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「安らかに眠って下さい　過ちは繰返しませぬから」



／今年55月2266日…2277日よ両日＼£GG77  JJAAPPAANN    22001166  IISSEE--

SSHHIIMMAA  SSUUMMMMIITT≧通称‥尉勢志摩ネヵホ�∞％て尉勢志

摩め凱催はイ＼大でや�ΒレΔ�無ど無事閉幕ぱ�ぱべ〜

家ぢむ＼ネヵホ�終了後ゅヂユヴ米大統領て広島オ訪イ�

ぱべ〜米軍よ最高司令干めぜア現役よ大統領よ広島訪問ら＼

被爆後7711年オ経む初�むよねもめぱべ〜ヂユヴ大統領て献

菓ぱべ平和記念公怨よ広島平和都市記念碑≧原爆死没者緯

霊碑∞ゅら冒頭よ言葉て刻�イむぞ�び〜



／ねよ碑文ゅ主語らぜア�ふカ〜£碑文らびんむよ人ろも

て／原爆犠牲者よ冥福オ祈ア／戦争もぞだ我ほオ再ろ繰ア

返はやぞねもオ誓だ言葉めぜィ／我去よ苦ぱ�ゅ耐ぢ／憎

ぱ�オ乗ア�ぢむ／全人類よ共存も繁穎オ伎ぞ／真よ世芥

平和よ実現オ記念びィヨΖハヴよ心て／ねねゅ刻�イむぞ

ィ％も説明文ゅ記載はイむぞ�び〜



／天皇陛価ら8822歳よ誕生

日ゅ£先よ戦争よねもオ

十分ゅ知ア＼考ぢオ深�

むぞどねもて日本よ将来

ゅもぽむ極�む大切やね

も％も述んァイむぞ�び〜

／終戦づァ7700年オ我とべ今＼紛争�戦争もぞだ�よよ愚づ

ぱはオ語ア伝ぢィべ�ゅ�＼平和記念公怨よ£平和よ灯％

てねイづァ�燃ぢ続に＼世芥をも広てぽむどイイりも伎ぞ

�び〜
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💗 「看護の日」～ 看る大切さ 譲る優しさ ～ 💗  
- 看護師長　北村千秋 - 

／ルΖ【ΕΜパ…ムゼベΜナ【Δよ誕生日めぜィ55月1122日

ら£国際管護師ミ【％めび〜



／日本め�£管護よ日％もぱむ＼全国撹地め様」や行事て

行ェイむぞ�び〜



／2211世紀よ高齢佳社廻オ支ぢむ

ぞどべ�ゅら＼管護よ心＼ドズ

よ心＼助に合ぞよ心オ私べほ允

人允人て分づほ合だねもて必要

めび〜



／ねだぱべ心オ＼老若男女オ問

ェぴ＼誰�て茨�でぽづにもや

ィ™だ＼旧厚生省ゅ™ア＼11999900

年ゅ£管護よ日％て制定

はイ�ぱべ〜



／当宇めら＼£少ぱめ�

慣者は�も心触イ合だ時

関オ持ほべぞ％もよ想ぞ

づァ＼毎年£管護よ日％

ゅら慣者は�ゅマセホハ�

ヰ【ョ【オつ配アぱむぞ�び〜



／今後�管護…壊護職�

もぱむよ憾性オ磨で＼熱

維＼使命憾＼倫理的や配

慮オ持ぽむ＼慣者は�オ

身体も心よ両面づァネン【

�めでィ™だ日」精進ぱ

むぞでべぞも思ぞ�び〜

http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
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☆ X線（レントゲン）装置が新しくなりました ☆ 

