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／£Stay Home≧パマゼヱ【�◇架め我のぷだ∞％て叫
りイ＼£Social Distance≧フ【ハ�ΔミセパプΜパ／正
ぱどら Social Distancing ◇憾染症よ核大オ防なべ�よ社
廻的距離よ角保∞％て当べア前もやア＼世芥よ全むよ嬉準
て允変ぱ�ぱべ〜
／ねよ™だや状況価めら＼不以�パ�Εパゅ
™ィ精神的疲労て増大ぱ＼特ゅ高齢者よ方」
ゅつぞむら体力低価て懸念はイ�び〜
／ねよリΜベオベ�Μパも捉ぢむ＼ねイ�め
ひぽどア取ア組�やづぽべ試�≧読書＼
DIY＼体力作アやゃ∞ゅベ�ΕΜバぱむ�む
らぞづてめぱ�だづ〜

／蒸ぱ暑ぞ日て続で�び〜蟹は�元気めつ我のぱめぱ�だ
づ〜
／新型ニΖムゾゼΔパ≧COVID-19∞よ世芥的憾染核大づ
ァ約5づ月て経我ぱ�ぱべ〜目ゅ見ぢ
やぞ相手≧敵∞づァねイ�ゃ�め攻撃
オ受にィもら誰て想像ぱべめぱ�だ
づ〜
／蛾て国めら＼4月16日ゅ全都道府県
ゅ対ぱ全国ゅ緊急事態宣言て出はイ�
ぱべて＼ぷよ後�憾染て終息びィ気配
らぜア�ふカ〜

♣ 新型コロナウイルス感染対策 ♣
／当宇めら新型ニΖムゾゼΔパ等ゅ韓連ぱむ威価よ™だや
憾染対策オ実施ぱむつア�び〜
1. 全むよ来宇者ゅ対ぱ＼病宇入ア口≧風除室∞めよ検仮
オ実施≧非接触型体仮計ゅ™ィ∞
2. 崖来受付ゅラメ【Δハ【�ゅ™ィ関仕切アよ設置
3. 待合室よ萎子よ関岳オぜにィ
4. ズヤレ＼萎子やゃ接触部分よ定棄的や拭で取ア消毒
5. 入宇慣者様よ原則面廻禁止≧緊急時＼慣者は�よ容体
急変時やゃらねよ限アめらぜア�ふカ∞
6. 発熱�ゾゼΔパ憾染疑ぞ慣者は�ゅ対ぱむら別室≧救
急崖来∞めよ診察オ行だ≧宇内�Γズ【バ◇対殴びィ
壱師…管護師らルタゼΔハ【Δ＼ツゾΜ＼手袋オ装
着ぱ�び∞
7. 職�よ健康緩理≧勤務前よ検仮＼体調ゅ韓びィ問診∞
8. 職�ゅ対びィ不要不急よ崖出よ自粛要請
／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〜
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努力ぱむ�ぞア�び〜
／当宇ら大正4年よ凱宇威来＼100年威上ゅェべア慣者は
�＼地稲よ蟹は�＼地稲よ壱療機韓は�＼壊護韓連施設は
�も共ゅ歩カめ�ぞア�ぱべ〜
／現在＼壱療オ取ア堪ど情勢ら��なィぱど変佳ぱ＼更ゅ
ら新型ニΖムゾゼΔパ等よ洩響�ぜア＼病宇オ�なィ監境
ら厳ぱはオ増ぱままぜア�び〜
／ねよ™だや状況価ゅつぞむ�当宇よ壱療理念めぜィ＼
允. ＃わイぜぞよ心め地稲壱療ゅ尽どび病宇＆
二. ＃ぞまめ�べ™アゅやィ病宇＆
三. ＃信頼はイ握はイィ病宇＆
よ�も＼地稲壱療ゅ尽どぱむぞど所存めび〜
／今後も�＼ゃだへ変ェァゆの支煙よ程＼™ゥぱどつ伎ぞ
申ぱ上ぬ�び〜

