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～　ごあいさつ　～
／残暑厳ぱで折＼蟹は�らぞづてつ我のぱめぱ�だづ~ねよ暇

よ違常や猛暑＼ぷぱむ9月ゅ入ぽむ�ねよ暑は＼草�木�枯イ

珂む＼多どよ人�動物て熱中症�脱水症め倒イむぞ�び~ねよ

猛暑＼9月允杯ら続どもよねもめびよめ＼�ぺ�ぺ油断ふぴ＼

体調緩理ゅら十分気オまにむどぺはぞ~

／7月1日™ア＼生滑習換病よ予防オ積極的ゅ進�ィべ�よ

＃特定健康診査≧特定健診∞＆て行ェイむぞ�び~家ぢむてカ

検診≧亥てカ＼大腸てカ＼肺てカ＼前立腺てカ∞＼人関�ホデ

≧国民健康保険家入者オ対象∞�同時ゅ行ェイむつア�びよ

め＼日頃＼壱療機韓ゅづづィねもよやぞ方�の自身よ健康状態

よ気ゅやィ方ら＼ねよ機廻ゅ受診はイィねもオつ喚�ぞべぱ�

び~詳細やゃゅまぞむら当宇壱事霞ゅつ電話頂にイりも思ぞ�

びよめ＼汚慮無どの相談どぺはぞ~

 ／7月7日ら七夕よ日~慣者は

�…の架族は�よ伎ぞのもよづづ

イべ短冊オ崖来�ミゼΔ【�ゅ

飾ア付に�ぱべ~�べ崖来ゅらの

来宇はイべ蟹は�て伎ぞ事オ書ぞ

む頂にィ™だ短冊オの用維ぞべぱ

�ぱべ~珂べぱむ＼蟹は�よ伎ぞ

事ら樺ぞ�ぱべめぱ�だづ~

／今後�慣者は��ぷよの架族は

�もよ交流オ深�ィべ�ゅ＼ぞゥ

ぞゥや危雅オ考ぢむぞでべぞも

思ぽむつア�び~

／�べ＼ヲΒΜマセズよ方

よの参家�受に付にむつア

�びよめ＼つ問ぞ合ェふぞ

べぺに�ぱべァ幸ぞめび~

～　七夕飾り　願い事　～

☆☆　敬老の日のお楽しみ会　☆☆
　  ～バイオリニストが登場！～

／9月15日＼3劾ミゼΔ【�め敬老よ日よつ掛ぱ�廻て行ェイ

�ぱべ~今怪初�む＼池田章純はカも服部握はカゅ™ィユゼヂ

ΓΜ猿奏てぜア＼ぷよ素晴ァぱぞ伽色ゅ涙びィ慣者は��つ見

ぢゅやア�ぱべ~

／�べ＼恒例よ県立四日市農芸高等額校生滑文佳河生滑福祉

ニ【パよ女子額生よ�やはカゅ™ィュΜ�ワΔ猿奏て行ェイ＼

慣者は�＼の架族は��掛ぱど聞で入ぽむつァイ�ぱべ~彼女

べほらねよ猿奏よべ�ゅ約1づ月関練習はイべぷだめ＼つ掛ぱ

�廻終了後ら全�＼涙」めぱべ~家ぢむ手作アよ�Γよ菓飾ア

�壁�によロΕピΜ�てぜア＼ぷよ素晴ァぱぞ出来瑛ぢゅ慣者

は�＼の架族は��憾激ぱむつァイ�ぱべ~ぷよ後ら＼蟹め禾

オ禾ぽべア＼ナ【�オぱべア＼本当ゅ掛ぱぞれももでオ我のぱ

�ぱべ~



／9月11日＼猛暑�びねぱ�ェァぞぺ土曜日＼秋晴イよ午後＼

当宇職�駐車場め恒例よユ【ワヅ�【大廻て行ェイ�ぱべ~職

�もぷよ架族≧子ゃ�達�大勢参家∞総勢50名威上て集�ア＼

掛ぱぞ允日もやア�ぱべ~

／つ肉ら�ほゥカよねも＼

はも引＼ヂデΒ＼近所よ

方づァぞべぺぞべッヲベ

�やゃ沢山よ種類よ野菜＼

はカ�よ岸のも央焼でや

ゃ＼�カや焼で上てィよ

て待ほでイやぞ様子めぱ

べ~�ほゥカ＼焼でぷりら子供べほゅ大人気＼焼ぞべ傍づァび

なゅ売ア切イ状態め＼焼で係ら大忙ぱめぱべ~

／ぷぱむ÷今年�

恒例よ豊田事務長

つ手製竹筒ゅ™ィ

＃流ぱぷだ�カ＆

て登場~普段らや

づやづ食んィねも

よめでやぞ＃流ぱ

ぷだ�カ＆ゅ子供

TAKAGI HOSPITAL NEWS page 2

～ ♪ユニフォームが新しくなりました♪ ～

~　ひっちゃん＆ときちゃんの情熱大陸　~
　　　　　　　　その弐

／ねカゅほら＼今怪ら歴史探訪めび~

／蟹はカ＼日曜夜8時よNHK大稼�Βヴ＃龍馬伝＆の覧ゅやぽ

むぞ�びづ’／来年2011年ら＃江≧のだ∞＆×姫べほよ戦国

