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まだまだインフルエンザに要注意。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
http://takagihp.jp/

♣ 今シーズンのインフルエンザ流行を振り返って ♣ 

／22001166年22月中旬＼厚生労働省て＼全

国よゼΜルΔダΜノ慣者数て警報Εワ

Δオ超ぢべも発表ぱ�ぱべ〜撹都道府

県め�＼次」ゅ警報て出はイ�ぱべ〜



／例年めぜイり＼1122×22月ゅ流行よ猛畏

オ振ィだゼΜルΔダΜノめびて＼今ハ【

ヒΜら＼暖冬よ洩響め遅ぞ時棄よ流行もやア�ぱべ〜



／22月中旬頃™

ア流行て始�ア＼

前半ら例年通ア

AA型て＼33月ゅ入���

ア＼流行よリ【

デオ超ぢ＼ぷよ

後��遅イむBB

型よ流行時棄も

やア�ぱべ〜44

月ゅ入���ぽむ�＼

�ぺBB型よ慣者

はカて来宇はイ

むつア�ぱべ〜



／今ハ【ヒΜ検出はイむぞィゾゼΔパら＼＃AA型≧香港型  

HH33NN22＼フ連型  HH11NN11＆も＃BB型＆め＼AA型≧香港型  

HH33NN22∞て約22恰＼AA型≧フ連型  HH11NN11∞て約55恰＼BB型て

約33恰もぞぽべ傾向���ゅやぽむぞ�び〜



／ねイ�めよゼΜルΔダΜノ予防接種らAA型22種類＼BB型11

種類よ計33種類≧竃∞ゅ対びィΘデベΜめぱべて＼22001155--

22001166ハ【ヒΜらBB型て11種類増ぢむ計44種類≧竃∞よΘデベ

Μ竃て巌�イべ＃44夏型ΘデベΜ‥AA型≧HH33NN22＼HH11NN11∞＼

BB型≧山形系統＼ラデ�Γズ系統∞＆て採用はイ�ぱべ〜



／従ぽむ＼今ハ【ヒΜ流行ぱべゾゼΔパよ33種類ゅ対殴ぱ

むぞ�びよめ＼予防接種オはイべ方ら効珂てぜぽべも考ぢ

ァイ�び〜



／通常＼ゼΜルΔダΜノΘデベΜよ効珂棄関ら＼個人差ら

ぜア�びて＼接種後＃22週関×55づ月程度＆ぜィもはイむぞ

�び〜ぷよ効珂ら接種後次第ゅ弱�ア＼約55づ月後ゅら半

減びィもはイむぞ�び〜



／従ぽむ＼今ハ【ヒΜよ™だや遅ぞ流行オ迎ぢィ場合ら＼

年て明にべ11×22月頃ゅ＼�だ11怪接種≧追家接種∞ぱむつ

ども効珂て棄待めでィ寡能性てぜア�び〜

／ぜよ日づァ55年て経ほ�ぱべ÷〜



／鈴鹿ゅ住�私べほゅもぽむ＼汚ど離

イべ東北よ地ゅ想ぞオ馳ふィぱづやど＼

被災はイべ方」ゅ対ぱむ＼べぺ祈ア＼

思ぞ続にィねも＼ぷイて被災オ免イべ

私べほゅ出来ィ唯允よ方法やよづ�知

イ�ふカ〜



／ぷぱむ再ろ九州め大地震て発生ぱ�ぱべ〜ねよ国ゅ住�

私べほゅもぽむ＼地震ら避にァイやぞ出来事もやぽむで�

ぱべ〜�ぺ＼55年ぱづ経ぽむぞやぞよゅ�べ起ねぽむぱ�ぽ

べ大規模災概〜ねよ後�以心めでィ状況ら少ぱ�ぜア�ふ

カ〜高速道路�新感線���÷ねよ美���ぱぞ日本オ守ィべ�ゅら＼

ねイ威上無駄や凱発ら考ぢ直はやにイりぞにやぞ時棄ゅ来

べよめらやぞづも思ぞ�び〜



／今＼美���ぱぞ日本て悲ぱカめぞ�び〜

http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
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☆ 成長しました ☆ 

