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高木病院だより  　TAKAGI HOSPITAL NEWS

  TAKAGI
HOSPITAL

寒い冬がもう目の前です⁂…体調管理をしっかりと 

http://takagihp.jp/　

ー　ご挨拶　ー

／紅葉�終ェア＼勘はよ増び季節もやア�ぱべて＼蟹は�

ぞづてつ我のぱめぱ�だづ〜£高木病宇ぺ™ア％�今怪め

第60号もやア�ぱべ〜


／1994年12月28日ゅ創勧号て発行はイ�ぱべ〜当時らニ

リ【機オ使ぽむ作成ぱむつア＼�ヤデΖ裏表1枚よハΜロ

Δや紙面≧卯写真∞め＼手作ア憾て漂ぞ�び〜


／本来やァり季勧号もぱむ年4怪よ定棄的や発行オ目指ぱ

むつア�びて＼24年関め60号＼年2.5怪よヰ【パめよ発勧

もやぽむぞィよて実情めび(^_^;)〜


／ねイづァ�＼身近や話題�少ぱめ�蟹は�よ健康医持よ

允助もやイィ™だ＼興味ぜィ内容よ紙面オ目指ぱむ行でべ

ぞも思ぽむつア�び〜


／�べ＼蟹は�づァよの希稿＼取ア上ぬむ欲ぱぞ内容＼提

供ぱむぞべぺぞべ話題やゃ�随時掲載ぱむぞでべぞも考ぢ

むつア�び〜


／ぷよ際ら＼崖来備ぢ付によ£投稿箱％ゅ投稿ぞべぺどづ＼

パプホルゅ申ぱ付にぞべぺに�ぱべァ幸ぞめび〜


／


🍁  ユニフォームが新しくなりました 🍁 


／今暇＼管護パプホルよ�メルチ【�オ允新ぱ�ぱべ〜


／允種類ゅ統允はイべ�よめらやど＼パプホル允人允人よ

好�ゅ殴ひむユΒダマセゅ富カぺ�メルチ【�オ選

択びィねもて出来�び〜


／慣者は��の架族は�づァ�＼£�メルチ【�＼

新ぱどやぽむッホニゼゼょ％やゃ＼つ声オぞべぺぞ

むつア�び〜


／今後�＼崖見ぺにめやど＼パプホル允同＼地稲よ

蟹は�よの棄待ゅ添ぢィ™だ＼慣者は�よ心ゅ希ア

添だ仮づや管護オ提供ぱむ�ぞア�び〜


／


／

ー　高木病院だより 創刊号（1994年12月28日発行）　ー

http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
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♦ 敬老の日のお楽しみ会 ♦