×て始�ア�び~江姫もら織田信長よ姪ゅぜべア＼0才づァ7

才�め津市稼芸町よ尉勢上野城ゅ＼9才�め津城ゅ母めぜィ

£つ市％も暮ァぱむぞべぷだめび~津市てNHK大稼�Βヴよ

舞台ゅやィも聞で＼はぽぷど行ぽむで�ぱべ“

／尉勢上野城ら現在＼

本城山青少年公怨も

やア＼城ら残ぽむぞ

�ふカて展望台も資

料丸てぜア＼9月価旬

頃づァ凱丸はイィ予

定もやぽむぞ�び~

二よ岸価よ革跡よ

£東乙≧ぜぴ��∞％

づァら江姫�™ど眺�むぞべもぞだ稼芸よ皆て允望めで＼もむ

�雄大や景色めぱべ~

／興味よぜィ方ら�Βヴオ見むづァめ�允度訪イむ�むどぺは

ぞ~幼ぞ頃よ江姫よ気持ほゅ触イィねもてめでィづ�ぱイ�ふ

カょ~

津城跡

尉勢上野城跡

／ねよ度＼管護師よ�メルチ【�て新ぱどやア�ぱべ~淡ぞレ

Δ【もリΜデよ2色て嬉本め＼ΘΜリ【パもボ【リ【パてぜ

ア＼個人個人め色」や組�合ェふて出来ィ™だゅやア�ぱべ~

／慣者は��の架族は�づァ�＼今よもねゥ好評夏オ得むぞィ

™だめび~

／今後�パプホル允同＼心機允転＼新�メルチ【�ゅ見合だ心

よね�ぽべ管護オ心てにむぞど所存めびよめ＼可卒™ゥぱどつ

伎ぞぞべぱ�び~

ヌ【ほ�カ

～　バーベキュー！　流しそうめん！　～

べほら大らぱ�と“次づァ次をも流はイィぷだ�カオ必死め箸

め掴カめら大基ろめぱべ“

／依どやぽむづァら子供べほつ待ほづょよ菓箇�始�ア＼本当

ゅ充実ぱべ暇よ終ェアよゼワΜ�ゅやア�ぱべ~



尿路結石症とは…

／尿路結石症ら＼近年増家ぱむつア＼今�10人ゅ1人て允生ゅ

允度ら経験びィ生滑習換病よ1まめび~尿路結石よ慣者はカら

£ぜよ激ぱぞ痛�ぺにら�だヌ�Μぺ“％も思ぽむぞィねもめ

ぱ�だて＼�ぽづぞやねもゅ尿路結石ら非常ゅ再発ぱ�びぞね

もて特徴め＼5年関め約半数よ人て再発びィも言ェイむぞ�

び~発生頻度て最�高ぞッΔハゾ�オ巌�結石�尿酸結石よ発

生原©よ多どら＼食生滑オ始�もびィ生滑習換ゅ深ど韓ェアて

ぜィねもてェづぽむぞ�び~允度尿路結石オ経験ぱべ慣者はカ

よ目標ら＼再発オ予防びィねもゅぜア�び~

尿路結石…

／尿路結石ら腎臓め作ァイ�び~

結石てつぱぽねよ通ア道≧尿緩∞

ゅ落価ぱべ時ゅ激ぱぞ痛�て出

現ぱ�び~結石て存在びィ場所

ゅ™ぽむ£腎結石％£尿緩結石％

£膀胱結石％£尿道結石％も呼

りイ�び~

結石ができる原因…

／結石よ形成ゅ韓係ぱむぞィも考ぢァイィ要©よぞどまづらェ

づぽむぞ�び~

⊆気候‥気仮て高ぞも澗オづどよめ尿て少やど濃どやア＼結石

てめで�びどやア�び~

⊆食生滑‥偏ぽべ食事ら結石てめで�びどやア�び~≧ッΔハ

ゾ�＼動物性プΜョデ質＼ハ�ゾ酸＼央分＼糖分やゃ∞

⊆性差‥男性ら女性よ約3倍よ頻度め発症ぱ�び~

／／／／女性ら閉経後ゅ結石て増家ぱ�び~

⊆尿路寄形

⊆パ�Εパ

⊆年齢‥子供ら普通＼結石らめでゅどぞも言ェイむぞ�び~

⊆職業‥澗オづど職場め働ど人ゅら結石てめで�びぞも言ェイ

むぞ�び~

⊆一伝‥一伝て韓係ぱむ結石てめでィ場合�ぜア�び~

主な結石…

⊆ッΔハゾ�結石‥結石よ大部分

≧80�∞て＼ッΔハゾ�結石も言

ェイむぞ�び~ハ�ゾ酸ッΔハゾ

�結石もΓΜ酸ッΔハゾ�結石て

ぜア�び~薬物療法め溶づびねも

らめで�ふカ~
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尿路結石症ってどんな病気？
⊆尿酸結石‥尿酸ら痛風よ原©ゅ�やア�びて＼結石よ成分も

