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／ゼプΓズよ名門高校長パヅΒ【ベタはカて生徒達ゅ向に
べ�ホビ【バよ中ゅ£ねよ器機オ乗アぢべもで＼蟹はカ
らでぽも変ェぽむぞィねもめぱ�だ〜™ぞ方向ゅ変ェィね
もてめでィづ�ぱイ�ふカ〜�ぽも自較オ持ぽべ＼�ぽも
素晴ァぱぞ人関ゅやィねもてめでィづ�ぱイ�ふカ〜
／本オ読�＼考ぢィねもめ＼ねよ孤独や長ぞ日」オ無駄ゅ
失ェイべ時関ゅふぴ＼有榎め素晴ァぱぞ時関ゅぱ�ぱ�
だ〜％もぜア�び〜
／ねよ™だや前向やもァぢ方らニΖム苛オ上手ど乗アぢ
ィべ�よヨΜ�ゅやィづ�ぱイ�ふカ〜

／勘ぞ冬�終ェア＼骸中ゅら緑て目立ま今日ねよ頃もやア
�ぱべ〜蟹は�体調らぞづてめぱ�だづ〜
／新型ニΖムゾゼΔパΘデベΜよ接種て™だ�ど始�ア�
ぱべて＼憾染よ終息ゅら未ぺづやアよ時関オ要びィ™だめ
び〜
／不要不急よ崖出…崖食オ控ぢィ™だゅやぽべねもめ＼自
宅ゅぞィ時関て増ぢィ™だゅやア＼ねイ�め録アべ�べ瑛
雅オ見べア＼本オ読カぺアびィねもて増ぢべ方�つァイィ
も思ぞ�び〜

♣ クリスマス会 ♣
やすひで
− 介護福祉士 後藤悌秀 −
／昨年12月25日＼撹病棟めデΓパヴパ廻て行ェイ�ぱ
べ〜宇内らぞどま�よボΓ【て飾ァイ＼デΓパヴパァ
ぱぞ雰易気ゅ包�イ�ぱべ〜ぷカや中＼慣者は�よ昼
食よ時関て近みぞむでべ頃＼ミゼΔ【�ゅネΜプ��
ムッゼ＼雪ぺィ�よ育装ゅ身オ包カぺパプホルて登
場〜
／慣者は�ゅらトΒプΜ�ド【ヅやゃよデΓパヴパ�
メ�【オ掛ぱカめぞべぺで�ぱべ〜
／昨年ら新型ニΖムゾゼΔパよ洩響め慣者は�らの
架族は�もよ面廻て制限はイ＼ゼワΜ�等�中止ふ
ばィオ得やぞ状況て続ぞむぞ�ぱべ〜ぷよべ�＼慣者は�
ゅ少ぱめ�元気オ出ぱむぞべぺねだも十分や憾染対策オ
行ぽべ上めデΓパヴパ廻オ行だねもゅぱ�ぱべ〜
／慣者は�づァよ£びのど＼だイぱぞ％＼£ド【ヅ美味ぱ
ぞ％等もらぴ�声＼笑企オ見む＼パプホル允同＼魁�むゼ
ワΜ�オ行だねもよ大切はオ知ア＼ねイづァ�出来ィ範易
め内容オ工夫ぱやてァ続にむぞでべぞも考ぢむぞ�び〜
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♠ 超音波診断装置が新しくなりました ♠
／超伽波検査ら体よ表面づァ超伽波オ当む＼体内よ組織ゅ
ゐまづぽむらょ返ぽむでべダニ【≧ねぺ�∞オ瑛ぱ出ぱべ
検査め＼ダニ【検査も�呼りイむぞ�び〜
／超伽波検査ら＼痛���もカゃやど＼ΕΜ�ナΜ検査�
CT検査よ™だゅ＞X線よ被爆≦
オ心配びィ必要てぜア�ふカ〜
／当宇めら＼本年2月＼新ぱぞ超
伽波診断装置≧Canon社製
＞Xario 100G≦∞オ導入ぱ�ぱ
べ〜ねよ装置ら＼ェぴづ2秒め高
速起動びィねもてめで＼検査て
必要や場面＼装置オ遺動ぱむ使
ぞべぞ場面め＼慣者は�オつ待
べふびィねもやどびなゅ検査て
始�ァイ�び〜
／装置自体ら非常ゅニΜョデ�
ゅ設計はイむつア＼直憾的や操