♦ 事務長に就任して ♦
− 事務長

柴田幸司 −

／ねよべろ＼令和2年4月1日付
オ�ほ�ぱむ＼豊田明生事務長
よ後任もぱむ事務長ゅ就任ぱ�
ぱべ柴田幸司も申ぱ�び〜
／私ら平成10年11月™アねイ�
め放射線技師もぱむ務�む�ぞ
ア�ぱべ〜本年4月づァら放射
線技師もぱむ本田拓巳君オ迎ぢ
ィねももやア＼当面ら兼任もぞ
だ形め指導ぱやてァ＼事務長も
ぱむ＼不胃流行よ考ぢめ＼職務
ゅ精励ぱ＼職責オ珂べふィ™だ

♠ 放射線技師として ♠
− 本田拓巳 −

病宇めCT検査オ受にべ時めぱべ〜当時�ぺ子供め不以よ
大でづぽべ私オ
担当ぱむぞべぺ
ぞべ放射線技師
よ方て物腰て柔
ァづど＼優ぱぞ
言葉め話ぱむぞ
べぺで＼ぷイ�
めよ不以て消
ぢ＼以心ぱむ検
査オ受にィねもてめで�ぱべ〜ぷよ時＼私�放射線技師オ
目指ぷだも思ぞ�ぱべ〜
／�ぺ�ぺ未熟者めびて＼柴田事務長ゅの指導オぞべぺで
やてァ＼允日め�早ど独ア立ほめでィ™だゅ＼�べ慣者は
�允人允人ゅ殴ひべ言葉遣ぞ�行動オ心�に＼少ぱめ�不
以オ和ァぬァイィ™だや放射線技師ゅやイィ™だ日」ワパ
�オ尽どぱむぞで�びよめ™ゥぱどつ伎ぞぞべぱ�び〜

／4月づァ放射線技師もぱむ働づふむぞべぺどねももやア
�ぱべ本田拓巳めび〜
／出身地ら松阪市め＼高校卒業後＼握知県よ専門額校ゅ
通ぽむぞ�ぱべ〜高木病宇オ知ぽべよら額校ゅ来むぞべ求
人票てでぽづにめぱべ〜ぷねづァヱ【�ヰ【バ�ョΜル
Εホ�オ拝見ぱべア＼施設見額オはふむぞべぺぞべアぱ
む＼地稲ゅ密着ぱまま主感病宇�壊護保険施設等も連携オ
取ア＼地稲壱療ゅ貢献びィ所ゅ魅力オ憾ひ＼私�ベ【�壱
療よ允�もぱむ働ぞむ�べぞも思ぞ�ぱべ〜
／入社当初ら社廻人Ｌ年目め卯�左�ェづァやぞ私めぱべ
て＼高木病宇め働づふむ�ァぞ始�むＭΞ月て経ほ＼宇
長＼副宇長らひ�職�よ�やはカゅ指導ぱむぞべぺで＼少
ぱら成長めでむぞィよめらやぞづも思ぽむぞ�び〜
／私て放射線技師ゅやゥだも思ぽべでぽづにら＼高校�め
続にむぞべネホッ【めドツオぱむ＼可度づつ世話ゅやぽべ

♥ 医療従事者へのご支援の御礼 ♥
− 院長 高木啓介 −

��アわぺ

崖来受付ゅねよ£護札％オ
置づふむぞべぺぞむつア�
び〜
／ぷよ他ゅ�行政≧厚生労
働省∞�病宇協廻様™ア憾
染対策壱療備品≧ヴパデ＼
ツゾΜ＼ルタゼパハ【Δ
やゃ∞＼撹方面づァ様」や
形めよ希贈品≧院料水＼
ニ【ヨ【＼食品やゃ∞て送
ァイむでむつア＼ねよ場オ
借アむ御礼申ぱ上ぬ�び〜
／今後�ねイァよ支煙オ糧ゅ新型ニΖムゾゼΔパ等よ憾染
核大防止ゅ向にむ＼パプホル允同最大限よ努力オ続にむぞ
ど所存めび〜

