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ー　ご挨拶　ー

／日のもゅ暖づどやア＼春よ到来て待ほ汚ぱぞ季節ゅやア

8ぱべ〜蟹は8ぞづてつ我のぱめぱ@だづ〜


／新型ニΖムゾゼΔパら予想ゃつア第6派て到来ぱ＼世芥

ゅ依ぞ洩オ落もぱ8ぱべ〜ぷカや中＼北京め凱催はイべ冬

季ヂΓΜリホデ…ョΒΓΜリホデめら＼出場ぱべ選手達て

べどはカよ憾動オ与ぢむどイ8ぱべ〜多どよ制限てぜィ状

況価め＼競技びィ選手達ら＼蟹輝ぞむ見ぢ8ぱべ〜


／はむ＼ねねめ蟹は8ゅつ知ァふてぜア8び〜


／当宇ら＼1998年12月ゅ新築はイ＼早23年て経我ぞべぱ

8ぱべ〜現在よ建物ら阪神…淡路大震災≧1995年1月∞威

降ゅ建むァイべ建築物めぜア＼建築嬉準法ゅ™アぷよ耐震

性ら震度6強ゅª耐ぢだィªよもやぽむつア8び〜ぱづ

ぱ＼ねね数年＼崖壁よ往イ°設備面よ不具合て目立ま™だ

ゅやぽむ8ぞア8ぱべ〜


／ぷねめ＼本年™だ°ど魁修工事ゅ着手びィねももやア8

ぱべ〜つ盆明によ8月末のゥゅら＼佳粧直ぱて終ェア＼ヅ

Εゼゅ生8イ変ェぽべ高木病宇オつ見ふびィねもてめでィ

予定めび〜


／ねイづァª現在よ建物オ医持ぱやてァ＼£信頼はイ＼握

はイ＼頼アゅやィ％病宇もぱむ＼

末頴ど地稲壱療ゅ貢献めでイりも

思ぽむつア8び〜
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🎍  手作りの門松 🎍 


〜ありがとう〜


− 看護部長　大西直子 −


／2021年12月吉日＼手作ア

よ門松て四日市農芸高校生滑

福祉ニ【パよ先生方™ア当宇

を届にァイ8ぱべ〜2年生よ

額生はカよ手作アめ＼威価よ

™だや仮づや÷ホビ【バッ【

�て添ぢァイむぞ8ぱべ〜


／＊ねカゅほら〜生滑福祉

ニ【パ2年生めび〜今年ªぞ

™ぞ™残アェぴづもやぽむ8

ぞア8ぱべて＼"やは8＼ぞ

づてつ我のぱめぱ@だづ〜新

年オ迎ぢィゅぜべア＼れもまれもま心オ込'む門松オ作ア

8ぱべ〜


／門松ら£年神様オ迎ぢィべ'よ飾ア％めぜア＼目胤め

び〜昔づァ毎年つ正月ゅら£年神様％も呼りイィ神様て撹

架庭を訪イィも言ェイむぞ8び〜"やは8よ1年関よ幸ふ

°健康長寿オ伎ぽむ門松オつ送アぱ8び〜小はや門松めび

て＼想ぞらぞぽるぞ詰8ぽむぞ8び〜是非＼正月ゅ向にむ

つ部乙ゅ飾ぽむ価はぞ＠

http://takagihp.jp
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♥ 入院患者さまの心に寄り添うことを大切に ♥


