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ー　ご挨拶　ー

／厳ぱぞ日差ぱ'少ぱ和ァぞめでべ今日ねよ頃めび〜蟹は

6ぞづてつ我のぱめぱ<だづ〜


／ニΖム苛ゅつぞむ凱催はイべ東京ヂΓΜリホデ〜フルR

ヲ【Δ＼野球やゃ今大廻て最後よ種目a＼パド【Rヲ【

�＼空手やゃ新採用よ種目'ぜア＼出場ぱべヂΓΜリズΜ

べほて試合ゅ挑s姿ら＼私べほよ心ゅ憾動も基ろオ与ぢむ

どイ6ぱべ〜


／允方め＼新型ニΖムゾゼΔパて爆発的や勢ぞめ核大ぱむ

ぞ6び〜


／ねよ允年余アめ憾染対策ら整備はイままぜア6びて＼憾

染核大オ防なべ�ゅら個人個人よ憾染ゅ対びィ正ぱぞ知識

オ持まねもて最'重要めび〜�カやめ憾染防止ゅ努�むぞ

で6ぱ<だ〜


／ぷぱむ＼3年後よョΓヂΓΜリホデめら＼ヂΓΜリズΜ

も貫客て允体もやぽむ憾動オ分づほ合ぢィ™だゅ÷〜
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♥ 七夕 − みんなの願い − ♥