／ねよべろ＼壱療機韓をよ激励希贈品もぱむ＼尉勢型紙協
��アわぺ
同組合様づァ£ズヴラダ護札％て当宇ゅ届にァイ�ぱべ〜
／人」オ閲病づァ守ィも営ェイィ妖拐
£ズヴラダ％も＼難オ転ぴィも営ェイ
ィ鉛起柄£南天％て鈴鹿市よ伝統工芸
品めぜィ尉勢型紙よ彫刻技法め掘ァイ
むつア＼地元よ白子山子以貫伽寺ゅむ
の祈祷済�よ護札もよねもめび〜
／£ズヴラダ％ら＼江戸時代ゅ皆づァ
姿オ現ぱ＼£閲病流行よ際ら私よ写ぱ
開オ人」ゅ見ふゥ％も語ぽべも伝ぢァ
イむぞ�び〜
／少ぱめ�多どよ人よ目ゅ触イィ™だ
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漢方のおはなし
ー

その六

〜 ニキビ（にきび） 〜

ー
〜 ニキビ（にきび）の治療で用いられる漢方薬 〜

／メヅラもら＼専門的ゅら£尋常性ば瘡
≧ひカひ�だふぞばぷだ∞％も言ぽむ＼毛
穴ゅめでべ丘疹よねもオ指ぱ�び〜
／皮脂やゃよ分泌物てべ�ぽべ£白メヅ
ラ％＼べ�ぽべ皮脂ゅズデャ菌も呼りイィ
菌て憾染ぱむ縁症て起ねぽべ£赤メヅラ％
やゃてぜア�び〜赤メヅラら佳膿ぱ�びど＼メヅラ痕て残
ぽむぱ�だねも�ぜア�び〜

せいじょうぼうふうとう

清上 防風湯

けいがいれんぎょうとう

荊芥 連翹 湯

け い し ぶくりょうがん か よ く い にん

桂枝 茯苓 丸加薏苡仁

体力中等度以上で、赤ら顔で、ときにのぼせの
ある方のニキビ、顔面・頭部の湿疹など
体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒い方のニキ
ビ、慢性鼻炎など
比較的体力があり、肩こり、頭重、のぼせて足
冷えなどがある方のニキビ、しみなど

／¢皮膚ら内臓オ写び鏡％も言ェイィ™だゅ＼皮膚よ症状
も体内よ不調もら深ど韓ェぽむぞ�び〜ぱべてぽむ潅方め
ら＼メヅラぺにオ診む治療オびィぺにめやど＼メヅラてめ
でィ根本的や原©オ探ア当むむ＼ぷねオ魁善はふむぞどね
もオ目的ゅぱ�び〜
／ぜェふむメヅラぷよ�よオ™どぱむぞど潅方薬オ用ぞィ
ねも�ぜア�び〜専門的ゅら病気よ根本的や原©�体質オ
魁善ぱむ病気ゅやアゅどぞ体オ作ィ治療オ£本治療％＼症
状ぷよ�よオ抑ぢィ治療オ£標治療％も言ぞ�び〜ねイら
メヅラよ治療ゅ限ァぴ＼多どよ潅方治療め共通びィ治療方
針めび〜
／標治療めら＼メヅラやゃよ皮膚よ縁症ら£熱％ももァ
ぢ＼嬉本的ゅらぷよ熱オ抑ぢィねもオ目的ゅぱべ£清熱
剤％オ用ぞ�び〜清熱剤ゅ�ぞどまづぜア＼ぷよ人よ体質
��づよ症状オ家味ぱやてァ薬オ選カめぞで�び〜