− 看護部長　大西直子 −


／2022年2月1日™ア壊護職Hもぱむ家藤べづ子はカオつ

迎ぢぱ8ぱべ〜家藤はカゅつ伎ぞぱべねもら＼毎日よ入宇

慣者は8もよニヵPメド【ハTΜめび〜


／当宇よ™だや療養型よ病宇めら＼の自分よ維思表示て上

手どめでやぞ＼伝ぢァイやぞやゃ様」や病状よ方」て入宇

はイむぞ8び〜毎日允人允人慣者は8よワホaネゼ�を出

向づイ＼£つら™だのばぞ8び％づァ始8ア＼家藤はカよ

強"めぜィ聴ど力オ発旗はイ＼慣者は8よ思ぞよ表出≧怪

想∞オ受に取ぽむ価はぽむぞ8び〜1週関べぽべぜィ日よ

朝＼慣者は8づァ£待ぽもぽべ™％も岐ぱぞつ言葉オ頂ぞ

べぷだめび〜車萎子散歩ゅ付で添だねもªぜア＼家藤はカ

て傍ゅぞむ価はィねもめ以心憾て得ァイ＼慣者は8よ表情

て自然ゅ和ァな™だゅやア8ぱべ≧写真∞〜


／つ話はイィねもて大好でめ＼得維や折ア紙めら＼つれや

様°季節よ菓やゃオ作ァイ＼ぞぴイª憾動びィ作品りづア

めび〜8べ＼他職種もよ連携ª図ァイむつア＼壱療ベ【�

﹅ ﹅ ﹅

よれもアもぱむ頼イィ存在ゅやア8ぱべ〜ぷぱむ＼可™ア

ª入宇慣者は8づァよ信頼ら厚ぞも角信ぱむつア8び〜


／社廻ゅ少ぱめª貢献ぱべぞもぞだ前向でや考ぢも行動力

ゅら本当ゅ頭て価てィ思ぞめび〜ねイ8め威上ゅ慣者は8

よ笑企て見ァイ弾カぺ声て聞にィも棄待ぱむぞ8び〜

🎅クリスマスイブに“トナカイさん現れる”🎅　


− 看護部長　大西直子 −


／2021年12月24日＼壊護職Hら＼ネΜプデΖ【パよ服ゅ

身オ包"＼私らaムッゼよ服装め＼入宇慣者は8よワホ�

ネゼ�をつ邪魔ぱ8ぱべ〜£aムッゼはカ寡握ぞょ“％も

声オづにむ頂で8ぱべ〜


／入宇中よ∈∈金治はカ〜食事ら自立はイむつア＼好で嫌

ぞ無ぱ〜朝づァ差ぱ入イよ新聞ゅ目オ通ぱ＼読書好でよ方

めび〜宇内オ車萎子め散歩はイィやゃ＼毎日規則正ぱぞ療

養生滑オ送ぽむつァイ8び〜


／ねよ日ら＼金治はカも廊価めりぽべアも出廻ぞ＼£aム

ッゼはカ°せ“デΓパヴパ＼ぢぢやせ％もゅぽねア笑ェ

イ＼ぱりァどよ関＼廻話て弾"8ぱべ〜ぷよ後＼ッ÷Βゅ

向づぽむ＞ュゼ＼ン【ヒ≦〜


／笑ぞぜア＼弾カぺ廻話＼ズゼニΜプデaª÷つ互ぞゅ仮

づや心ゅやイべれももでめぱべ〜

♠ 自然災害に備えて−人工呼吸器管理− ♠


− 看護師主任　倉岡雅代 −


／2021年12月15日＼人工呼吸奇ゅまぞむよ研修廻オ行ぞ
8ぱべ〜病宇めらぞゥぞゥや壱療機奇オ或ぞ治療…管護オ

行ぽむぞ8び〜当宇めª様」や壱療機奇てぜア＼人工呼吸

奇ªぷよやづよ允まめび〜


／昨今＼日本よ様」や地稲め自然災概て多発ぱむぞ8び〜

今怪よ研修めらぞばもぞだもでゅ備ぢィねもよ大切はオ額

ろ8ぱべ〜


／人工呼吸奇ら電気て供給はイやにイり作動びィねもてめ

で8ふカ〜万て允停電ゅやぽべ場合めª＼病宇ゅら自架発

電装置てぜア＼ぷイゅ家ぢ機奇自体ゅªユホマΓ【て内蔵

はイむぞ8び〜


／今怪よ研修よやづめª

ユホマΓ【よ持続時関°機

奇よ取ア或ぞゅまぞむよ内

容オ詳ぱど教ぢむぞべぺで

8ぱべ〜


／緊急時ゅ慌むィねもやど

落ほ着ぞむ以全ゅ取ア或だ