たなばた

− 看護部長　大西直子 −


／幼ぞ頃づァ＼毎年よ™だゅ暇よ訪イオ憾ひィ七夕よ夜

ゅ＼夜空オ見上ぬやてァ星ゅ伎ぞオ捧ぬむぞ6び〜


／地稲のもよ言ぞ伝ぢa伝統'色」ぜア6びて＼七夕も

ら＼£織姫は6も彦星は6て天よ川オ渡ぽむ允年ゅ允度ぺ
つアれ� れねÌぱ

に出廻ぢィ7月7日よ夜％よねもめ＼短冊ゅ伎ぞ事オ書ぞ

む笹竹ゅ飾ア6び〜


／今年よ高木病宇よ七夕飾アら＼崖部づァよ笹竹よ持ほ込

�オふぴ＼折ア紙め笹よ葉80枚オ作ア6ぱべ〜SNS動雅

オ繰ア返ぱ見やてァ允人め作成びィ中＼入宇慣者は6よつ

気持ほaの架族は6よ伎ぞオ怪想ぱべ貴重や時関めぱべ〜


／短冊ゅら＼パプホルて慣者は6よ心ゅ希ア添ぞ＼新型ニ

ΖムゾゼΔパ憾染症終息をよ伎ぞやゃ＼慣者は6aの架族

は6よ気持ほオ代弁ぱむ書づふむぞべぺで6ぱべ〜胸よ熱

どやィ思ぞめぱべ〜


／ぷぱむ＼7月7日よ夜＼空模様らぜぞゅどよ臼めぱべ

て＼允人允人よ短冊オ集�む模造紙ゅ貼ア＼伎ぞて樺ぞ6
づや

び™だゅも祈ア6ぱべ〜


／必ぴ£伎ぞら樺だ％も私ら信ひむぞ6び〜
づや

http://takagihp.jp


                                                                                            　                               TAKAGI HOSPITAL NEWS2

♠ 消防訓練 ♠


− 医事課長　田中利彦 −


／7月7日＼消防訓練オ実施ぱ6ぱべ〜箇災発生時ゅ迅速

ぷぱむ以全ゅ慣者は6オ守ィねもオ目的もぱ＼毎年行ぽむ

つア6び〜


／今怪ら＼箇災警報奇オ作動はふ＼3�™ア箇災て発生ぱ

べ想定よ訓練オぱ6ぱべ〜箇災て発生ぱべもでら＼慣者は

6＼職Eよ命オ守ィべ�允刻'早ど消防署をよ通報…箇災

消箇オぱやどむらやア6ふカ〜


／通報訓練ゅまぞむら＼箇

災通報装置ゅむ実際ゅ消防

署を通報ぱ6ぱべ〜消防署

をら＼ぞづゅ落ほ着ぞむョ

メホデゅやァやぞ™だ＼宇

内め発生ぱむぞィ箇災状

況…慣者は6a職Eよ避難

状況等オ正角づま的角ゅ伝

ぢィ必要てぜア6び〜


／消箇訓練ゅまぞむら＼水消箇奇オ使用ぱ＼的ゅ�てにむ

実際ゅ放水ぱ6ぱべ〜消防署よ方て到着びィ6め少ぱめ'