ー 医事長　田中利彦 ー


／9月12日＼2劾食堂談話室ゅむ敬老よ日よゼワΜ�て凱

催はイ�ぱべ〜


／今年�入宇慣者は�よの架族�四日市農芸高校生滑福祉

ニ【パよ額生ゅ参家ぱ

むぞべぺで�ぱべ〜


／�ぴ始�ゅ＼四日市

農芸高校生滑福祉ニ【

パよ額生ゅ™ィュΜ�

ワΔ猿奏て行ェイ�ぱ

べ〜


／昨年同様もむ�寛

成度よ高ぞ猿奏め＼

でイぞや伽色て1劾Ζ

ラ【�め響で渡ア�

ぱべ〜ぷぱむ＼手作

アよヵネΜツよパ�

Βホロオ入宇慣者は

�ゅロΕピΜ�ぱむ

ぞべぺで�ぱべ〜


／次ゅ＼中村は�ゅ

™ィヂッΓム猿奏もヴバホデハ�【て披露はイ�ぱべ〜ヂ

ッΓムよ透で通ィ™だや伽色め慣者は�ら大変ΓΒホデパ

はイむぞィ™だめぱべ〜ヴバホデハ�【めら＼年」ぷよ技

術て向上ぱむつァイ＼寛成度よ高ぞヴバホデオ披露ぱむぞ

べぺで�ぱべ〜


／続ぞむ＼パプホ

ルゅ™ィ紙芝居て

行ェイ＼掛ぱぞ話

ゅ入宇慣者は�よ

笑企てね�イ�ぱ

べ〜


／最後ゅ＼辻は�

ゅ恒例もやぽべッ

Βヂドオ披露ぱむ

ぞべぺで�ぱべ〜


／ぷよ禾唱力ゅら毎年驚づはイ�び〜

来年�素晴ァぱぞ禾声オ掛ぱ�ゅぱ

むぞ�び〜


／毎年行ェイィ£敬老よ日よつ掛ぱ

�廻％＼蟹は��つ時関てのばぞ�

ぱべァ＼掛ぱぞれももでオ允緒ゅ我

のぱ�ふカづ〜


♦ はじめまして ♦

ー 看護師長　大西直子 ー


／らひ��ぱむ＼大西／直子≧つつゅぱ／やつね∞も申ぱ

�び〜酉年よ60歳めび〜素直め正直や子ゅ茨ま™だゅ£直

子％も両親て名付にむどイべぷだめ＼名前よ如ど忠実ゅ半

世紀オ生で抜ぞむで�ぱべ〜


◎高木病院の職員になってホヤホヤです


／平成30年7月1日付にめ就任ぞべぱ�ぱべ〜新ぱぞ監境

よ中め＼人よ仮づはオ憾ひやてァ＼毎日大好でや管護オは

ふむ頂ぞむぞ�び〜


／11月づァ午前中＼崖来受付ゅ立べふむ頂ぞむつア�び〜

崖来ゅつ�ぱゅやィ方」ら＼体調不良よ方ら�ほゥカ＼人

関�ホデ＼廻社よ健康診断めぜぽべア＼保茨怨児�小額生

て親子め受診はイべアも幅広ぞ年齢層よ蟹は�めび〜


／崖来待合よ壁ゅ当宇よ壱療理念て掲示はイむぞ�び〜


1｜£わイぜぞよ心め地稲壱療ゅ尽どび病宇％


2｜£ぞまめ�べ™アゅやィ病宇％


3｜£信頼はイ握はイィ病宇％


／ねイァよ理念オ受に＼ねイづァ�地稲よ蟹は�ゅ以心ぱ

むの利用ぞべぺで＼最良よ管護…壊護オ提供めでィ™だ精

進ぱむぞで�び〜


◎歩んできた人生


／山口県め生�イ茨ほ＼幼ぞ頃づァ嬰動びィねもて大好で

や子供めぱべ〜中額＼高校らユパドホ�ヲ【Δ部め＼将来

よ夢ら体茨よ教師もやぽむ＼ユパドホ�ヲ【Δ部よ顧問ゅ

やィねもめぱべ〜夢オ実現はふィねもも並行ぱむ＼自身よ

進路オ考ぢィ中＼人もよ韓ェア�人よつ世話オびィねもて

大好でめ得維＼ぞゥカや人よ維見�聞でやてァ＼ぷよ結珂

選カぺ職業て£管護師％めぱべ〜


／管護額生時代よ授業中＼私よ発言ゅぜィ講師づァ£管護

師ら＼貴方よ天職めびょ％も言ェイべねもてぜア�ぱべ〜

長ぞ管護師人生オゐイィねもやど続にむぞにべよ�£天職％

もぞだ言葉て自身ゅやぽべ�よも魁�む憾謝ぱむぞ�び〜


／管護専門額校オ卒業後＼結婚…出産…子茨む…親よ壊護

もぞだΒゼルゼワΜ�よ中め＼管護専門額校よ専任教�も

ぱむ長年勤務ぱ＼管護額生も£管護もら％オ共ゅ考ぢ実践

ぱむで�ぱべ〜


／ぷぱむ定年退職�めよ約12年関ら臨床を戻ア＼慣者…

架族ゅ希ア添だ管護オ実践ぱ＼管護よ原点ゅ立ほ戻ィねも

�めで�ぱべ〜つづぬめべどはカよ宝物て増ぢ�ぱべ〜


◎大切に思っていること


／ぞまめ�ゃカや時め�£待まねも＼信ひィねも％オ信念

ゅ持ほ＼びんむよ人ゅ希ア添だねもオ大切ゅぱむぞ�び〜


◎これからも温かいおもてなしを忘れず


／姿オ見づにべァ＼気軽ゅ声オつづにどぺはぞ〜笑企め元

気™どつ答ぢぞべぱ�び〜
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☆おすすめCINEMA☆　　　　　　　　　　　　　

『チャンス』Being There 1979年 アメリカ映画


