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ー　ご挨拶　ー

／山」めら紅葉(終ェア＼肌勘ぞ季節ゅやア4ぱべ〜蟹は

4体調らぞづてめぱ>だづ〜ねよ™だや季節よ渥拶(例年

もら磯ぽむ憾ひァイ4び〜


／ねイ4めも磯だ日常＼新型ニΖムゾゼΔパ憾染症よ憾染

核大ゅ™ぽむ＼世よ中よ全むて允変ぱむぱ4ぽべ™だめ

び〜世芥中め＼人種＼性別＼貧富よ差やゃやど＼生でむぞ

ィ全むよ人類オ堪で込v＼終ェアよ見ぢやぞ戦ぞら戦争威

上よ有事もやぽむぱ4ぞ4ぱべ〜


／鴬米めら＼允日よ憾染者数て数万人ゅよ�ア＼憾染核大

ゅ歯止�てでづやぞ状況もやぽむぞ4び〜撹国めΖホデヘ

ゾΜて再凱はイむぞ4びて＼蛾て国めら新型ニΖムゾゼΔ

パゅ対びィ憾染対策(徐」ゅ整備はイ＼ぷよ国民性づァづ

ヴパデ着用(常識もやア＼憾染予防維識(づやア浸透ぱむ

でべ™だゅ憾ひ4び〜


／ぱづぱ＼允方めら＼£Go ToヅªΜヰ【Μ％て始4ア＼

憾染核大よ傾向(÷〜


／今後ぱりァどら£withニΖム％よ日常オ生でむぞどぱ

づやど＼¹¹£ぜでァ�％ゅ近ぞ憾情て蟹は4よ心よ中ゅ

ぜィづ(知イ4ふカ〜ぱづぱ＼ねよ£重苦ぱど％£ぱカゃ

ぞ％状況よ中め＼恢イづにむぞィ地球よ允日(早ぞ復滑オ

棄待ぱべぞもねゥめび〜


／ぞまづ＼£ぜカや時代(ぜア4ぱべょ％も笑ぽむ話ふィ

日て来ィよオ待ほ4ぱ>だ〜
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♣ 新型コロナウイルス感染対策 ♣


−　その弐　−


／当宇めら＼現在＼新型ニΖムゾゼΔパ等よ憾染対策もぱ

む＼病宇入口め非接触型体表面仮度測定奇≧ネ【ヴΔッê

Β∞ゅ™ィ検仮オ行ぽむつア4び〜


／4べ＼発熱¹風邪症状≧慨＼

鼻水＼蔭頭痛＼価痢＼吐で気や

ゃ∞め来宇はイべ慣者は4ら＼

原則もぱむ駐車場ゅ加設はイべ

別室≧乙崖ニΜマム∞ゅつぞむ

診察オ行ぽむつア4び〜別室内

ゅつで4ぱむら＼壱師ら＼入口

ゅむ慣者は4も導線オ分に＼

ルタゼパハ【Δ�＼ヴパデ＼ツ

ゾΜ＼手袋オ装着ぱ＼透明ラ

メ【Δハ【>�ぱゅ診察オ行ぞ4び〜


／別室内ゅらダズニΜ＼柑気扇＼家湿空気清浄機等て備ぢ

ァイむつア＼寡能や限アよ憾染対策オ施ぱむつア4び〜


／ねイづァよハ【ヒΜ＼症状よvめら＼通常よ風邪＼ゼΜ

ルΔダΜノ＼新型ニΖムゾゼΔパやゃオ閑別診断びィねも

ら困難もやア4び〜


／来宇はイィ慣者は4ゅら＼診察よ際＼の迷惑オつYにび

ィねも(ぜィづも思ぞ4びて＼の理快よ程可卒™ゥぱどつ

伎ぞぞべぱ4び〜


／ねイづァ(地稲よ蟹は4て以全め以心ぱべ壱療オ受にむ

ぞべぺにィ™だ努�む4ぞア4び〜

http://takagihp.jp
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♠ 助っ人として ♠