やィねも�ぜア�び~ΕΜ�ナΜゅ写ァやぞ欠点てぜア�び

て＼薬物療法め尿オズΔッΓ佳びィねもゅ™ぽむ溶づびねもよ

めでィ結石めび~

治療について…

⊆自然排出オ促び方法

…大量ゅ水分オ補給びィ~適度や嬰動オ行だ≧有酸素嬰動∞

⊆結石オ取ア除ど方法

…内視鏡療法

…体崖衝撃波結石破砕術≧ESWL∞

／衝撃波オ使ぞ＼身体ゅヅヒオまにぴゅ結石オ破恢ぱ�び~ぱ

づぱ＼全むよ結石オ破砕めでィェにめらぜア�ふカ~

…手術療法≧崖河的手術∞

／内視鏡療法�ESWLめ取ア除にやぞ場合ら＼崖河的手術オ行

ぞ�び~

再発予防の基本…

…水分ら十分ゅもア＼尿量オ増�ぱ�ぱ�だ~

…尿量オ増家ぱむ結石成分オ溶に�びどぱ�ぱ�だ~

…1日尿量ら2000mlオ目標ゅぱ�び~ぷよべ�ゅら食事威崖ゅ

1日2000ml威上よ水分オもィねもて必要めび~

≧�パロ【Μ1杯よ央ら＼ニホロ1杯よ水ゅら寛全ゅ溶に�び

て＼ニホロ半分よ水ゅら溶にやぞめ底ゅ沈殿びィよも同ひ理屈

め＼薄�ァイべ尿ら結石てめでゅどどやア�び~∞

食事療法について…

…結石よ成分ら私べほて毎日食んむぞィ食物ゅ巌�イむぞィ�

よて�もカゃめび~結石よ発生ゅまやてィ成分オ減ァぱ＼逆ゅ

結石よ発生オ抑ぢィ成分オ増�びねもて＼予防上大変重要や維

味オ持ほ＼食事療法て必要もやぽむで�び~

／食事療法ら結石オ予防びィぺにめやど＼生滑習換よ予防ゅ�

まやてア�び~

⊆ッΔハゾ�‥ッΔハゾ�ら体内め数多どよ大切や役恰てぜア

�び~日本人よッΔハゾ�摂取量ら�ぺ�ぺ不足ぱむぞ�び~

制限びィ必要らぜア�ふカ~ぱづぱ＼水分オもィづェアゅ牛乳

オ院�我とィねもら控ぢ�ぱ�だ~

⊆プΜョデ質‥動物性プΜョデ質オもア我とィも＼尿酸値て高

どやア＼尿酸結石�痛風ゅやア�びどやィ~体オ酸性ゅ傾に＼

尿中ッΔハゾ�よ量て多どやア＼ッΔハゾ�結石オ作ア�びど

やィ~結石よ発生オ抑ぢィデダΜ酸よ尿中排泄量オ減少はふ

ィ~やゃよ弊概てぜァェイ�び~食ん我とゅ注維ぱ�ぱ�だ~

⊆夕食ら早�ゅ‥就寝中ら允番結石よめで�びぞ時関めび~眠

ィ4時関どァぞ前�めゅら夕食オび�ふ＼�べ夕食後ら十分水

分オもィ習換オまにィねもて大切めび~



Ｌ. づまつら2cm郭ゅ切ィ~

Ｍ. 長引ら粗�ひカ切アゅび 

／  ィ~ャテら小口ゅ切ィ~   

／  よアら千切アゅびィ~

／  �ら混ぶ合ェふむつど~

Ｎ. 奇ゅづまつ＼長引よ順ゅ

／  重ょむ盛ア付に＼真カ中

／  ゅ卵屋オよふィ~ャテ＼

編集後記

★栄養士からのおすすめレシピ～第20回★

／秋ら＼戻アづまつて旬めび~づまつら＼プΜョデ質てづやア

多ど＼逆ゅ脂質て少やぞべ�健康的め＼低ッΖΓ【や食材め

