�び〜


／今後�＼認知症慣者様て何�づや入宇生滑オつどィべ�

よ支煙＼滑動オ行ぽむぞでべぞも思ぽむつア�びよめ＼™

ゥぱどつ伎ぞぞべぱ�び〜＆

− フロート式酸素流量計 −

− ダイヤル式酸素流量計 −
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〜 冷　え　症  〜 
ひ 　 え 　 しょう

／冷ぢ症ら女性ゅ多ぞ悩�よれもま〜成人

女性よ半数威上ら冷ぢ症め悩カめぞィも�

言ェイむぞ�び〜もどゅ手足よ先やゃ身体

よ中心づァ離イべ部分≧末梢∞�腰て冷ぢ

ィも訴ぢィ場合て多ぞ™だめび〜


／女性よ場合ら＼食生滑�生理≧月経∞よ

洩響め貧血気味よ人て多ぞねもも＼女性ヱΔ�Μよ乱イづ

ァ自律神経てユΒΜパオ崩ぱ�びぞねもづァ＼冷ぢて起で

�びぞも考ぢァイむぞ�びて＼最近めら男性よ冷ぢ症�増

ぢむぞィ™だめび〜


〜 漢方医学ではこう見る 〜 

／£れぢぱ�だ％ゅら£冷ぢ性％も£冷ぢ症％よ2通アよ

表現てぜア�び〜 体て冷ぢ�びぞ£体質％よねもオ総称

ぱむ£冷ぢ性％もぞぞ�び〜ぷよ中よ症状もぱむ £冷ぢ

症％てぜィよめび〜ねよ£冷ぢ症％て潅方壱額めら治療よ

対象もやア�び〜


／ 冷ぢ性≧冷ぢ体質∞ら£冷ぢ症％よ�づゅ＼月経痛＼

月経不順＼頭痛やゃオ™で起ねび原©も言ェイむぞ�び〜


／冷ぢ症オ治療びィもぞだねもら＼冷ぢ性≧冷ぢ体質∞オ

魁善びィねもやよめび〜


／体よらべァでオ™どぱむ＼症状オ抑ぢむぞどねもオ目的

もびィ潅方治療ゅもぽむ＼冷ぢ症よ治療ら得維もびィもね

ゥめび〜


〜 冷え性の状態と代表的な漢方薬 〜 

／具体的や冷ぢ症よ状態もぱむ＼血て足アやぞ状態

≧血虚∞＼血てもゃねつぽむぞィ状態≧つ血∞＼水分てべ
にぽで� にま

�ぽむぞィ状態≧水毒∞＼気て不足ぱむぞィ状態≧気虚∞
びぞゃど で で �

やゃてぜア�び〜�べ＼ぞどまづよ状態て重やぽむ冷ぢて

現イべア＼圧佳ぱべアぱむぞィ場合�少やどぜア�ふカ〜


／ねだぱべ体質�状態＼冷ぢゅ伴だ�づよ症状やゃオ考慮

ぱむ＼ぷよ人ゅぜぽべ潅方薬て決�ア�び〜


／冷ぢ症もぞだよら長ぞ関ゅ少ぱぴま進行ぱむでべ症状め

びづァ＼短棄関め症状てもイィ�よめらぜア�ふカ〜長ぞ

時関オづにむ＼治療オぱむぞど必要てぜア�びぱ＼潅方薬

よ服用ぺにめやど＼体て冷ぢィ™だや生滑オ冷ぢゅどぞ生

滑ゅ魁�ィねも�大切めび〜


☆おすすめCINEMA☆　　　　　　　　　　　　　

『Love, サイモン 17歳の告白』　　　　　　   


                         Love, Simon    2018年 アメリカ映画


／／ネゼ�Μら両親も妹よ明ィ

ぞ架族ゅ易�イむ暮ァび普通よ

高校生〜ぱづぱ＼彼ら自分てナ

ゼめぜィねもオ言ぞぺふぴゅぞ

べ〜


／ぜィ日＼額校ゅ匿名よ＞レ

Δ【もぞだナゼよ同級生てぞィ

ねもオ知ぽべネゼ�Μら＼思ぞ

切ぽむ連絡オ取ィ〜�【Δオ通

ひむレΔ【ゅ惹づイむぞどネゼ

�Μら＼允体誰てレΔ【やよづ

気ゅやア始�ィ〜ぷカや折＼同

級生ゅ�【Δオ見ァイむぱ�ぞ＼彼づァ自分よ女友達もよ

恋よ橋渡ぱオびィ™だゅ脅づはイむぱ�だ〜


／ズゾマセΜト≧個人よ秘密オ本人よ許寡やど他人ゅ言だ

ねも∞�ッヵΜトズゾ�オ丁寧ゅ描で＼ビデハ�ズΓマセ

ゅ悩�人�＼ぷだめやぞ人ゅ�＼誰づゅ打ほ明にィ＼握オ

伝ぢィ勇気オどイィ÷〜


／他人ゅ™ぽむナゼぺも暴露はイやてァ�＼本当よ自分ゅ

向で合ぽむ成長ぱむぞど主人公よ姿も＼見守ィ架族�友人

べほもよ交流オ綴ぽべ青春�Βヴ〜


／高校生やァめらよ周易よ反殴ゅ振ア怪はイまま�角固も

ぱべ信念てぜィ主人公よ言葉ゅ共憾〜


／日本人よ憾較もら違やィ部分�多ぞにイゃ＼誰�て抱ぢ

むぞィ悩��ャホ�社廻ゅまぞむよ教訓�示唆ぱむぞィ〜


／当事者よねもオ知ぽむ�べぞ＼当事者ぺづァ気ゅやィ


ぷカや人威崖め�ほ�ぽゎア切やぞ気持ほ�蝦立ほよ後ゅ


見む良づぽべ÷も思ぢィ作品めび〜


／£バ�Βハホデ…Θ【Δ�％よメホデ…ΖラΜフΜて主