− 管理栄養士　田中友里子 −


／初�4ぱむ＼田中友里子も申ぱ4び〜緩理穎養士石黒琴

美はカよ産休ゅ伴ぞ＼令和2年11月づァ来年3月4めよ半

年関＼緩理穎養士もぱむ勤務びィねもゅやア4ぱべ〜


／私ら威前＼施設め働ぞむ4ぱべて＼病宇めよ緩理穎養士

業務ら初�むめ不以めぱべ〜ぱづぱ＼石黒琴美はカゅ™ィ

親切丁寧や™で継と＼先輩方よの指導ゅ™ア＼周易よ蟹は

4よの協力よ(も＼やカもづ¹イむつア4び〜


／£ねイめぞぞよぺゥだづ％やゃも悩�ねも(ぜア4び

て＼管護師はカオ始�蟹は4ゅ相談ぱ＼ねよ業務ゅ¹アて

ぞオ憾ひむぞ4び〜短ぞ関めびて＼蟹は4よつ力もやイィ

™だ尽力ぱべぞも思ぞ4び〜ゃだへ™ゥぱどつ伎ぞぞべぱ

4び〜

♠ みんなで安心マーク ♠


／日本壱師廻めら＼慣者は4て以心ぱむ壱療機韓ゅ来宇め

でィ™だ＼憾染防止対策オ徹底ぱむぞィ壱療機韓ゅ対ぱむ

＃新型ニΖムゾゼΔパ憾染症等憾染防止対策実施壱療機

韓 :カやめ以心ヴ【デ＆オ発行ぱむつア＼当宇(9月ゅ認

証オ受に4ぱべ〜


／本ヴ【デら＼慣者は4¹の

来宇はイィ方ゅ対ぱむ壱療機

韓て憾染防止対策ゅ取ア組カ

めぞィねもオ示びべ�よ掲示

め＼ヴパデオぱべ＃日壱君＆
ゅ ほ ぞ どカ

て＃:カやめ以心ヴ【デ＆オ

持ぽむぞ4び〜


／壱療機韓て憾染防止対策ビ

ΔルベタホデΓパ>よ全むよ

項目オ実践ぱむぞィねもて前

提めぜア＼ぷよ内容ら＼慣者

は4ゅ(ェづア¹びどやぽむ

ぞ4び〜

♥ 敬老の日、とびっきりの笑顔 ♥

え が お

− 3階病棟看護師　野田可那子 −


／骸よ木」(色みで＼病棟パプホル允同＼秋よ深4アオ憾

ひやてァ日」よ業務ゅ取ア組カめつア4び〜


／9月21日ら敬老よ日もぞだねもめ＼当宇めら毎年£つ掛

ぱv廻％オ催ぱむつア4ぱべて＼今年ら新型ニΖムゾゼΔ

パ憾染症よ洩響(ぜア＼慣者は4をよロΕピΜ>配布よv

もやア4ぱべ〜


／地稲よ方よの厚維

め＼づェぞぞ魔女よ

ルタΔ>ヴパニホ>も

月も桔梗＼パパヅオÒ

ベ【ルゅぱべヰ【ョ【

デΒル>オ希贈ぞべぺ

で＼病棟パプホル™ア慣者は4ゅつ渡ぱぱ4ぱべ〜ロΕピ

Μ>オ渡ぱべ際ゅら＼慣者は4よ満面よ笑企オ見ィねもて

めで＼蛾」パプホル(大変岐ぱぞ気持ほゅやア4ぱべ〜


／面廻制限よべ�の架族ゅ廻ぢやぞ棄関て続ぞむつア4び

て＼今後(慣者は4ゅ少ぱめ(掛ぱど戒適ゅ我のぱむぞべ

ぺにィ™だ＼力オ合ェふむ願張ぽむぞでべぞも思ぞ4び〜

�������
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〜 風邪（かぜ） 〜 

／風邪≧づぶ∞もら＼ゾゼΔパ¹細菌て口

¹鼻づァ侵入ぱ＼粘膜ゅ憾染ぱべねもめ起

ねィ様」や急性症状オ4も�べ(よめび〜

ゼΜルΔダΜノ(風邪よれもまも言ぢィめ

ぱ>だ〜


／ゾゼΔパ¹細菌よ種類ゅ™ぽむ＼蔭頭症

状≧よゃよ痛v¹慨∞＼鼻症状≧どぱðv

¹鼻水∞＼消佳奇症状≧吐で気¹価痢∞＼韓節症状≧節」

よ痛v∞＼熱やゃて出むで4び〜


／風邪もら単允よ病気めらやど＼主ゅゾゼΔパ憾染ゅ™ィ

上気道≧鼻腔¹蔭頭やゃ∞よ縁症性よ急性症状オ4も�べ

(よめび〜正式ゅら£風邪症候群％もぞぞ＼急性鼻蔭頭縁