作オ寡能もびィハΜロΔや操作
ョャΔゅ™ア＼パ�【ヒや入力
操作てめで�び〜
／�べ＼非常ゅ高雅質め見�び
ぞ大型越晶�メプ雅面ら慣者は
�をよ説明ゅ�最適めび〜
／従来よ装置めら難ぱづぽべ深
部≧臓奇よ深ぞ部惟∞よ快像度
ら獲段ゅ進歩ぱむつア＼浅部づ
ァ深部�め非常ゅ綺麗や雅像オ
描出びィねもてめで�び〜
／腹部臓奇≧莞臓＼腎臓＼膵
臓＼脾臓やゃ∞�循監奇≧心
臓＼血緩やゃ∞よ診断ゅ家ぢ＼
壱額的処置≧腹水穿刺＼胸水穿
刺＼ッマ【マΔ挿入時よ血緩描
出やゃ∞オュゼΕワΔや技術め行だねもて寡能ゅやア�ぱ
べ〜

♠ 認知症看護認定看護師教育課程を修了しました ♠

む培ェイべ多様や憾ひ方�夏値憾オ理快ぱ＼私べほゅ出来

− 看護主任

まほづェ

棚部由江 −

ィねもオパプホルよ蟹はカも
共ゅ考ぢやてァぷよ人ァぱど
以心ぱむ療養めでィ™だゅ支
煙ぱむぞでべぞも思ぽむぞ�
び〜
／認知症よ方よ言葉�行動よ
背景ゅぜィ�ホビ【バゅ気み
で＼良ぞ伴走者もぱむ共ゅ歩
カめぞにィ™だ尽力ぱべぞも
思ぞ�び〜ゃだへ™ゥぱどつ
伎ぞぞべぱ�び〜

ェぴァ

／長寿佳ゅ™ア認知症オ慣だ方よ入宇て増ぢ＼当宇め�認
知症よ方オ担当びィ機廻て増ぢ�ぱべ〜認知症よ方も接び
ィ中め＼認知症オ正ぱど理快ぱぷよ人ゅ合ぽべドズて提供
めでィ™だゅやアべぞも思ぞ＼認知症管護認定管護師教茨
霞程オ志望ぱ＼宇長＼副宇長らひ�パプホルよ蟹は�ゅ支
煙オ受にやてァ修了びィねもてめで�ぱべ〜
／認知症ゅやィも＼自分よ思ぞオ上手ど他者ゅ伝ぢィねも
て難ぱどやア�び〜ぷよ方よ認知症よ症状て日常生滑ゅゃ
よ™だゅ洩響ぱ＼今困ぽむぞィねもら可づ＼ゃだ対殴びイ
り困ぽむぞィねもて快消めでィづオ考ぢィも共ゅ＼ぷよ方
てねイ�めよ人生よ中め多どよねもオ経験ぱ＼ぷイゅ™ぽ

♥ 高木病院 温泉 開き ♥
− 看護・介護スタッフ一同 −

允人允人て分づほ合だねもめぜア＼ねだぱべ心オ＼老若男
女オ問ェぴぺイ�て茨�でぽづにもやィ™だ＼制定はイ�
ぱべ〜
／未曾有よニΖム苛よやづ大変やねも�多」ぜア�びて＼
入宇慣者は�…の架族は�よの協力もの理快オ得やてァ＼
パプホル允
同＼助に合
ぞよ心オ持
ほ続に乗ア
ぢむぞど
所存めび〜

／当宇めら£管護よ日≧5月12日∞％ゅ合ェ
ふ＼日頃面廻制限ゅ™アの架族は�もよ時
関オ�むやぞ慣者は�ゅ少ぱめ�癒ぱオも
思ぞ＼週Ｍ怪ぜィ入浴日ゅ入浴剤オ入イむ
癒はイむぞべぺねだも計雅ぱむぞ�び〜
／直接慣者は�よ入浴はイむぞィ様子オ見む
ぞべぺにやぞねもら残念めびて＼＞高木仮泉≦ゅ浸づぽべ
慣者は�オ思ぞ浮づんむぞべぺにイりも思ぞ�び〜
／浴槽よ中＼思ェぴ£ぜ×気持ほぞぞ％＼£良づぽべ×％
も言だ声て聞づイ＼慣者は�も職�よ声て飛ろ交だ＼和�
づや雰易気て訪イィねもオ棄待ぱむぞ�び〜
／2021年ら＼ムゼベΜナ【Δ生誕201年オ迎ぢ�び〜管
護よ日もら管護よ心＼ドズよ心＼助に合ぞよ心オ＼私べほ
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漢方のおはなし
ー