ー　放射線技師　柴田幸司　ー 

／当宇よXX線���装置て新ぱどやア�ぱべよめ＼の紹壊ぱべぞ

も思ぞ�び〜



◎一般撮影装置



／全身よ骨�胸部＼

腹部やゃオ撮洩ぱ�

び〜今怪＼XX線���発生

装置オ更新ぱ�ぱべ〜

ねイゅ™ア＼XX線���量

てれも目め角認めで

ィ™だゅやア�ぱべ〜

雅像情報らCCRR≧CCoommppuutteedd  RRaaddiiooggrraapphhyy∞装置めミバプ

Δ佳はイ＼少やぞXX線���量め高精細や雅像オ得ィねもてめで

�び〜



◎X線透視撮影装置 

／主ゅユΓゾ�オ用

ぞむ＼食道＼亥＼大

腸やゃオ検査ぱ�び〜

今怪＼DDRR≧ミバプΔ

XX線���透視∞装置ゅ更

新ぱ�ぱべ〜ねイら＼

従来よXX線���透視装置

ゅミバプΔ雅像処理

オ組�合ェふべ�よめ＼少やぞXX線���量め鮮明や雅像オ得ィ

ねもてめで�び〜



◎X線CT装置 

／当宇よCCTTら1166列ヴ

ΔベパΒゼパCCTTもぞ

だ�よめ＼短時関め広

範易よ撮洩オびィねも

てめで�び〜

♦ 織姫（おりひめ）と彦星（ひこぼし） ♦ 

ー　医事長　田中利彦　ー 

／当宇めら＼毎年66月価旬™ア恒例行事もやぽむぞィ七夕

よ笹オ宇内撹所ゅ飾���ぽむぞ�び〜



／今年�病棟ゅ33づ所＼11劾崖来受付前ゅ11ッ所＼当宇パプホ

ルて笹�短冊オ飾���ア�ぱべ〜



／入���宇慣者は�＼ぷよの架族≧中

ゅらつ孫はカ�∞＼崖来慣者は�

ゅ自由ゅ伎ぞ事オ書ぞむぞべぺぞ

べ短冊オ飾���ァふむぞべぺで�ぱ

べ〜／ゃイ�本当ゅ心よね�ぽべ

�よりづアめ＼読�者よ心て仮�

ィ内容めぱべ〜



／蟹は�よ伎ぞ事て樺ぞ�び™だ

ゅ÷〜

♠ 3階病室の床を新調しました ♠ 

／当宇�11999988年1122月よ新築遺転威来＼現在よ建物もやぽ

むづァ＼1177年余アて経我ぱ�ぱべ〜ねね数年らダズニΜ等

オ初�もびィ設備よ修繕つ™ろ更新やゃオ行ぞやてァ＼建

物よ医持ゅ努�むつア�び〜ねよ度＼33劾病室よ床よ老朽

佳ゅ伴ぞ＼77月44日づァ77月2277日よ33週関余アオづにむ＼魁梶�™

修オ行ぞ�ぱべ〜



／通常めぜイり＼棋存よ床オ剥てぱ＼新ぱぞ床材ゅ貼ア替

ぢィもぞだ形オもィよめびて＼ねよ方法オ採用びィも＼允

まよ病室よ床よ張ア替ぢオ行だよゅ允週関程度よ棄関オ必

要もぱ�び〜更ゅぷよ棄関中ら床材オ剥てぱべねもゅ™ィ

粉ひカ�接着剤よ臭ぞて問題もやア�び〜�べ＼ねよ関＼

慣者は�ゅ別よ病室ゅ遺ぽむぞべぺづやどむらやア�ふカ〜

／ぷねめ今怪＼当宇て

採用ぱべよら＼棋存よ

床材らぷよ��剥ては

ぴ＼ぷよ上ゅ新ぱぞ床

材オ置ぞむぞどもぞだ

工法めび〜ねよ床材ら＼

裏面ゅヒΕやぞ家工オ

施ぱむぜア�び〜ねイ

ゅ™ぽむ＼工事棄関ら

允病室ぜべア半日程度め済�ねももやア＼入���宇慣者は�ゅ

の迷惑オつづにびィねも無ど＼床よ魁梶�™修て寛了ぞべぱ�ぱ

べ〜／



非常ゅ仮づぞ木目調よ床材め＼デホハ�Μ性�ぜア＼慣者

は�＼の架族は�＼パプホルゅ�大変好評めび〜つ時関よ

ぜィ方ら＼允度の覧どぺはぞ〜
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～ いよいよ夏本番 ～ 
／気象庁よ予報めら＼今年よ暇ら後半づァ暑ぞ日て多どや