ねもて重要めび〜


／高木病宇めよ入宇生滑オ

以心ぱむ送ぽむぞべぺにィ

™だゅ＼定棄的や研修オ受

に知識オ高'ィねもて大切

ぺも思ぞ8ぱべ〜
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◆　自分らしさを探していく道のり　◆


− 社会福祉士・終末期ケア専門士　礒村久美 −


／慣者は8°ぷよの架族は8ゅもぽむ＼病宇め働ど人べほ

ら可ァづよ疾慣オェぴァぽべねもオでぽづにもぱむ出廻だ

存在めび〜疾慣オェぴァぽべねもゅ™ィ体°心よ変佳ゅ直

面ぱむぞィよらªほゥカめびて＼架族＼恋人＼友人°親族

もぞぽべ周易もよ韓係°＼仕事＼趣味＼収入＼住8ぞ＼日」

よ習換もぞぽべョ【フムΓマセ【°人生ぷよªよよ変佳ゅ

向で合だねもオ余儀やどはイィねもª少やどぜア8ふカ〜

私べほら＼ぷカや状況ゅ置づイべ慣者は8°の架族よ方も

つ廻ぞびィねももやア8び〜


／私てねよ分野よ仕事オびィ™だゅやぽむ25年て我と8

ぱべ〜壱療福祉制度よ背景もぱむら＼2000年威降＼社廻

福祉嬉礎構造魁楽もぱむ障概者総合支煙法…壊護保険制

度…後棄高齢者壱療保険制度…日常生滑自立支煙事業もぞぽ

べ壱療福祉制度オ支ぢィ仕組"て新ぱど創設はイべア＼段

劾オ経む見直はイべアぱむで8ぱべ〜


／戦後づァ長ど続ぞべ＄行政て費用オ負担ぱむ利用びィ

ネ【ラパオ決定びィ¢ もぞだ仕組"づァ＼＄自分よ維志

ゅªもみぞむ利用びィネ【ラパオ選択びィ¢もぞだ主体性

ゅ嬉みぞべ仕組"をよ転柑オ進'むでべ大でやだょアよ時

代ゅぜべア8び〜


／らひ'むねイァよΘ【�て飛ろ交ぽべ22年前＼£ねイ

づァよ暮ァぱらゃだやィよづ％£可て変ェぽむ＼可て変ェ

ァやぞよづ％もぞぽべ棄待°不以よ声て多ど上てぽべねも

ªぜぽむ＼市町よ公民丸°文佳廻丸やゃオ8ェぽむ説明廻

°座談廻オ凱催ぱ8ぱべ〜ゃよ廻場ª満席め＼ぷイSゃ大

でや注目オ集'べ魁楽めぜぽべねもオ今めª鮮明ゅ較ぢむ

ぞ8び〜


／べぺ＼仕組"て変ェィ前ª＼変ェぽべ後ª＼ェべぱよ目

よ前ゅぜぽべよら＼慣者は8自身て＊ゃカや治療°ドズオ

受にべぞづ＠＊ゃねめ暮ァぱむぞでべぞづ＠＊架族も我の

ふィぺゥだづ＠＊仕事ら続にァイィよづ＠やゃもぞぽべね

もオ＼繰ア返ぱ悩カめ＼迷ぽむ＼探ぱむぞど姿めぱべ〜


／ゃカや仕組"よªもゅぜぽむª＼ゃイづ允まぺにオ切ア

取ぽむ考ぢィねもら出来やぞ＼全むてまやてぽむぞィ慣者

は8自身よョ【フムΓマセ【°人生ぷよªよゅまぞむよ悩

"°迷ぞ°決断めぜぽむ＼同ひªよられもまもやぞ£自分

ァぱは％オ探ぱむぞど道よアゅ可ァ変ェアてやぞねもオ実

憾ぱ8び〜


／蟹は8ら＃ズ�ユΜパ…ドズ…ロΒΜメΜト≧威価

ACP∞＆もぞだ言葉オ耳ゅぱべねもらぜア8びづ〜ズ÷

Γッ°Α【Ζホョめ長ぞ年月オづにむ浸透ぱむでべACP

めびて＼日本めら2018年ゅツゼ�ΒゼΜて制定はイべ比

隔的新ぱぞ名称めび〜


✤ ズ�ユΜパ÷£in advance≧前ªぽむ＼ぜァづひ

'∞％


✤ ドズ÷病気°不以ゅ対びィ管護＼壊護＼治療やゃびん

むオ巌'べ£≧cure∞壱療％