／潅方治療めら＼便秘�価痢やゃよ亥腸障概て背景ゅぜイ
り＼つ腹よ調子オ整ぢィ潅方薬オ＼冷ぢ�血行不良て背景
ゅぜイり体オ仮�む冷ぢオもぽべア＼血行オ™どぱべアび
ィ潅方薬オ用ぞ�び〜
／メヅラて佳膿ぱ�びぞ人ら＼免閲力オ高�む憾染ぱゅど
ぞ体質ゅ変ぢィ薬オ処方ぱ�び〜
／根本的や不調オ魁善はふィねもづァ＼メヅラよ治療オ始
�ィも＼生理不順て治ぽべア＼つ通ひて™どやぽべア＼つ
腹よ調子て整ぽべアびィねもてぱりぱりぜア�び〜
／潅方よ診察めら＼独自よ£四診％も呼りイィ方法てもァ
イ�び〜允見＼メヅラもらぜ�ア韓係やぞ™だゅ思ェイィ
ねもオ尋ょァイべア＼つ腹�舌＼脈オ診べアびィねもてぜ
ア�び〜処方はイィ薬�亥腸よ薬めぜぽべア＼虚弱体質オ
治び薬めぜぽべアも＼は�ば�めび〜
／体質魁善オ目的ゅびィべ�＼長棄ゅェべぽむ服用びィね
もて必要め＼忘イぴゅ根気™ど院�続にィねもて＼メヅラ
よ根本治療よ最大よ鍵もやア�び〜

☆おすすめCINEMA☆

もゅ気みぞむぱ�だ〜ぷイら母親てねぽぷアも匿ぽむぞべ

『ジョジョ・ラビット』

ぞべ�ヘ�人よ少女ぺぽべ〜
／れもアよ�ヘ�人少女も出葦ぽべムベパゅ傾倒びィ心優
ぱで少年バ�バ�≧Ζ【ヴΜ…トΓルセΜ…ミゼラパ∞〜
／ぷカや彼て迫概よ悲劇オ目よ当べアゅぱむぞどだほゅ＼
少ぱぴま可づて変ェぽむぞど姿オ＼想像上よ親友…ズΔ
ル≧◇ズΔル…ヨ�Β【‥Θゼマセマセ竿督自身て扮び
ィ∞もよ�ア取アオ通ぱむ＼�【�Βパゅ描ぞむぞ�び〜
／バ�バ�よ母親役めぜィパッ【Εホ�…ΑュΜフΜよ猿
技�見�よめび〜
／物語よ後半＼ぷよ空気憾て突然変ェア＼戦争よ本当よ凄
惨はオ突でまにァイべ™だめ＼心ゅ響で�ぱべ〜
／ぷよ世芥貫ら好�て分づイィづ�知イ�ふカて＼允人よ
少年よ成長オ不思議や郭度め切ア取ぽべ反戦瑛雅ゅやぽむ
ぞ�び〜
／第92怪ズッミヵ【賞めら＼作品賞�づ6部門めヤヵャ【
�はイ＼脚色賞オ受賞ぱ�ぱべ〜／／／／／／／／／K.T

〜 漢方医学ではこう見る 〜

Jojo Rabbit

づど�

2019年 アメリカ映画

／／第2次世芥大戦価よゼボ
ゅ暮ァび10歳よバ�バ�ら＼空
想上よ友ぺほめぜィズΔルよ
助にオ借アやてァ＼青少年集団
£ヨ�Β【�【ナΜ�％め＼立
派や兵士ゅやィべ�ゅ奮闘びィ
毎日オ送ぽむぞべ〜
／ぱづぱ＼訓練めゾネテオ殺び
ねもてめでやづぽべバ�バ�
ら＼教干づァ£バ�バ�…Βラホ
�％もぞだ不名誉やぜぺ名オま
にァイ＼仲関べほづァ�づァづ
ぞよ対象もやぽむぱ�だ〜母親もわべアめ暮ァびバ�バ�
ら＼ぜィ日架よ片隅ゅ羽はイべ小はや部乙ゅ誰づてぞィね
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素朴な疑問…
「カロリーゼロ」「ノンカロリー」
「カロリーオフ」「低カロリー」
はどう違う？
ー