その八

ひんにょう

めび〜腎もぞぽむ�＼腎臓もぞだれもまよ臓奇ぺにオ指び
よめらやど＼排尿…排泄＼水分代謝＼ヱΔ�ΜユΒΜパ＼
記俺力やゃオ総合ぱべらべァでオ表ぱ�び〜
ひカで�
／腎よ機能て衰ぢィ£腎虚％もぞだ状態ゅやィも＼£水％
ゅ韓びィ違常て起ねぽむどィェにめびて＼ぷよ允まよ症状
て排尿よ�ΒレΔめび〜
／ �べ＼勘どやィも�ゼΕて近どやィ™だゅ＼ねだぱべ
排尿�ΒレΔよ根底ゅら£冷ぢ％てぜィも捉ぢむぞ�び〜
前述ぱべ腎虚�冷ぢゅ™ぽむ�べァはイィねもて多ぞねも
て分づぽむぞ�び〜ぷよ�づ＼£血％よ滞アめ生ひィ£つ
血％�腎虚ゅ韓ェィねもてぜア�び〜
／潅方よ治療めら＼ねだぱべ腎虚＼水毒…水滞＼つ血やゃ
排尿よ�ΒレΔよ背景ゅぜィ原©オ探ア＼正常ゅぱむ＼頻
尿…尿漏イオ魁善ぱむぞどねもオ目的ゅぱ�び〜

〜 頻尿・尿漏れ 〜
／通常＼私べほら日中ゅ5×8怪�ゼΕゅ行で＼
夜関ゅら�もカゃ�ゼΕゅ行づやぞも言ェイむ
ぞ�び〜頻尿もら＼昼関�夜関よ排尿怪数て通
常™ア多どやぽべ状態め＼原©ら神経ゅ問題て
ぜィ場合≧脳血緩障概�脊髄損傷やゃ∞も問題
てやぞ場合≧水分よ摂アびと＼膀胱縁やゃよ憾
染症＼前立腺肥大＼家齢＼骨盤底筋…尿道渇約
筋よ機能低価やゃ∞ゅ分づイ�び〜
／尿漏イもら排尿びィ前ゅ尿て�イむぱ�ぽべア＼どぱ�
�やゃつやづゅ力オ入イべもでゅ思ェぴ尿て出むぱ�ぽべ
アびィねもオ言ぞ�び〜
／現在ら尿維切迫憾≧抑ぢでイやぞ尿維∞オ�ゼΜゅ＼頻
づ づまゃだ�だねだ
尿�夜関頻尿てぜィ場合オ�も�む£我滑動膀胱％もぱむ
或だ™だゅやア�ぱべ〜

〜 風邪の治療で用いることの多い漢方薬 〜

〜 漢方医学ではこう見る 〜
で

にま

は ち み じ お う がん

八味地黄丸

びぞ

／潅方よ蓋念ゅら＼£気…血…水％もぞだ�よてぜア�
び〜ねよだほ£水％ら血越威崖よ水分も
考ぢァイむぞ�び〜頻尿�尿漏イやゃよ
排尿ゅ韓びィ�ΒレΔら＼ねよ£水％ゅ
違常オでべび£水毒…水滞％ゅ™ぽむ生
ひィ症状めび〜
／はァゅ＼ねだぱべ原©オ作ア出びよ
ひカ
て＼£水％よ状態オ調整ぱむぞィ£腎％

ご し ゃ じ ん き がん

牛車腎気丸
ちょれいとう

猪苓湯
せいしん れ ん し いん

清心蓮子飲
しょうけんちゅうとう

小 建中 湯

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやす
く、尿量減少または多尿な方の排尿困難、頻尿など
体力中等度以下で、疲れやすく、胃腸障害がなく、
尿量減少または多尿な方の排尿困難、頻尿など
体力に関わらず使用でき、排尿異常がある方の排尿
困難、排尿痛、残尿感、頻尿など
体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感がある
方の排尿痛、残尿感、頻尿など
体力虚弱で、疲労しやすく、頻尿および多尿などを
伴う方の小児虚弱体質、小児夜尿症

ヒ％て存在ぱやぞ世芥ゅやぽむぞべ〜彼ァよ名曲オ較ぢむ
ぞィよら世芥めべぺれもア＼バ�ホデぺに÷ぷぱむ＼
バ�ホデてラ【�Δヒよ曲オ禾だもΒゼレら大盛況ゅ〜
／思ぞてにぴ夢オ樺ぢべづゅ見ぢべバ�ホデぺぽべて÷〜
／£ゼダパプミゼ≧Yesterday∞％もぞだ曲ら＼ラ【�Δ
ヒよン【Δ…ヴホッ【�メ【て＼寝むぞィもでゅ突然ねよ
�Ζミセて浮づカめでむ＼慌むむ書で留�べもぞだ員話て
ぜィ曲ぺぷだめび〜彼曰ど＼£ぜ�アゅ自然ゅ浮づカめで
べ�よぺづァ＼誰づよ曲よ�Ζミセやカづひ�やぞづも
思ぽむ＼蟹ゅ聞づふむ怪ぽべにゃ＼誰�ねよ�Ζミセオ知
ァやぞ�べぞぺぽべづァ＼僕よヂΓバムΔ曲ぺも認識ぱ
べ％も述んむぞ�び〜
／ぷよ誕生よ仕方づァ＼ねよ瑛雅よ根感めぜィ£実ら磯だ
≧ョΒΕΔΘ【Δよ∞ズ【ベパ�よ盗作’％も妄想めで
ィ条件て作品名£ゼダパプミゼ≧Yesterday∞％ゅら揃ぽ
むぞィ™だめび〜
／ラ【�Δヒオぜ�ア聴ぞべねもてやぞもぞだ方ゅ�是非
見む欲ぱぞ瑛雅めび〜／／／／／／／／／／／ ／K.T