び~血越オネΒネΒゅぱむどイィ�ｉ��＼脳よ働でオ滑性佳

びィ�ａ�オ多ど巌カめぞィねもめ�有名めび~ 

／�べづまつゅら＼ニΕパマΖ【Δオ減ァぱ＼莞機能オ高�ィ

プゾΓΜて豊富ゅ巌�イむつア＼ラプヵΜ�群…��豊富め＼

もどゅ血合ぞ肉ゅ巌�イィラプヵΜ�ＬＭら魚肉よ中めら�ホ

ロめび~

／ねイァゅ™ア＼づまつら高血綾＼動脈硬佳＼莞臓疾慣やゃよ

生滑習換病＼圧性貧血オ予防びィ食材めび““

TAKAGI HOSPITAL NEWS
page 4

パパッと簡単！かつおと長いものユッケ風

…づまつ÷÷÷÷÷÷÷400g

…長引÷÷÷÷200g≧1/Ｏ本∞

…ャテ÷÷÷÷÷÷÷÷適量

…卵屋÷÷÷÷÷÷1個分

…焼で皆苔÷÷÷÷÷÷÷適量

�醤油÷÷÷÷÷÷÷大はひ2

�酒÷÷÷÷÷÷÷÷大はひ1

�砂糖÷÷÷÷÷÷÷小はひ1

�ニベ�バ�Μ÷÷÷小はひ1

�の�油÷÷÷÷÷÷大はひ1

  作　り　方

／9月�半りもやア＼™だ�ど秋�ぞむで�ぱべ~猛暑よ名

残め体調て不十分や��れでぴぽむぞィ方�つ見ぢづも思ぞ

�び~食欲よ秋~�ぴら十分睡眠オもぽむ1日よ疲イオ取

ア＼心身オΓルΕホハ�ぱむどぺはぞ~

／次怪ら年始よ発行オ目指ぱむつア�びよめ＼蟹は�＼身近

や話題�つ知ァふやゃてのばぞ�ぱべァ＼汚慮やど投稿箱ゅ

の投稿どぺはぞ~蟹は�よ机憚やでの維見オつ待ほぱむつア

�び~

／�38号�めよユホデム

Μユ【オ忌望はイィ方ら＼

受付�めつ申ぱ出どぺはぞ~

［1人分のエネルギー：259kcal］

　材料４人分　調理時間：約10分

 

☆／緩理穎養士／和田まづは／☆

思ぽむ食んィも＼ねイて�【ムボ’もぞだ憾ひめび~表面ら

はぽどア＼中らぱぽもア＼素朴め�べ食んべどやィ味めび~

／個人的ゅら＼今�大人気よデΓパリ【�【ムボ™アぜぽはア

ぱむぞむ好でめび“

おすすめスイーツ☆ミエルドーナツ

おすすめお菓子☆チーズ柿の種

／個人的ゅ超ヂパパ�よつ迦子めび~

ベ【ヒも劃よ種よニΒヲΕ【ハ�Μて

つ酒よつま��ゅゎぽべア~

／ほや�ゅつ値段÷105宴≧笑∞~

／  焼で皆苔オほァぱ＼�よプΕオづにむ＼全体オ™ど混ぶ

／  むぞべぺど~

／威前＼東京ゅ行ぽべもでゅ食ん＼�【ムボよ棋成蓋念オどま

てぢび食憾ゅら�ア�ぱべ~ぷよヵダΔ�【ムボて＼今年名古

乙よ高島乙ゅ上陸≧岐∞~今�名古乙ゅ行ど度ゅ買ぽむで�

び~／ヵダΔ�【ムボら焼で�【ムボめ＼普通よ�【ムボも

おまけ♥

◎天皇が神だったころ
　　ジュリー・オーツカ著

／第Ｍ次世芥大戦中よズ�Γッオ

舞台ゅ日系人架族よ苦悩オ描ど衝

撃作~

詳細ら次号め÷~／／／／／／／

／／／／／／／／／／／／／K.T.