箇災オ広�やぞ™だゅ素早ぞ対殴オ心`にむ行ぞ6ぱべ〜


／6べ＼箇災時ゅパロΓΜデΒ【て作動ぱべ後よ対殴ゅま

ぞむ＼撹劾ゅぜィンΜロ室オΒゾΜ�ぱ＼ユΔレよ凱閉操

作等よ角認オ行ぞ6ぱべ〜


／当宇めら＼今後'防災維識オ持ぽむ＼蟹は6て以心ぱむ

の来宇めでィ™だゅ努�むぞで

べぞも思ぞ6び〜

♥ リスクマネージメント ♥


− 看護師　関口美恵子 −


／慣者は6ゅ™ア以全や壱療オ提供びィべ�よ知識オ身ゅ

まにべぞも思ぞ£壱療以全緩理者養成研修％ゅ参家はふむ

ぞべぺで＼本年4月™ア当宇よΓパデヴャ【バ�【ゅ就任

ぞべぱ6ぱべ〜


／研修めら＼壱療以全緩理体制ら＼壱療者個人よ対殴よ�

めやど＼組織全体もぱむ取ア組カめ構築ぱやにイり達成め

でやぞ重要やハパマ�めぜィねもオ額ろ6ぱべ〜


／主や滑動内容もぱむ＼病宇内め起でべ問題よ報告オ受に

む＼情報オ収集＼分析＼魁善ぱ＼ぷよ内容オ職Eを伝ぢ＼

事故再発予防業務オ行ぽむぞ6び〜


／6べ＼新ぱぞ取ア組�もぱむ＼壱師オ中心もぱべ壱療以

全ベ【�め定棄的ゅ病宇内オ巡怪ぱ＼慣者は6＼職Eゅ器

険てやぞづやゃオ角認ぱ＼事故予防対策ゅ努�むぞ6び〜


／壱療以全よ中め最'重要やねもら＼慣者は6＼の架族は

6ゅ対ぱむ£以心％£以全％オ提供びィねもぺも考ぢ6び〜


／ぱづぱ＼£以心％£以全％ら目ゅ見ぢィ'よめらぜア6

ふカ〜日のゥづァねよ™だや滑動オ行ぞ＼以全緩理体制オ

組織内ゅ根付づふ機能はふィねもも＼職Eよ教茨…研修オ

行ぞ＼常ゅ額ゐ習換オ作ィねもめ＼慣者は6ゅ£以心％£以

全％や監境て提供めでィよぺも思ぞ6び〜


／ニΖム苛め＼面廻制限てはイィ中＼の架族は6ゅら不以

や思ぞa御心配オつづにぱむぞィねもも思ぞ6び〜


／慣者は6＼の架族は6ゅ＼以心ぱむ当宇オ利用ぱむぞべ

ぺにィ™だ＼6べ＼当宇オ選カめ™づぽ

べも思ぽむぞべぺにィ™だゅ壱療以全滑

動ゅ取ア組カめぞでべぞも思ぞ6び〜

♠ カンゴザウルス ♠


〜 マスコットキャラクターができました 〜


／Θ【デ…Βゼル…ユΒΜパ≧WLB‥Work Life 

Balance∞もら＼個人ぷイへイよユΒΜパめ＼仕事も生滑

よ両立オ無理やど実現めでィ状

態よねもめび〜


／当宇めら＼＃職Eて滑で滑で

も働にィ職場監境オまどア＼能

力オ最大限ゅ発旗めで＼aアて

ぞ憾＼達成憾て持むィ＆オ目標

ゅぱむ取ア組�オ行ぞ＼2014年

4月＼日本管護協廻™ア第2怪

＃管護職よWLB推進 ッΜヌノゾ

Δパ賞＆オ受賞ぱ6ぱべ〜


／＃ッΜヌノゾΔパ＆≧左価写真∞らWLBオ殴煙びィ

＃繁穎＆も＃変楽＆よハΜヲΔも

やぽむぞ6び〜


／ぷぱむ＼ねよ度＼日本管護協廻

よ了承オ得む＼ッΜヌノゾΔパよ

ヴパニホRヅ�Βデプ【オ作成ぱ

6ぱべ≧卯∞〜胸ゅら心電図よ波

形め＃WLB＆よ文字オぜぱァ

ぞ＼今ら廃止はイむぞィム【パ

ヅ�ホロオ被ぽべ大変寡握ァぱぞ

ミノゼΜもやぽむぞ6び〜


／今後'ねよ取ア組�オ継続ぱ＼

元気め滑で滑で働ど職Eて＼慣者は6ゅ信頼はイィ壱療オ

提供めでィ™だ努�む6ぞア6び〜




                                                                                            　                               TAKAGI HOSPITAL NEWS3

〜 疲労 〜 

／長時関よ嬰動a労働＼精神的や作業オび

ィねもゅ™ぽむ体ゅ起ねィ生理的や現象て

疲労めび〜体て重ぞ＼ぺィぞやゃよ全身症

状＼肩a腰よねア＼翫てハ.ヲハ.ヲぱむ

見ぢゅどぞ＼頭痛もぞぽべ肉体的や症状よ

2づ＼aィ気て起でやぞ＼悲貫的ゅやィ＼

集中力てやぞもぞだ™だゅ＼精神面よ症状

'起でむで6び〜


／疲労オ怪復びィべ�ゅら＼6ぴ穎養オもア＼©ぽどア体

オ休�ィねもて大切めび〜ぷイめ'怪復ぱやぞ場合ら＼て

カ＼甲状腺＼莞臓＼心臓やゃよ病気よ症状もぱむ現イむぞ

ィ寡能性'ぜア6び〜


〜 漢方医学ではこう診る 〜 

／潅方めら＼体内ゅら生命滑動オニΜRΖ【Δびィ£気…
で

血…水％てぜア＼£疲労％らねイァよ不調和て原©めぜィ
にま びぞ

も考ぢァイむぞ6び〜特ゅ£気％ら£血％も£水％オ統合

びィ生命ダャΔテ【ももァぢァイむぞィべ�＼疲労オ快消

びィゅら£気％よズΜユΒΜパオ整ぢべ

ア＼£気％オ強�べアびィねもて大切も

やぽむで6び〜


／家ぢむ＼体ゅ穎養オ嬰ゐ£血％オ補だ必

要てぜア6び〜ねだぱべ治療オ行だねも

め＼亥腸'丈夫ゅやぽむ食欲てェで＼穎養

分よ吸収'清aづゅやア＼元気オ取ア戻び

ねもてめで6び〜


／疲労オ魁善びィ目的よ潅方薬もぱむ代表的や'よら＼

£補中榎気湯％めび〜ぺィぞ＼気力て出やぞ＼食欲てやぞ
2ほWだぢ ぽ でもだ

もぞぽべ状態ゅ使用はイ6び〜気力りづアめやど＼体力'