≧普通憾冒∞¹急性気緩支縁＼ゼΜルΔダΜノやゃ＼様」

や病名て属びィトΔ【ロ名やよめび〜


〜 漢方医学ではこう見る 〜 

／¢風邪ゅづづぽべァ4ぴ身体オ仮�む治癒オ早�ィ％ね

もオ目的もぱむ治療オ進�むぞで4び〜ぷねて£症状オ

もぽむ治療ぱむぞど％もぞだ西洋壱額も違やィ点めび〜


／べぺ＼ぷよべ�ゅ必要もやィ潅方薬ら＼ぷよ人よ病気ゅ

対びィ抵抗力よ程度≧虚証…実証∞¹＼れで始�＼ぜィぞ

ら治アづにやゃ風邪よ時棄ゅ™ぽむ変ェぽむで4び〜


／4べ＼風邪よ場合ら£熱証…勘証％もぞだ状態(重視ぱ

むぞで4び〜へどへどもぱべ圧勘オ憾ひィ場合て£勘性よ
つ づ カ

風邪％めぜア＼圧勘オ伴ェやぞ場合て£熱性よ風邪％めび〜

4び〜


／™ど£風邪ゅ轄根湯％も言ぞ4びて＼必ぴぱ(ぷだめら
づぽねカもだ

やど＼ぷよ人よ体力¹症状＼証よ状態やゃゅ™ぽむ＼薬オ

選択びィよて良ぞめぱ>だ〜


〜 風邪の治療で用いることの多い漢方薬 〜 

☆おすすめDJOFNB☆　　　　　　　　　　　　　

『グリーンブック』　　　　　　   


                       Green Book    2018年 アメリカ映画


／実話ゅ嬉みぞべ瑛雅めぜ

ィ〜本作よ題名めぜィ£ト

Γ【Μレホデ％もらズêΓッ

合衆国て人種岳離政策時代よ

1930年代づァ1960年代ゅ自

動車め旅行びィズルΓッ系ズ

êΓッ人≧黒人∞オ対象ゅ発

行はイむぞべ旅行ツゼ�レホ

デよねも〜


／時ら1962年＼メR【Α【

デよ允流ムゼ>デΒレめ用心

棒オ務�ィ>メ【…Γホロら＼てはまめ無額ぺて＼腕ぽゑ

ぱもらぽべアめ架族¹周易づァ頼アゅはイむぞべ〜ぜィ

日＼>メ【ら＼黒人リズメパ>よ嬰転手もぱむパッゾ>は

イィ〜彼よ名前ら�デプ【…�ムΔ�…ハª【Γ【〜巨匠

パ>ΒΝセΜパヅ【づァ＞神よ技巧≦も絶賛はイ＼ドャ

ミセ大統領よべ�ゅヱΘゼ>ュゾパめ(猿奏びィsゃよ天

才やよぺて＼やぶづ黒人差別よ色濃ど残ィ器険や南部めよ

猿奏ボズ【オ目指ぱむぞべ〜ぷぱむ＼二人ら＼£トΓ【Μ

レホデ％オ頼アゅボズ【をも出発びィ〜


／らひ�らつ互ぞよ流儀オ譲ァぴ＼衝突りづアぱむぞべ二

人ぺて＼>メ【ら�デプ【…ハª【Γ【よ奏めィ今4め聞

ぞべねもよやぞ美ぱぞ伽色ゅ魅ふァイ＼�デプ【…ハª【

Γ【(ゃカや>ΒレΔ(快決びィ>メ【ゅ信頼オ希ふむぞ

ど〜¹てむ二人よ関ゅぜィ壁ら無どやア＼掛ぱぞ旅をも変

ェぽむぞど〜


／�デプ【…ハª【Γ【よ本当よ目的ゅ胸て熱どやア＼洒

落べΒパ>ら拍手オ贈ァぴゅらぞァイやどやィ〜


／第91怪ズッミヵ【賞めら＼作品賞…助猿男優賞≧�デ

プ【…ハª【Γ【役よヴュ【ハªΒ…ズΓ∞やゃ3部門め

受賞〜／／／／／／／／／／／／／／／     ／／／／K.T

   漢方のおはなし
ー　その七　ー

急

性

期

麻黄湯
まおうとう

体力充実して寒気があり、発熱、頭痛、咳がある

葛根湯
かっこんとう

体力中等度以上で、風邪の初期、鼻風邪など

小 青竜湯
しょうせいりゅうとう 体力中等度または虚弱で、うすい水様の痰を伴う

咳や鼻水出る風邪、鼻炎など　

桂枝湯
けいしとう

体力虚弱で、汗が出る風邪の初期

麻黄附子細辛湯
まおう ぶ し さ いしんとう