ィ見込�めび〜今年よ暇も似むぞィ22001100年よ熱中症ゅ™ィ

死亡者ら＼11,,773311人ゅ�よ

�ア＼ぷよだほ6655歳威上よ

高齢者て全体よ約88恰

≧7799..33�∞オ占�むぞ�ぱ

べ〜



／£ねイどァぞやァ大丈夫％

も暑はオ我小評夏ぱむぞ�

ふカづ’／今怪ら高齢者よ

熱中症対策も室仮オ価ぬィ

工夫ゅまぞむつ伝ぢぱむぞで�び〜



～ 熱中症は住居内で起こっている ～ 
／熱中症ゅ™ィ死亡ら＼全体よ8844..00�て住居内め発生ぱむ

ぞ�び〜特ゅ6655×7799歳めら8877..22�＼8800歳威上めら8866..33�

もやぽむつア＼住居内めよ熱中症て命取アゅやィねもてェ

づア�び≧平成2255年よ調査ゅ™ィ∞〜



／7700歳威上よ親も離イむ暮ァび3300代…4400代よ男女オ対象

ゅぱべ調査めら＼半数威上て£自分よ親ら夜寝ィもでゅデ【

Β【オまにべどやぞも思ぽむぞィ％≧5533..77�∞＼£自分よ

親ら暑はオ蛾慢めでィも思ぽむぞィ％≧5500..33�∞も答ぢむ

ぞ�び〜



／£デ【Β【て苦手％もぞだ方ら多ぞも思ぞ�び〜£允人

めぞィもでらデ【Β【らまにやぞめ蛾慢びィ％もぞだ人�

少やどやぞらぴめび〜ぱづぱ＼暇よ暑はら油断禁物めび〜



～ 高齢者は暑さを感じにくい ～ 
／高齢者て熱中症ゅやア�びぞ理由ら£体よ水分量て少や

ど＼体仮て変動ぱ�びぞねも＼�べ喉よ葛でオ憾ひゅどど

やぽむぞィよめ＼水分補給て滞ア脱水ぱ�びぞべ�％も言

ェイむぞ�び〜�べ＼暑はオ憾ひゅどどやア＼厚着オぱて

ほやねも�注維て必要めび〜



／高齢者よつ宅めら＼暇め�部乙ゅら£ねべま％てぜア＼

ダズニΜオまにィも£暖房％ゅやぽむぞィねもて™どぜィ

ぷだめび〜はァゅ部乙よ中心部めら夜関�仮度て価てァぴ＼

窓�閉�切ぽむぞィべ�＼室仮ら�び�び上昇ぱ＼ぷイて

夜関よ熱中症よ器険オ高�むぱ�だよめび〜



～ 暑さに負けない体づくりをしよう ～ 
／熱中症オ予防びィべ�ゅら＼暑はゅ負にやぞ体作アて大

切めび〜気仮て上てア始�ィ初暇づァ＼日常的ゅ適度や嬰

動オつねやぞ＼適切や食事＼十分や睡眠オもィ™だゅぱ�

ぱ�だ〜



•「水分」をこまめに取ろう 

／よゃてづェぞむぞやどむ�＼ね�

�ゅ水分オもア�ぱ�だ〜パン【ボ

�ΓΜデやゃよ央分�糖分オ巌�院

料ら水分よ吸収てパ�【ヒゅめで＼

澗め失ェイべ央分よ補給ゅ�まやて

ア�び〜 
• 「塩分」をほどよく取ろう 

／我度ゅ央分オもィ必要らぜア�ふカて＼毎日よ食事オ通

ぱむ�ゃ™ど央分オもア�ぱ�だ〜大量よ澗オづどもでら＼

特ゅ央分補給オぱ�ぱ�だ〜べぺぱ＼づづアまに壱づァ水

分�央分よ制限オはイむぞィ場合ら＼™ど相談よ上＼ぷよ

指示ゅ従ぞ�ぱ�だ〜



•「睡眠環境」を快適に保とう 

／通気性�吸水性よ良ぞ寝具オまづぽ

べア＼ダズニΜ�扇風機オ適度ゅ使ぽ