／今怪らほ�ぽも古ぞ瑛雅〜


／ΘハΜ�Μ郊崖〜古ぞ乙敷よ

主人て亡どやア＼残はイべよら

中年よ庭師ベ�Μパ≧リ【プ【…

ビΒ【ヒ∞も黒人よ�ゼ�よ2

人〜行で場よやどやぽべ中年よ

庭師ベ�Μパら町オは�™だね

もゅ〜


／彼ら数十年来乙敷よ崖を允歩

�出べねもてやど＼庭師もぱむ

草菓オぞひア続に＼マΕラぺに

オ掛ぱ�ゅ生でむでべ男〜�てむベ�Μパら政財芥よ大物

ワΜバ�ヵΜ…ΒΜ�も知ア合だ〜子供よ™だや無垢や心

オ持まベ�Μパら次第ゅワΜバ�ヵΜ�彼よ妻ゼレ≧ハ�【

Γ【…ヴデΕ【Μ∞もぞぽべ人」オ虜≧もアね∞ゅぱむぞ

ど÷÷〜


／ぷよ後＼ワΜバ�ヵΜオ見舞ぞゅ�ぽむでべ大統領も出

廻ぞ＼彼よ発言オ™用ぱべ大統領よ言葉てTVめ放瑛はイ

ィも＼彼よ名ら允躍全米ゅ知イ渡ィ™だゅやィ〜


／ぷぱむ＼まぞゅ÷〜


／天真爛漫や庭師オ通ひ＼社廻オ風刺ぱべニ�ミセ〜


／心仮�ィ＼つびび�よ瑛雅めび〜／／／／／／／／K.T.


／


／P.S. ダΜ�Ζ【Δよリ【プ【…ビΒ【ヒよつ�にハ【Μ

てつ�ェぴ笑企オ誘ぞ�び (^_^)〜

〜 風邪（かぜ）とは〜 

／風邪≧正式ゅら£風邪症候群％∞も

ら＼細菌�ゾゼΔパ≧主ゅゾゼΔパ∞て

口�鼻づァ侵入ぱ＼粘膜ゅ憾染ぱべねも

め起ねィは�ば�や急性症状オ�も�べ

�よめび〜ゼΜルΔダΜノ�風邪よれも

まもぞぢィめぱ�だ〜


／風邪オ™で起ねびゾゼΔパら200種類威上ぜィも言ェイ

むつア＼代表的や�よゅ＼ゼΜルΔダΜノゾゼΔパ＼ニΖ

ムゾゼΔパ＼ΒゼヤゾゼΔパ＼ズミヤゾゼΔパやゃてぜア

�び〜


／風邪よ症状ら局部症状も全身症状ゅ大別びィねもてめで

�びて＼れもまぺに症状て現ェイィもぞだ™ア＼多どら複

数よ症状よ組�合ェふめ起ねぽむで�び〜


〜 代表的な局部症状 〜 

／慨＼べカ＼蔭頭痛＼鼻汁≧鼻水∞＼鼻閉≧鼻み�ア∞


〜 代表的な全身症状 〜 

／発熱＼倦怠憾＼圧勘＼頭痛＼筋肉痛＼価痢


〜 漢方医学ではこう診て、こう治療する〜 

／潅方めら£風邪ゅづづぽべァ�ぴら体オ

仮�む治癒オ早�ィ％ねもオ目的もぱむ＼

治療オ進�むぞで�び〜£症状オもぽむ治

療オぱむぞど％もぞだ西洋壱額も磯だ点て

ねねやよめび〜


／ぷよべ�ゅ必要もやィ潅方薬ら＼ぷよ人

よ病気ゅ対びィ抵抗力よ程度≧虚証…実証‥前号ゅ掲載∞

�風邪よ時棄ゅ™ぽむ変ェぽむで�び〜


／�べ＼風邪よ場合ら£熱証…勘証％もぞだ状態�重視ぱ

�び〜へどへどもぱべ圧勘オ憾ひィ場合て£勘性よ風邪％

めぜア＼圧勘オ伴ェやぞ場合て£熱性よ風邪％めび〜


／潅方めら潅方独自よ診断ゅ™ぽむねだぱべ体よ状態オ角

認ぱむ＼正常ゅ™で戻びべ�よ潅方薬オ用ぞむ症状オもぽ

むぞで�び〜


／具体的ゅら比隔的体力よぜィ実証よ人よ風邪よれで始�

やァ＼づァぺオ仮�む＼発澗オ促び処方て用ぞァイ�び〜／

£轄根湯≧づぽねカもだ∞％ら体オ仮�ィ代表的や薬もぞ

ぢィめぱ�だ〜圧勘�発熱＼頭痛てぜィ＼首よ後ゥ�背中

てねぽむぞィ＼澗て�もカゃ出やぞもぞぽべプゼロゅら＼

非常ゅ効珂てぜィもはイむぞ�び°


／£麻屋湯≧�つだもだ∞％ら＼轄根湯™ア�はァゅ強力

ゅ発澗オ促び薬めび〜体力�十分ぜア＼高熱＼強ぞ筋肉痛

�激ぱぞ圧勘やゃ＼比隔的重ぞ風邪症状ゅ用ぞァイ�び〜

£ゼΜルΔダΜノ％ゅ�効珂てぜィもはイむぞ�び〜


／£桂枝湯≧にぞぱもだ∞％ら澗てバΘバΘ出ィ™だや軽

症よ風邪ゅ用ぞ�び〜


／体力て比隔的やぞ年配よ人＼女性やゃ

ゅ見ァイ�びぞ＼勘にて強ぞ＼企色て青

白ぞ＼慨＼よゃよベデベデびィ痛�てぜ

ィやゃよ風邪ゅら＼£麻屋附子細辛湯

≧�つだゐぱはぞぱカもだ∞％て 用ぞァ

イ�び° 


／ねよ�づ＼慨てれゃぞ場合ら＼よゃオ潤ぱむ慨オ止�ィ

£麦門冬湯≧りど�カゃだもだ∞％て非常ゅ有効めび〜


×竃式廻社ボ�ΒHP™ア™用×

   漢方のおはなし
ー　その弐　ー
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★　くだものの柿のおはなし　★ 
ー　管理栄養士　青木琴美　ー 