ー　事務　石黒雄斗　ー 

／平成2266年度ゅ入���社ぱ＼早

ぞ�よめ22年て経ほ�ぱべ〜



／宇長＼副宇長＼事務長＼

及ろパプホルよ蟹は�ゅの

指導頂でやてァ＼ねイ�め

仕事ゅ取ア組カめ参ア�ぱ

べ〜



／事務的や様」や問題＼霞題も実績ぷぱむ成珂ゅまぞむ＼

ねイ�めら允人よ従業�もぱむぱづ韓ェぽむぞやづぽべよ

めびて＼22年経我ぱ＼パ�Εパベタホデハパマ�等オ任ふ

む頂ぞべねもゅ™ア＼仕事ゅ対ぱむ維識向���上て出来＼魁梶�™�

むねよ病宇よ素晴ァぱはオ知ィ事て出来�ぱべ〜ぷよ允�

もやイむぞィねもゅ身よ™で締�ィ思ぞてぱ�び〜



／今後ら允層努力ぱ＼自分ァぱはオ忘イやぞ志オ持ぽむ＼

髙木病宇よ発展よべ�ゅ精励ぞべぱ�び〜



／ねイづァ�ゃだづの指導よ程＼™ゥぱどつ伎ぞ申ぱ上ぬ

�び〜



♦ 永年勤続表彰が行われました ♦ 

ー　医事長　田中利彦　ー 

／出廻ぞぜア別イぜアよ春＼当宇めら毎年44月よ朝礼め＼

頴年勤続表彰≧勤続1100年＼2200年∞オ行ぽむぞ�び〜



／今年ら1100年勤続者22

名も2200年勤続者11名よ

表彰オ行ぞ�ぱべ〜



／表彰者ゅらパプホル

づァよ盛大や拍手も賞

状つ™ろ記念品等て贈

ァイ�ぱべ÷1100年も2200

年めら少ぱ差てまぞむ

つア�びて≧笑∞〜



／壱療施設�壊護施設

めら＼管護師＼壊護士

不足も言ェイむぞ�び〜

ねよ™だや社廻状況よ中め頴年勤続表彰て出来ィねもオ大

変岐ぱど思ぞ�び〜



／ねイづァ�当宇ら＼Θ【デΒゼルユΒΜパオ考ぢべ働で

�びぞ職場監境オ整ぢ＼ねよ™だや頴年勤続者オ毎年表彰

めでィ™だ努力ぱむ行でべぞも思ぞ�び〜

♠ モネの池 ♠ 

／鴨倉時代づァ日本刀よ鍛冶≧づひ∞め有名や幾阜県韓市〜

韓鍛冶も�言ェイ＼数」よ名刀オ生カぺ地もぱむ知ァイむ

ぞ�び〜ぷよ幾阜県韓市ゅ最近有名ゅやぽむぞィ池てぜィ

よオの存知めぱ�だづ〜有名やよゅ名前ら無ぞ〜め�＼ぷ

よ美���ぱはづァ＃�ャよ池＆も呼りイむぞ�び〜



／ルΒΜパよ胤象雅架

＃デΖ【�…�ャ＆よ

開雅＃睡蓮≧びぞイ

カ∞＆ゅぷぽどアやね

もづァぷだ呼りイむぞ

ィ水よ澄カぺ美���ぱぞ池

めび〜



／場所ら＼幾阜県韓市

板取ゅぜィ＃根道神社＆

よ鳥居よ襖ゅぜア�び〜

今�韓市よ貫光名所も

やぽべ＃�ャよ池＆＼

蟹は��允度訪イむ�

むらぞづてめぱ�だづ〜

／追伸‥韓市よレΒΜ�＃韓よ刃物＆よPPRR目的ゅ作成はイ

べPPRR�【ラ【＃�ぱ�よュムハ＆＼ほ�ぽも面白ぞよめ＼

興味よぜィ方ら＼YYoouuTTuubbeeめゃだへ÷〜
ー 睡蓮（すいれん） クロード・モネ作 ー ー クロード・モネ ー
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～ その症状、本当に年齢のせい？ ～ 
／£最近＼背中て曲てぽむで

べ÷％£背て縮カぺ気てびィ÷％

£腰て痛ぞ÷％め�ぷイら＼歳オ

もぽべふぞ〜ぷだ思ぽむぞ�ふカ

づ’