む睡眠監境オ整ぢ＼寝むぞィ関よ熱

中症オ防なも同時ゅ＼日」なぽびア

も眠ィねもめ翌日よ熱中症オ予防ぱ

�ぱ�だ〜



•「丈夫な身体」を作ろう 

／ユΒΜパよ™ぞ食事�ぱぽづアも

ぱべ睡眠オもア＼丈夫や体オまどア

�ぱ�だ〜体調緩理オびィねもめ＼熱中症ゅづづアゅどぞ

体みどアオびィねもて大切めび〜



～ 暑さに対する工夫をしよう ～ 
／暑はら日」よ生滑よ中よ工夫

�心てにめ�ェァぬィねもてめ

で�び〜今＼自分よぞィ監境よ

£気仮％�£湿度％オぞま�気

ゅぱ�ぱ�だ〜／乙内よ場合ら＼

びぺイ�ネΜハタ【�め日差ぱ

オ遮ぽべア＼風通ぱオ良どぱ�

ぱ�だ〜／ダズニΜ�扇風機オ

使ぽむ室内よ仮度オ適度ゅ価ぬ

�ぱ�だ〜我度よ節電よべ�ゅツヴΜぱむらぞに�ふカ〜



／育服オ工夫ぱむ＼暑はオ調整ぱ�ぱ�だ〜麻�綿やゃよ

通気性よ良ぞ生地オ選カぺア＼吸水性�速冠性ゅ優イべ素

材オ選ゐも良ぞめぱ�だ〜



／�べ＼帽子オ被ぽべア＼日傘オはびねもめ直射日光オ避

に�ぱ�だ〜



／気象庁よ£高仮注維情報％やゃめ＼自分よぞィ監境よ熱

中症器険度オ気ゅびィ習換オまにィねも�重要めび〜

熱中症について学ぼう：予防と対策
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／�ぺ�ぺ暑ぞ日て続で�び〜蟹は�体調オ崩はイゆ™だ＼体調緩理オ十分ゅ÷〜今怪よ£熱中

症予防対策％て参考ゅやイり幸ぞめび〜



�5533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〜



☆おすすめ ☆　　　　　　　　　　　　　

『フィッシャー・キング    』                            
11999911年  アメリカ映画



　ヴΜュホプΜゅ月て輝ど夜＼

悪ぱぞ我去オ分にぜぽべわべ

まよ心てれもまゅやィ÷〜



／我激や�【デめ人気絶頂よDDJJ

バ�ホデ〜ぜィ日＼彼よ不用

維や発言てでぽづにめ銃乱射

事件て起で＼地惟�名誉�失ぽ

むぱ�だ〜失維よ中め33年オ我

のびて＼ぜィ日＼バ�ホデらョΓ【も名乗ィヱ【�Εパも

出廻だ〜ョΓ【て33年前よ事件め妻オ失ぽべねもオ知ぽべ

バ�ホデら＼彼よ力ゅやアべぞも考ぢィ™だゅやア＼寄妙

や友情て駕生ぢむぞど÷〜



／マΓ【…テΓズ�竿督て＞ルセホハ�【…ヅΜト≦よ伝

説オ現代ゅ甦ァふ＼罪よぜてやぞも幻よ聖杯オ探ぱ求�ィ

人関べほよ姿オ�【�ズも悲悪＼ぷぱむΖヴΜパべぽゑア

ゅ描ぞべ秀作〜／



／22001144年ゅ亡どやぽべΖラΜ…ゾセΓズ�ヒよ猿技て最高

ゅ悲ぱど＼ぷぱむ優ぱど心ゅ響で�び〜／／／／／／／    ／／／／／



／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／  KK..TT..