／劃ら中国原産もぞだ説�ぜア�びて＼万葉禾人よ劃本人

麻呂≧づでよ�もよれも�ゥ∞ら自宅ゅ劃よ木てぜぽべね

もづァ劃本もぱべ説てぜィやゃ＼日本めら相当古どづァ栽

培はイむぞべ™だめび〜品種�1000種威上ぜア＼風土ゅ

合ぽむぞべねもら角づめぱ�だ〜


／づまむら庭ゅ劃よ木てぜィ架�珍ぱどやど＼今め�患ぱ

劃ゅびイり冬よ関め�食んァイべアも＼私べほゅらもむ�

身近め＼当べア前よ存在めび〜


／ぷカや身近や存在めびて＼多どよ穎養素て巌�イむぞィ

ねもら維崖も知ァイむぞ�ふカ〜


／�ぴ劃ゅらラプヵΜC＼ラプヵΜA＼ラプヵΜK＼ラプ

ヵΜB1＼B2も＼�ィめ総合ラプヵΜ剤よ™だゅ数多どよ

ラプヵΜて巌�イむぞィよめび〜


／ねねめ＼ぷよ主や効珂ゅまぞむの紹壊ぱ�び〜


☆ビタミンＣ 

／劃ら1個め112㎐�ゃよ豊富やラプヵΜ�てぜア＼ねイ

らΕ�Μよ約5倍めび“


／�べ＼強ぞ抗酸佳作用てぜア＼ぱ�…ぷりづび…ぱェ…

べィ�等ゅ対びィ美肌効珂�疲労怪復ゅ�効珂てぜィもは

イむぞ�び〜


☆ビタミンＡ 

／滑性酸素オ除去ぱやてァ＼身体よ抵抗力オ高�む元気オ

まに＼病気�早聞ど怪復はふむどイ�び〜


／風邪よ予防＼老佳よ予防＼てカよ予防ゅ�効珂て棄待め

で�び〜


／はァゅ÷＼


☆ポリフェノール 

／ネロΓ�Μ�もぱむ�ンリ�Β【もやぽべンΓルタヤ【

Δ＼ねほァらやカも赤ΘゼΜよ50倍巌�イむぞィも言ェ

イむぞ�び〜


／ぷよ他ゅ�高血綾�便秘よ魁善＼圧玉ニΕパマΖ【Δよ

軽減やゃ＼身体ゅ良ぞねもてべどはカぜア�び〜


／�べ＼二日酔ぞよ怪復効珂�ぜィ™だめ＼劃よ渋�よ元

ゅやぽむぞィ成分めぜィプΜメΜて体内ゅ蓄積はイべズΔ

ニ【Δ成分オ分快ぱ＼尿もぱむ排泄ぱむどイィよめび〜


／ねイづァ勘どやィ季節ゅ向にむ＼体調オ整ぢむぞでべぞ

めびょ〜(^^１


／はむ＼余談めびて÷


／明治よ£きのこの山　たけのこの里％よ国民総選挙て行

ェイべよオの存知めびづ’


／大好でやつ迦子め＼ほや�ゅ私ら£たけのこの里％派め

び〜


／総選挙よ結珂ら÷


きのこの山 派　　42％ 

たけのこの里 派　44％ 

どっちも 派　　　14％ 

ぺぽべぷだめび〜


／11月ゅ入ぽむ急ゅ気仮て価てア＼冬よ訪イオ憾ひィ頃もやア�ぱべ〜勘どやィもゼ

ΜルΔダΜノて�ほ�ほも流行ぱ始��び〜


／予防ゅらゼΜルΔダΜノΘデベΜよ接種�ぷよれもまめらぜア�びて＼崖出時ゅヴパ

デオ着用ぱべア＼混雑びィ人込�ゅら���ゅ出づにやぞねもやゃてぜア�びて＼可™

ア�体調緩理て重要めび〜


／忘年廻ハ【ヒΜ＼蟹は�＼院�我と＼食ん我とゅら十分の注維どぺはぞ〜


／�59号�めよBack Numberオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜


／／当宇ヱ【�ヰ【バめ�Back Numberオ見ィねもてめで�び〜