体力虚弱で、手足に冷えがあり、悪寒がある風邪

真武湯
しんぶとう

体力虚弱で、冷えがあり、疲労感がある風邪

香蘇散
こうそさん 体力虚弱で、神経過敏で、気分がすぐれない風邪

の初期

慢

性

期

麻杏甘石湯
ま きょうかんせきとう

体力中等度以上で、咳が出て、喉が渇く風邪

柴胡桂枝湯
さいこ け い しとう 体力中等度または虚弱で、微熱・吐き気がある風

邪の中期から後期

竹筎温胆湯
ちくじょうんたんとう 体力中等度で、風邪の回復期に熱が長引いたり、

咳や痰が多いもの

補中益気湯
ほちゅうえ き きとう 体力虚弱で、元気がなく、胃腸の働きが衰えて、

疲れやすい風邪
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／第65号＼ぞづてめぱべめぱ>だづ〜ニΖム苛よ中＼今怪ら少ぱめ(前向でや内容オつ

届にぱべぞも考ぢ＼£敬老よ日％よ慣者は4よ素晴ァぱぞ£笑企％＼£免閲力ズホロ

よパプヵム鍋Εハリ％やゃオ盛ア込v4ぱべ〜


／ねイづァ勘ぞ冬て¹ぽむ来4び〜今年よ例年威上ゅ冬ら冷ぢ込vて強ぞも予想はイむ

つア＼新型ニΖムゾゼΔパもゼΜルΔダΜノよ同時流行(懸念はイ4び〜


／不要不急よ崖出オ控ぢ＼崖出時よ三密よ怪避＼ヴパデ着用＼手指消毒オつ忘イやど〜


／ぷイめら蟹は4＼体調緩理ゅ十分つ気オまにどぺはぞ〜／


±64号4めよBack Numberオ忌望はイィ方ら受付4めつ申ぱ出価はぞ〜


当宇ヱ【Àヰ【バめ(Back Numberオ見ィねもてめで4び〜


★ 免疫力をあげよう ★ 
ー　管理栄養士　石黒琴美　ー 

／食ん(よて美味ぱぞ季節て¹ぽむで4ぱべょ(^^１


新型ニΖムゾゼΔパ¹ゼΜルΔダΜノづァ身体オ守ィべ�

ゅ免閲力オ向上はふィ食ん(よオぞどまづ紹壊ぱべぞも思

ぞ4び〜


Recipe no.42

＊豚ユΒも免閲力UP食材パプヵム鍋＠


＊作ア方＠


1. sだイカ草ら允口大ゅ切ィ〜ゅカゅどらパΒゼパゅ＼

鷹よ爪ら種子オ取ア除ぞむ輪切アゅびィ〜長ょとら斜

�切ア＼でよね類ら好でや大ではゅッホ>びィ〜


2. 土鍋ゅ出ぱ汁も調味料＼ゅカゅど＼鷹よ爪オ入イ＼強

箇ゅづにィ〜


3. 煮立ぽべァ＼でよね類オ入イ＼箇オ通び〜豚肉オ入

イ＼表面て白どやィ4め煮ィ〜


4. 長ょとオ入イ＼sだイカ草

ら＼葉ぽる＼軸よ順ゅ入イ

ィ〜sだイカ草てぱカやアぱ

べァヌヴオ散ァぱむ寛成〜の

4油オれも怪ぱぱむ(美味ぱ

ぞめび〜

 材料（2人分）　400kcal／1人分　 
塩分3.0g／1人分
調理時間 約30分

豚バラ肉スライス 150g
長ねぎ 1/2本
きのこ類 好きなだけ
ほうれん草 2束
出し汁 700mL
塩 小さじ1弱

薄口しょう油 大さじ2
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
にんにく 1片
鷹の爪 1本

食材 BEST 10 飲みもの BEST 5

1. ヨーグルト 1. 緑茶
2. 納豆 2. 紅茶
3. しょうが 3. 乳酸菌飲料
4. 長ねぎ 4. 野菜ジュース
5. にんにく 5. フルーツジュース
6. きのこ類
7. みそ
8. レバー
9. ブロッコリー
10. わかめ