暑い夏を乗り切ろう！ 

ー　管理栄養士　中原つかさ　ー 
／暑ぞ＼暑ぞ＼

暑ぞ÷思ェぴま

ゐ�ぞむぱ�だ

�ゃ＼3300度オ

超ぢィ™だや日

て続で＼ぞ™ぞ

™本獲的や暇て

�ぽむで�ぱべ

ょ〜



／ぷカや食欲�低価びィ暇ゅ重宝びィ�メ�【もぞ

ぢり＼�ぽるアぷだ�カ“／�ほゥカ定番よ麺ま©

め食んィぷだ�カ�つぞぱぞめびて＼今怪らマΕラ

め�話題ゅやぽべ豆乳ぷだ�カオズΕΜバ�交ぢむ

紹壊ぱべぞも思ぞ�び〜



／ねイ允品め麺づァ£炭水佳物％＼ほどェ＼卵＼豆

乳づァ£べカるど質％＼野菜づァ£ラプヵΜ％も穎

養よユΒΜパて取イべ食事オ摂ィねもてめで�び〜／



／少ぱ足アやぞ脂質オ補だ目的め食んィΒ【油オ入���

イむ�べァ担」麺�べぞゅやア�ぱべ〜入���イィ野菜

�ズΕΜバめで�び〜色目ゅヵメ�ヴ�オ半分ゅ切ぽ

む添ぢべア＼水菜よ代ェアゅで�だア＼ほどェよ代

ェアゅュ��ボムめ�つぞぱどやアぷだめびょ〜



／豆乳�カま©�ΕホハΜトら少ぱよ酢オ家ぢィね

もめはぽるアもぱべ味ゅやア＼食欲よやぞ時め�ゃ

カゃカ食んァイ�び™““



RReecciippee  nnoo..3355＊水菜も仮玉よ豆乳ネΒヘぷだ�カ＠



【作り方】 

11.. 材料よ価のぱァぢオびィ〜水菜ら長は44㎘どァぞゅ切ィ〜

外恰イら根元オ切ア＼長はオ22×33等分ゅびィ〜ほどェ

ら薄ぞ小口切アゅびィ〜豆乳�カま©�ΕホハΜトよ材

料オ混ぶィ〜



22.. ぷだ�カオ茹めィ〜茹めぜてぽべァ＼水め洗ぽむゆ�ア

オ取ア冷水め冷�ぱむづァ水気オ™ど切ィ〜



33.. ぷだ�カも具材≧外恰イ菜＼水菜＼ほどェ∞オ和ぢ＼豆

乳�カま©�ΕホハΜトオづにむ奇ゅ盛ア＼仮泉卵オよ

ふィ〜



＊仮泉卵よ缶単や作ア方＠



／鍋ゅべぽゑアよ湯オ沸づぱむ箇オ止�＼冷蔵庫づァ出ぱ

むびなよ卵オぷよ��入���イィ〜約1133分置ぞむ＼水ゅ入���イィ〜

≧允度ゅ卵44個どァぞら允緒よ鍋め作イ�び∞



 材料（4人分）486kcal　
調理時間 約20分

そうめん 6束
貝割れ菜 1パック
水菜 1束（200g)
ちくわ 4本
《豆乳めんつゆドレッシング》 
豆乳 400ml

めんつゆ（ストレート） 300ml
しょうがのすりおろし 1かけ分

白すりごま 大さじ4
酢 小さじ2
温泉卵 4個