怪復はふむどイィ処方めび〜年齢的や衰ぢ＼暇ユマa病後

よ怪復棄ゅ'™ど用ぞァイ6び〜


／£気虚％ゅ家ぢむ＼皮膚てづはまぞべア＼体重て減少ぱ
でで<

べアもぞだ£血虚％よ症状'伴だもで£十全大補湯％て用
にぽで< ひWだぶカべぞ2 も だ

ぞァイ6び〜£人参養穎湯％オ用ぞィねも'ぜア6び〜

ゅカひカ™だぢぞもだ

／体質魁善オ目的ゅびィ場合ら＼長棄ゅェべィ服用て必要

もやア6びよめ＼根気™ど院�続にィねもて疲労魁善よ最

大よ鍵もやア6び〜'ほゥカ＼潅方薬ぺにゅ頼ァぴ＼穎養

よぜィ食ん'よオもア＼睡眠オべぽゑアもア＼規則正ぱぞ

生滑習換オ送ィねも'疲労怪復ゅ大切めび〜


〜 疲労に使われることの多い漢方薬 〜 

☆おすすめDJOFNB☆　　　　　　　　　　　　　

『戦場のピアニスト』The Pianist    


　　　2002年 フランス・ドイツ・ポーランド・イギリス映画


／第55怪ッΜモ国

際瑛雅祭め最高賞

ョΔ��【Δよ穎

刊ゅ輝ぞべ戦争�

Βヴ〜第75怪ズッ

ミヵ【賞め'作品

賞2づ7部門ゅヤ

ヵャ【Rはイ＼Ζ

ヴΜ…ンΒΜパ

ヅ【よ最優秀竿督賞＼ダゼ�ΓズΜ…レΖミセよ最優秀主

猿男優賞やゃ計3部門め受賞オ珂べぱ6ぱべ〜


／ムベパ�ゼボ侵攻価よン【ΒΜ�め生でべ実在よ�ヘ�

人リズメパR＼ゾΘミセパΘル…ハ�リΔヴΜよ自伝よ瑛

雅佳め＼竿督よンΒΜパヅ【自身'＼ョΓめン【ΒΜ�人

よ両親よ'もゅ生6イ＼収容所め母親オ亡どぱ＼撹地オ放

浪ぱむ生で演ろべもぞだ体験オ持ぽむぞ6び〜


／1939年＼ムベパ�ゼボてン【ΒΜ�ゅ侵攻〜ΘΔハ�

Θよ放送局め猿奏ぱむぞべリズメパRよハ�リΔヴΜら＼

�ヘ�人もぱむナホR【≧�ヘ�人強制居住区稲∞ゅ遺住

はふァイァイィ〜aてむ可十万'よ�ヘ�人て強制収容所

送アもやィ中＼寄跡的ゅ難オ逃イべハ�リΔヴΜら＼必死

ゅ身オ羽ぱむ生で演ろィねもぺにオ考ぢむぞべ〜


／ぱづぱぜィ夜＼まぞゅれもアよ�ゼボ人将校ゅ見まづぽ

むぱ6だ÷〜


／世芥撹地め行ェイべ�ヘ�人迫概よ歴史ら＼人種差別オ

ぜ6ア経験ぱべねもよやぞ蛾」日本人ゅら＼理快不能や部

分てぜィづ'知イ6ふカ〜


／言葉めら伝ぢァイやぞ残酷はて瑛像オ通ひむ胸ゅ刺はア

6び〜


／人よ愚づはも素晴ァぱは＼死をよ尊厳〜争ぞよ歴史よ上

ゅ私べほて存在ぱむぞィねもオ考ぢはふァイィ名作めび〜／／／／／／／／／／／／／／／／／／／    ／／／／／／


／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／K.T

   漢方のおはなし
ー　その九　ー

補中益気湯
ほちゅうえ っ きとう 体力虚弱で、胃腸の働きが衰えて、疲れやすい方の虚

弱体質、疲労倦怠など

十全大補湯
じゅうぜんたいほ と う

体力虚弱な方の病後・術後の体力低下、疲労倦怠など

人参養栄湯
にんじんようえいとう 体力虚弱な方の病後・術後の体力低下、疲労倦怠、貧

血など

六君子湯
りっく ん しとう 体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、疲れや

すい方の胃炎、胃腸虚弱、消化不良、食欲不振など

四君子湯
し くん し とう 体力虚弱で、やせて疲れやすい方の胃腸虚弱、胃もた

れなど
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／第67号＼ぞづてめぱべめぱ<だづ〜猛暑'和ァと＼若患我のぱaびぞ季節もやア6ぱべて＼