管理栄養士

石黒

琴美

／もねゥめ＼ッΖΓ【て低どむ看ぞ魔法よ材料ら允体可て
使ェイむぞィよめぱ�だづ÷
／ぷよ正体ら看味料めび〜≧天然や�よめら＼黒糖…らほ
�まやゃて原材料∞
天然看味料÷�ΕュΖ【パ＼パマラズ＼ヅハΓ�【Δ＼フ
Δラ�【Δやゃ
人工看味料÷ネホッΓΜ＼ズパョΔマ【�＼ズビパΔルス
�ッΓゾ�やゃ
／看味料ら＼砂糖よ数百倍看はオ憾ひべアもむ�便利や�
よめびて＼意存性よぜィ�よ�ぜア＼取アびとゅら気オま
にべぞめびょ〜

ー

〜 カロリーを「含まない」と「低い」に分けられます 〜
／大でど2プゼロゅ分づイ�び〜
⑲ ッΖΓ【オ£巌�やぞ％旨オ表び£ッΖΓ【ピΖ％�
£ヤΜッΖΓ【％
⑳ ッΖΓ【て£低ぞ％旨オ表び£ッΖΓ☆ヂル％£低ッ
ΖΓ【％
ゅ分にァイ�び〜
£巌�やぞ％も£低ぞ％めら＼院��よ100ml当べアよッ
ΖΓ【よ範易て違やア�び〜
⑲ よ場合ら＼100ml当べアよッΖΓ【て5kcal未満よ�
よめやにイり表示めで�ふカ〜／／／／／／／／／
£ぢぽ“ピΖひ�やぞよ’％も思ェイィづ�知イ�ふ
カ〜ねイら食品表示嬉準よ�もめら＼5kcal未満めぜイ
り〜穎養成分もぱむら無視めでィ程度よッΖΓ【も�
やはイむぞィづァめび〜
⑳ よ場合ら＼100ml当べアよッΖΓ【て20kcal未満めや
にイり表示めで�ふカ〜

〜 番外編

ノンアルコール飲料とは… 〜

／ズΔニ【Δ分て0.05�威価やァズΔニ【Δて��巌�イ
やぞよめ＼£Alc.0.00�％£ヤΜズΔニ【Δ％も表記め
で＼日本よ法律めら清涼院料水ゅ分類はイむぞ�び〜£ヤ
ΜズΔニ【Δ院料％も言ぽむ�＼ズ�Γッめら0.5��
め＼日本めら1��め＼EUめら1.2%�め＼ゼテΓパめら
0.05��めよズΔニ【Δ分て法的ゅ認�ァイむぞ�び〜™
ぽむ看酒やゃ�法的ゅら酒類ゅ浬当ぱやぞ£ヤΜズΔニ【
Δ院料％め＼未成年者め�院�ねもてめでィよめび〜
／ほや�ゅ＼日本めらズΔニ【Δ分て0.05�威上1.00%威
価よ場合ら低ズΔニ【Δ院料も呼りイ�び〜

／第64号＼ぞづてめぱべめぱ�だづ〜今怪ら＼新型ニΖムゾゼΔパ憾染症ゅ韓連ぱべ内容オ中心ゅ取ア上ぬ�
ぱべ〜
／／ねイづァ�蟹は�よ生滑ゅ役立ま内容オつ届にぱむぞでべぞも思ぽむつア�
びよめ＼取ア上ぬむ欲ぱぞ内容やゃのばぞ�ぱべァ＼崖来待合ゅ備ぢ付によ£の
維見投稿箱％ゅゃぱゃぱの投稿どぺはぞ〜
／更ゅ蒸ぱ暑ぞ暇て�ぽむ来�び〜新型ニΖムゾゼΔパ対策ぺにめやど熱中症予防
�つ忘イ無ど÷〜今允度＼体調緩理ゅ十分つ気オまにどぺはぞ〜／
�63号�めよBack Numberオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜
当宇ヱ【�ヰ【バめ�Back Numberオ見ィねもてめで�び〜
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