人公よ多憾や少年役オ�ぴ�ぴぱど好猿ぱむぞ�び〜


／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／K.T

   漢方のおはなし
ー　その五　ー

気　虚
き 　 きょ

エネルギー不足によって、熱が生まれにくくなっている 

疲れやすく風邪をひきやすい 

寒がり 

十全 大補湯　人参養栄湯　など
じゅうぜんだい ほ と う にんじんようえいとう

お血（瘀血）
けつ

血液の流れや働きに障害が起こり、熱が運ばれにくくな

っている 

便秘気味で月経痛や肩こり、肌荒れなどを伴う 

当帰四 逆 加呉茱萸 生姜 湯　温経湯　加味 逍遥 散 
と う き し ぎゃく か ご し ゅ ゆしょうきょうとう うんけいとう か み しょうようさん

当帰 芍薬 散　など
と う きしゃくやくさん

水　毒
すい どく

身体の水分量が多かったり、偏ったりしているため、水

分が溜まっているところに冷えが起きている 

頭痛や頭重感、むくみ、耳鳴り、頻尿などを伴う 

苓姜 朮 甘湯　当帰 芍薬 散　など　
りょうきょうじゅつかんとう と う きしゃくやくさん
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／今冬ら例年ゅ比ん暖冬も言ェイむぞ�び〜ぱづぱ＼油断ら禁物めび〜ゼΜルΔダΜノら

必ぴ流行ぱ�び〜ハ�ホリΜト�【Δやゃ乙内め人混�よ多ぞ場所ゅつ出づによ際ら＼ヴ

パデオ着用ぱ＼帰宅後ら手洗ぞ…だてぞオ忘イぴゅ÷〜今允度＼体調緩理ゅ十分つ気オま

にどぺはぞ〜


／�62号�めよBack Numberオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜


元力士のつくる生姜たっぷり鶏団子 
しょうが とりだ ん ご

ー　管理栄養士　中原つかさ　ー 
／前怪紹壊はふむぞべぺで�ぱべ＃央ほ�カね＆ゅ＃生姜

ぱ�だて

べぽゑアよ鶏団子＆オ入イむ当宇職�よ昼食�メ�【め出
もアぺ カ の

ぱべもねゥ＼大変好評めぱべよめ＼今怪ら＼厨房よ元力士

£坂口はカ％ゅ鶏団子よ作ア方オ教ぢむぞべぺで�ぱべ〜


／生姜ら＼身体オ仮�＼新陳代謝オ滑発ゅびィ働でてぜィ

よめ勘ぞ冬ゅリホプΓよ食材めび〜ゃカやつ鍋ゅ�合だ

＃鶏団子＆＼蟹は��つ試ぱどぺはぞ〜

もアぺ カ の

Recipe no.42


＊元力士直伝／生姜べぽゑア鶏団子＠

ぱ�だて

＊作ア方＠


1. 玉ょとら�ひカ切ア＼生姜らびアつゥぱむつど〜


2. 材料らびんむヲ【Δゅ入イ＼練ア混ぶィ〜


3. 鶏団子オ岸�むつ鍋�パ【ロゅ落もぱ入イィ〜


＊鶏団子よ岸�方≧実践編 by Sakaguchisan＠


／左手ゅ鶏団子プャオ取ア＼親指も人差ぱ指め岸オ作ぽ

む＼ぷねづァ絞ア出ぱ＼パロ【Μめびどぞ取ィ〜


はびて＼元つ相撲はカ〜手�大でど＼奇用ゅゅ�ィぽも

絞ぽむ＼でイぞや岸団子てめでぜてア�ぱべ〜


つ�によRecipe

＊味噌ほ�カねよパ【ロ＠


／びんむ溶づぱむ箇ゅづにィぺに〜つ好�よ鍋材料オ入イ

む煮込�も味噌ほ�カねよ出来上てア〜ヅ�ベよ素ら仕上

ぬゅつ好�よ量オ入イむどぺはぞ〜少ぱ入イィもリΓ辛風

味程度＼多�ゅ入イィも味噌ヅ�ベほ�カねゅやア�び〜


／野菜てべどはカ美味ぱど食んァイ＼身体�仮�ィヮΔ

ハ【つ鍋〜ぞゥカやパ【ロめ食んべぞめびょ〜


／


 材料（4人分）　205kcal／1人分　 
塩分1.2g／1人分
調理時間 約10分

鶏ひき肉 400g
玉ねぎ 中1玉
生姜 2かけ（30g程度）
卵 1個

鶏ガラスープの素 小さじ2～3
塩こしょう 少々
片栗粉 大さじ1

− 現役時代の坂口さん　峰崎部屋親方・女将さんと −
みねざき

 材料（4人分）　28kcal／1人分　 
塩分2.0g／1人分
調理時間 約10分

水 2ℓ
だし入りみそ 200g
だしの素 小さじ2

うま味調味料（味の素など） 小さじ2
キムチの素（桃屋がおすすめ） お好きなだけ