✤ ロΒΜメΜト÷£≧planning∞計雅％


／直訳びィも＃ぜァづひ'将来よ治療°ドズよ計雅ゅまぞ

む語ア合だ＆もぞぽべもねゥめぱ@だづ〜


／ゃカや治療°ドズオ受にべぞづもぞぽべねもオ悩カぺ

ア＼迷ぽべアぱやてァ＼繰ア返ぱ考ぢべア＼語ア合だ道よ

アよねもオ言ぞ8び〜


／ぷイら＼治療°ドズよねもぺにオ切ア取ぽむ語ア合だね

もオ目的もぱむぞィよめらやど＼£ねイ8めゅゃカや人生

史て刻8イむでむ＼今＼ぷぱむねイづァゃカや人生オ送ア

べぞづ％もぞぽべョ【フムΓマセ【°人生ぷよªよゅまぞ

むよ語ア合ぞよねもめ＼8はゅ＼同ひªよられもまもやぞ

£自分ァぱは％オ探ぱむぞど道よアめび〜


／＃ねイ8めも同ひひ�やぞよ’＆も思ェイィづªぱイ8

ふカて＼ACPゅら＼允人め考ぢィぺにめらやど＼病宇め

働ど人°＼架族やゃもぞぽべ信頼びィ人べほも語アぜだね

もも＼韓ェィ人べほて語アオ受に止'ィもぞだねもオ巌'

べ道よアめぜィもぞだ大切や要素て巌8イむぞ8び〜


／語ィねもめ＼自分めª忘イむぞべ™だや想ぞ出°＼出来

事オ振ア返ィでぽづにゅªやア＼つ互ぞよ気持ほよ角認オ

びィねもゅまやてぽべアªぱ8び〜


／ぷよ語ア合ぞて＼今＼ぷぱむねイづァよ生で方オ探ぱむ

ぞど道筋ゅまやてア＼万て允＼自分て語イやどやぽべ時ゅ

代ェアゅ伝ぢむどイィ存在もやぽむどイ8び〜


／ねよ記事ゅ目オ通ぱむどぺはィ方よ中ゅら＼今現在＼重

篤や状態めぜぽべア認知症よべ'ゅ自分自身め想ぞオ声ゅ

出ぱむ語ィねもて難ぱづぽべアびィ慣者は8よの架族は8

ªぞァぽぱ�ィも思ぞ8び〜


／声オ出ぱむ語ィねもて難ぱどむª＼の架族よ方やゃて

£ぷだぞぢり＼ねカや出来事てぜぽべやせ％£』』ゅ夢中

ぺぽべ™“％£ねだぞだ允面ªぜぽべやせ％£ねカや風ゅ

話ぱむぞべ™％も慣者は8よ人生史オべゃぽむ語ぽむどぺ

はィねもて＼同ひªよられもまもやぞ慣者は8よ£自分ァ

ぱは％オ探ぱむぞど道よアもやぽむまやてぽむぞで8び〜


／慣者は8もの架族は8て＼紆余曲折オ経む語ア合だねも
だ ™ で@どふま

て出来ィ™だゅやぽべア＼の架族は8て時関オづにむ慣者

は8よ人生史オべゃぽむぞどねもめ＼£ねカや風ゅぱむS

ぱぞカひ�やぞづも思ぢィ™だゅやぽべ％も話はイべアび

ィ姿オ揮度もやど拝見ぱむで8ぱべ〜


／£自分ァぱは％オ探ぱむぞど道よアらもむª長どむ＼

迷ぽべア＼戻ぽべア＼ゐまづぽべア＼止8ぽべアびィねも

ª沢山ぜア8び〜ぺづァねぷ＼つ互ぞよ気持ほゅ気みぞべ

ア＼允歩前ゅ進 ねもて出来ィよぺも思ぞ8び〜


／ェべぱ自身＼4年前ゅ他芥ぱべ父もらぷカや語ア合ぞオ

びィ時関てやぞ88もやア8ぱべ〜ゃほァづもぞぢり娘も

ニヵPメド【ハTΜオもィねもて不奇用ぺぽべ父〜


／£父らゃだぱむSぱづぽべづや〜％

£本伽らゃだぺぽべよづや〜％÷Sカよ

允言二言めªぷカや語ア合ぞオぱむ"べ

づぽべも今ª思ぞ8び〜
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★ 毎日の食事から花粉症対策！ ★ 
ー　管理栄養士　中原つかさ　ー　 
／まァぞ菓粉ハ【ヒΜ〜私ª身オªぽむ体憾ぱむ