6ぺ6ぺ暑ぞ日て続で6び〜


／新型ニΖムゾゼΔパよ憾染核大ら続ぞむつア6びて＼ゃだづ＼の自身も大切や

の架族オつ守アどぺはぞ〜


／ぷイめら蟹は6＼体調緩理ゅ十分気オまにつ我のぱどぺはぞ〜／


Ã66号6めよBack Numberオ忌望はイィ方ら受付6めつ申ぱ出価はぞ〜


当宇ヱ【�ヰ【バめ'Back Numberオ見ィねもてめで6び〜


★ おうち時間で簡単料理 ★ 
ー　管理栄養士　中原つかさ　ー　 

／新型ニΖムゾゼΔパ憾染予防対策ゅ™ア＼つだほめ我の

び時関て増ぢむぞ6び™ょ〜


／つだほゅぴぽもぞィも大変やよてのらカ“／ぷねめ＼缶

単ゅめでィ美味ぱぞ＃つだほのらカ＆オ紹壊ぱべぞも思ぞ

6び〜


／今怪ら＼皆老オ使ぽべ料理やよめ皆老ゅ巌6イィ穎養も

ぷよ効珂オ缶単ゅ紹壊ぱ6び〜


／皆老ら鶏sょ肉ゅゅ匹敵びィ2ゃ高プΜョデ＼低脂質め

び〜プΜョデ質ら＼体力a免閲力オ医持びィべ�よ重要や

穎養素めび〜


／6べ＼健康成分よプゾΓΜ'豊富ゅ巌カめぞ6び〜プゾ

ΓΜら＼心臓よ動でオ允定ゅ保まねもめ血綾a血糖値オ正

常や値6め価ぬィよオ助にィ働でてぜア6び〜家ぢむ疲労

怪復効珂やゃ'棄待はイむぞ6び〜


Recipe no.44


＊皆老ヴΑ＠


／皆老ら揚ぬぴゅ焼どぺにめ缶単〜フ【パオ絡�むぜぽも

ぞだ関ゅ出来上てア“


＊作ア方＠


1. ヲゾΔゅ∈オ合ェふむフ【パオ作ぽむつど〜


2. 皆老ら価処理オぱむ＼価味オ付にむつど〜


3. 皆老ゅ片栗粉オ軽ど6ゐび〜


4. ルΒゼョΜゅネΒヘ油オ中箇め熱ぱ＼皆老オ入イィ〜

片栗粉て固6ィ6め2＼3分なァぞら

触ァやぞ〜片面'同様ゅッΓホも

焼ど≧油てらょaびぞよめ注

維“∞


5. 1.よヲゾΔゅ4.よ皆老オ入イ＼

フ【パオ絡�む皿ゅ盛ア＼Εプ

パオ添ぢイり出来上てア〜

 材料（2人分）　291kcal／1人分　 
塩分1.3g／1人分
調理時間 約15分

海老 200g
料理酒（下味用） 大さじ1/2
塩コショウ（下味用） 少々
生姜すりおろし（下味用） 少々
サラダ油（炒め用） 大さじ2

片栗粉 適量
○マヨネーズ 大さじ2
○ケチャップ 大さじ1/2
○牛乳 大さじ1/2
○酢 小さじ1
○砂糖 小さじ1
○しょう油 少々
レタス 2～3枚