☆おすすめCINEMA☆
『イエスタデイ』
Yesterday

ー

2019年 イギリス映画

／ゼテΓパよ小はや
皆辺よ町め暮ァびハ
Μツ【フΜトΒゼ
プ【よバ�ホデら＼
幼やひ�よ親友ダ
Γ【づァ献身的ゅ支
ぢァイむぞィ�よよ
全ど売イぴ＼伽掛め
有名ゅやィ夢オ諦�づ
にむぞべ〜
／ぷカやぜィ日＼世芥規模よ瞬関的や停電て発生ぱ＼
バ�ホデら交通事故め昏睡状態ゅ館ぽむぱ�だ〜目オ較�
びもぷねら＼史上最�有名やらぴよユΜ£ノ…ラ【�Δ
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★ 春の訪れ 鮮やかな色合いのグリーンピース ★
ー

管理栄養士

田中友里子

材料（4人分） 214kcal／1人分
塩分2.0g／1人分

ー

／トΓ【Μリ【パら＼実らダΜゾ�だびぞ豆も�呼り
イ＼パ【ョ【め�は�付でめ売ぽむぞィ�よオ見づに�
び〜
／らほ切イカりづアゅ膨ァカぺは�＼中よゑぽどアもぱべ
豆らづェぞァぱぞめびょ≧べ�ゅ�ぽほア詰�アびとむ＼
四郭どやぽむぞィ豆�ぜア�びて∞〜
／トΓ【Μリ【パもぞだもハ�ゾヴゼよ上ゅほ�ねカも
乗ぽむぞィよオ想像はイィ方�多ぞも思ぞ�び〜ぜイら子
供べほゅ掛ぱカめ食んむ�ァだべ�＼ハ�【�ド【ヅよゼ
ベヌオゼ�【バぱむ乗ふべも言ェイむぞ�び〜
／他ゅ�肉ひ�てよ彩ア�＼ぷよ��央辛ど煮む食んべア
�ぱ�びょ〜
／ぷよ中め�私ら＼トΓ【Μリ【パよ香ア��ど�どもぱ
べ食憾て掛ぱ�ィ＞豆のらカ≦て大好でめび〜
／今怪ら＼ぷカや豆のらカよつびび�Εハリ≧母直伝∞オ
の紹壊ぱ�び〜

調理時間 約60分
お米

2合（300g）

水

450mL

塩

6g（小さじ1）

グリーンピース

150g

＊作ア方＠
1. 水ゅ央オ入イむ™ど溶づび〜
2. つ米オもぞめ＼2合よ線�め1よ央水オ入イィ〜
3. 豆オ入イむ普通ゅ炊ど〜
／／�豆よ恰合て少ぱ多�よΕハリめび〜
／トΓ【Μリ【パては�付でよ場合ら＼300g用維ぱむ価
はぞ〜剝ども半分なァぞゅやぽむぱ�ぞ�びよめ〜

Recipe no.43

＊穎養よつ話＠

＊母直伝よ豆のらカ＠

／トΓ【Μリ【パゅら豆特有よミΜロΜ＼プΜョデ質て多
ど巌�イむぞ�び〜食物繊医て特ゅ豊富め＼野菜よ中め�
�ホロデΒパめび〜
／不溶性食物繊医よ恰合て多ぞよめ＼便秘よ魁善て棄待め
で�び〜
／�べ＼疲労怪復ゅ役立まラプヵΜB1�貧血オ予防びィ
鉄分�巌�イむぞ�び〜

／第66号＼ぞづてめぱべめぱ�だづ〜春ゅやア＼我のぱ�びぞ季節もやア�ぱべて＼暖
づぞ日ら菓粉て飛カめ＼目よづ©�＼どぱ��やゃよ菓粉症症状ゅつ悩�よ方�多ぞ
づも思ぞ�び〜
／�ぺ�ぺ＼続どニΖム苛よ状況めびて＼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�＼体調緩理ゅ十分つ気オまにどぺはぞ〜／
�65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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