／ねイァよ症状ら＼単やィ家齢よ

ふぞめらやぞづ�ぱイ�ふカ〜ぞ

どまづ原©て考ぢァイ�びて＼骨

粗ぱ�だ症やゃ＼深刻や病気て羽

イむぞィ寡能性てぜィよめび〜



／骨粗ぱ�だ症ゅ™ィ骨折て起ね

ィも＼腰よ痛�オ憾ひィ方�ぞ�びてぷだめやぞ場合�ぜ

ィよめ＼気みづぴゅ我のぱむぞィ方てもむ�多ぞよめび〜 
～ 骨粗しょう症で「いつのまにか骨折」！ ～ 
／骨粗ぱ�だ症ら骨てパッパッゅやィ病気めび〜骨てパッ

パッゅやィも＼嘩物オ持ほ上ぬィ＼尻�ほオまどやゃほ�ぽ

もぱべねもめ背骨てまゐイむぱ�だねもてぜア�び≧背骨

よ骨折∞〜



／ねイオ読カめぞィぜやべ＼£転カぺアぱむぞやぞぱ＼痛

�らやぞづァ大丈夫〜ぷカや大ぬはや病気ひ�やぞ％も思ぽ

むぞ�ふカづ’  



／骨粗ぱ�だ症ゅ™ぽむ骨てパッパッゅやィも＼自分よ体

重ゅ背骨て耐ぢ切イぴ＼気みづやぞだほゅ背骨てまゐイむ

£ぞまよ�ゅづ骨折％ぱむぱ�だねもてぜア�び〜



～ 骨粗しょう症で「いつのまにか骨折」！ ～ 
／背骨≧椎体∞よ骨折ら＼次よ™だや症状オ™で起ねびね

も�ぜア�び〜  ねイァよ症状ら＼肉体的…精神的や負担も

やア＼日常生滑ゅ洩響オ及�びねもてぜア�び〜



∋痛�／



骨折ぷよ�よ�＼背骨よ変形ゅ™ィ筋肉

をよ負担て原©め＼腰�背中て痛�ねも

てぜア�び〜 

∋背中て曲てィ



背骨て綾迫骨折びィねもめ変形ぱ＼背

中て曲てぽむぞで�び〜 
  



∋身長よ低価 
22ccmm威上よ身長低価ら背骨て骨折ぱ

むぞィ寡能性て考ぢァイ�び〜



		 		 



∋内臓よ機能不全 
腰て曲てぽむどィも内臓て綾迫はイ＼

逆流性食道縁�食欲不振＼息苦ぱは＼

便秘もぞぽべ症状てぜァェイ�び〜



～ 骨折で介護！ ～ 
／骨折ら自分て痛どやィぺにめらぜア�ふカ〜特ゅ＼脚よ

付に根よ骨オ骨折びィも＼多どよ場合手術オ行ぞ�びよめ＼

手術後ら長棄関よ以静て必要もやア＼£寝べでア％ゅやィ

寡能性て高�ア�び〜



／寝べでアゅやィも＼今�め自分めめでむぞべねもて困難

ゅやア＼£だま病％�£認知症％

オ慣だΓパデて高�ィぺにめや

ど＼ぜやべよの架族ゅもぽむ�

大でや負担もやィよめび〜



／壊護て必要もやィ88人ゅ11人

ら£骨折＼転倒％て原©もやぽ

むぞ�び〜



／骨粗ぱ�だ症ゅやィも＼骨折

びィ角率て高�ア＼寝べでアゅ

やィねも�÷〜自分て骨粗ぱ�

だ症めぜィづゃだづ専門よ壱療

機韓め角認ぱむ��ぱ�だ〜

骨粗しょう症
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／44月＼55月ら比隔的臼よ多ぞ季節めび〜気仮よ変佳�激ぱぞ時棄めびよめ＼蟹は�体調オ崩はイゆ

™だつ我のぱ価はぞ〜



�5522号�めよBBaacckk  NNuummbbeerrオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜当宇ヱ【�ヰ【バめ�

BBaacckk  NNuummbbeerrオ見ィねもてめで�び〜



DO YOU KNOW DANBOARD ?  