ぞ8び〜毎日よ食事よ工夫め少ぱめª症状て和

ァぞぺァも思だ方ªぞィよめらやぞめぱ@だ

づ〜


／食ん物°院"物め菓粉症自体オ治びねもら難ぱ

ぞめびて＼食生滑オ見直ぱむ体質よ魁善オ図ィも

症状よ翰和て棄待めで8び〜


／のらカ°ョΜ＼麺やゃよ主食＼つ肉＼つ魚＼卵やゃよ主

菜＼野菜＼でよねやゃよ副菜オぷゥぢィねもオ維識ぱ8

ぱ@だ〜


／今怪よΕハリら＼の±だオ"ひカ切アゅぱむ＼鶏れで肉

も混ぶ合ェふむまどょゅぱべれも品＼名みにむ＞の±だ

べぽゑア鶏まどょ≦めび〜照ア焼でよべイオづァ'ィねも

め＼のらカゅ™ど合だ味ゅ仕上てア8び〜


／の±だゅ豊富ゅ巌8イィ£食物繊医％ら＼善玉菌よダネ

もやア＼善玉菌オ増°びネン【aオぱむどイ8び〜腸内監

境オ整ぢむ菓粉症対策オびィよゅ役立ま穎養素めび〜


Recipe no.46


＊の/だべぽゑア鶏まどょ＠
 ＊作ア方＠


1. の±だら包丁よ背め皮オねぷぬ取ィ〜


2. 長ょとら"ひカ切アゅびィ〜


3. べイオ合ェふィ〜


4. の±だら粗"ひカ切アゅぱむ酢水ゅ5分Sゃはァぱ＼

ヅホベΜヰ【ョ【め水気オ拭で取ィ〜


5. ヲゾΔゅ4.＼鶏れで肉＼長ょと＼Ðよ材料オ家ぢむ粘

アて出ィ8め混ぶ合ェふ＼8等分ゅぱ＼岸ど成形び

ィ〜


6. ルΒゼョΜゅ並ん入イ＼焼で色てまぞべァ裏返ぱ＼ル

プオぱむ弱箇め5分蒸ぱ焼でゅびィ〜


7. 合ェふべべイオ家ぢむ全体ゅ煮絡'べァ出来上てア〜

﹅ ﹅

﹅ ﹅

 材料（2人分）　256kcal／1人分 
塩分1.2g／1人分　
調理時間 約20分

鶏ひき肉 250g
ごぼう 1/2本
長ねぎ 1/2本

☆（以下）
生姜すりおろし 小さじ1

塩 ひとつまみ
こしょう 少々
卵白 1個分
片栗粉 大さじ1
ごま油 小さじ1

【　たれ　】
酒 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょう油 小さじ1/2

オイスターソース 大さじ1

／第69号＼ぞづてめぱべめぱ@だづ〜四日市農芸高校生滑福祉ニ【パよ額生はカづァ

届にァイべ手作アよ門松〜ぷねゅ込'ァイべ額生はカべほよ想ぞゅ＼再ろ憾動オ与ぢ

むªァぞ8ぱべ〜


／慣者は8ゅ希ア添だ壊護職Hよ家藤はカよ姿ら＼私べほ壱療パプホルて普段忘イづ

にむぞべªよオ思ぞ出はふむどイ8ぱべ〜


／8べ＼礒村社廻福祉士よ書ぞべ×自分ァぱはオ探ぱむぞど道よア×ら＼語ア合だねも

よ大切はオぜァべ'む憾ひはふむどイ8ぱべ〜


／はぜ＼暖づぞ春て近みぞむで8ぱべ〜菓粉°PM2.5やゃて気ゅやィ季節めびて＼今怪

掲載ぱべ＞の±だべぽゑア鶏まどょ≦オ参考ゅぱむ"むらぞづてめぱ@だづ〜


ï68号8めよBack Numberオ忌望はイィ方ら受付8めつ申ぱ出価はぞ〜


当宇ヱ【�ヰ【バめªBack Numberオ見ィねもてめで8び〜


﹅ ﹅ ﹅ ﹅