☆おすすめ ☆　　　　　　　　　　　　　

『66才のボクが、大人になるまで。    』                                      　
22001144年  アメリカ映画



／1122年づにむ同ひ俳優て同ひ役オ

猿ひ続に＼撮ア続にべ唯允無二よ

よ瑛雅〜1122年関よ架族よ＼大切や

允瞬＼大切や時関÷少年時代づァ

大人ゅ向���づだ息子＼母親めぜィね

もゅまぞむよ基ろも痛�＼ぷぱむ＼

ぞぞ親ゅやゥだもびィねもめ子ゃ

�も共ゅ成長びィ父親〜



／誰づゅ憾情遺入���ぱむ貫ィだほゅ＼

�ィめ彼ァて自分よ身近や架族よ

™だゅやア＼見守ア続にむぱ�だ

瑛雅÷竿督らΓベ�【�…ΓΜデΕゼプ【〜



／父親�ゼフΜ≧ゼ【ネΜ…ヱ【デ∞も母親ヂΓΝセズ≧ョ

�Γハズ…ズ【デダホ�∞て離婚後ゅ＼息子めぜィ�ゼフ

Μ…バ�メズ≧ダΒ【…ニΔ�Ε【Μ∞オ1122年関≧66歳×1188

歳∞ゅェべぽむ茨むィ中め＼ぷよ韓係て変佳ぱむぞど様子

オ描ぞむぞィ〜



／撮洩ら＼22000022年よ暇づァ22001133年よ1100月�め1122年関オ通

ぱむ断続的ゅ行ェイべ〜116655分もぞだ長ぞ時関め描づイィ

よら＼少年よ成長＼友情＼恋握＼架族÷人生め貫客誰�て

経験ぱべ©づぱどむ握つぱぞ瞬関よ允ま允まて雅面ゅ瑛ぱ

出はイむぞど〜



／子供べほよ遊ゐナ【�機�携帯電話＼ぷぱむ子供べほ自

身て変佳ぱむぞど姿らパΓΓΜトめ＼刺激的〜



／中め�ゼ【ネΜヱ【デ猿ひィ�ゼフΜよ父親よ存在て非

常ゅ大でぞも憾ひァイィ〜所」大事や局面め描づイィ父親

も息子よ韓係性ら�らア離イむぞむ�大切や親子よ大切は

オ必然的ゅ憾ひむぱ�だ〜



／貫終ェぽべ後＼�だ允度ねよ作品オ考ぢ直ぱべ時＼自分

よ人生てゃだ我とむぞぽべづ＼思ぞ返ぱむぱ�だ™だや瑛

雅めぜぽべ〜／／／／／／／／／／／／／／／／／／KK..TT..／／／／／／／／／／／／／／／／

春、潮干狩りシーズンの訪れ！ 

ー　管理栄養士　中原つかさ　ー 
／ 少ぱぴま暖づや陽気

て続ど™だゅやぽむで

�ぱべ〜水仮�春＼天

気よぞぞ日ら身近やΕ

バ�【＼潮患狩アやカ

むぞづてめぱ�だづ〜

三重県らぜはアよ漁覚

量て＼握知県ゅ次ぞめ22

惟やよらの存知めぱ�

だづ’／ 尉勢湾よ穎養

オべぽゑア吸収ぱべ春

よ皆よ味較オ完能めで

ィやカむ身近や贅沢めびょ“



／ぜはアら＼鉄分＼ラプヵΜBB1122て豊富め＼貧血よ予

防＼莞臓よ機能オ強佳ぱべアびィ効能てぜア�び〜

プゾΓΜ�豊富めニΕパマΖ【Δ＼血綾オ価ぬィ効

珂�ぜア＼生滑習換病よ予防�棄待めで�び〜



RReecciippee  nnoo..3344＊ぜはアもヅ�ワボよΕΜバ蒸ぱ＠



【作り方】 

11.. ぜはアら十分砂オらづふむつど〜ヅ�ワボら荒ど切ィ〜

≧大で�めほ�だゃぞぞどァぞ∞ワ【ニΜら22ccmmどァ

ぞよ幅ゅ切ィ〜



22.. 大で目よ耐熱皿ゅヅ�ワボ＼ワ【ニΜオ重ょ＼ぷよ上ゅ

ぜはアオつぞむ＼料理酒≧白ΘゼΜめ�OOKK∞オ怪ぱづ

に＼ユプ【�分にむ散ァび〜



33.. 22..ゅわカェアもΒホロオづに＼ΕΜバめぜはアてゑぽど

ア凱ど�め家熱びィ〜≧ＱＫＫWWめ88分どァぞ∞〜



44.. つ好�め＼黒ニハ�ゾオれぞむ＼めでぜてア〜



�つ皿ゅ残ィパ【ロ�＼ぜはアよだ��べぽゑアやよめ残

はぴゃだへ〜�ェァづぞ食憾よ春ヅ�ワボオ使だもはァゅ

ggoooodd“〜



 材料（４人分）171kcal（1人分）　
調理時間 約15分（※あさりの塩抜き時間を除く）

あさり 400g
キャベツ 300g
ベーコン 4枚

料理酒（白ワインでも可） 大さじ2
バター 20g


