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高木病院だより  　TAKAGI HOSPITAL NEWS

  TAKAGI
HOSPITAL

暖かい春の訪れです♧　でも花粉が......(>_<) 

http://takagihp.jp/　

ー　ご挨拶　ー　

／平成よ時代て終ェア�び〜昭和生�イよ蛾」ゅら＼時よ

流イよ早はオ痛憾びィねよ頃めび〜


／


／新元号ら£令和≧イぞェ／益語表記ら REIWA∞％〜


／£万葉集％ 梅 菓よ禾 三十二首 并ふむ序

だ�よらや ぜェ ひ�

£初春よ令月ゅぱむ＼気淑ど風和と＼梅ら鏡前よ粉オ披
ぱ�ぱ�カ イぞぬま で ™ づぶ�ェァ で�だぶカ ね れァ

で＼欄ら珮後よ香オ薫ァび％

ら́カ らぞ の ね づつ

≧初春よ�めべぞ月ゅ＼天気�良ど風ら和ァと＼梅らつぱ

ゥぞよ™だゅ白ぞ菓オ凱で＼蘭ら香よ™だゅ薫ぽむぞィ∞


づァよ™用めび〜


£人」て美ぱど心オ希ふ合だ中め文佳て生�イ茨ま％


もぞだ維味合ぞもよねもめび〜


／以倍首相ら£厳ぱぞ勘はよ後ゅ見事ゅ咲で誇ィ梅よ菓よ

™だゅ＼允人允人よ日本人て明日をよ忌望も共ゅぷイへイ

よ菓オ大でど咲づふィねもてめでィ日本人めぜアべぞもよ

伎ぞオ込�べ％も廻見め語ぽむぞ�ぱべ〜


／平成％づァ£令和％を＼日本人よ美ぱぞ心て反瑛はイィ

時代ゅやィ事オ切ゅ望��び〜


／ぷぱむ＼天皇…皇后両陛価つ二人よ仮づぞ笑企てぷイオ

見守ぽむぞべぺにィねもも思ぞ�び〜


／


🌸  桜咲く 🌸  


／当宇中庭よ桜よ菓＼20年目よ

凱菓もやア�び〜今春ら勘ぞ日

て続ぞべふぞづ凱菓ら��遅

ど＼満凱よ桜オ比隔的長ど掛ぱ

�ねもてめで�ぱべ〜


／桜よ菓ら＼日本め古どづァ握

はイむで�ぱべ〜桜ら日本人よ

心オ和�ふィ普遍よ�よぺも憾

ひ�び〜


／≦5日関よ溺握も360日関よ無

視≦÷桜�ゃ不憫や�よらやぞ÷も�言ェイ�び〜


／ねねめ少ぱ薀蓄オれもま〜日本よ桜よつ™ぷ8恰オ占�
だカほど

ィフ�ゼΑハヤら＼江戸時代末棄＼染溢村≧現在よ東京都

豊島区駒込∞よ植木職人て貫賞用もぱむ茨成ぱべ品種もは

イむぞ�び〜ぷよフ�ゼΑハヤ＼実らデΖ【Μぺぽべもぞ

だねもオの存知めぱ�だづ〜


／ねよ品種ら＼種子めら増�び事てめでぴ＼接と木�挿ぱ

木やゃ今め言だデΖ【Μ技術め人工的ゅ増�はイ�ぱべ〜


／ぷよべ�同ひ一伝的特徴オ持ほ＼同允条件よ�もめ允斉

ゅ凱菓びィぷだめび〜


／�べ＼ぷよ凱菓予想ゅら＼統計上よ目以もぱむ2月1日

威降よ£最高気仮％よ積算て600↓オ超ぢィも凱菓びィ

£600↓よ法則％もぞだよてぜィぷだめび〜


／／


ー　天皇・皇后 両陛下　ー

http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
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§ピアスは信頼できる病院で§ 

／今怪らリズパよつ話オぱべぞも思ぞ�び〜


／リズパらルスホハ�Μよれもまめび〜今めら男女問ェぴ

リズパ�ゼ�ΓΜトオまにむぞィ方オ多ど見受に�び〜


／ぱづぱ＼市販よリズホハΜト≧リズパ穴ぜに∞用奇具�

以全リΜやゃオ使ぽむ友達同士めリズホハΜトオ行ぽべね

もめリズパ奇具て埋没≧耳べゐゅ埋�ぽむぱ�だ∞ぱべ

ア＼憾染症オ起ねぱむぱ�ぽむ＼病宇ゅ受診はイィ方てぱ

りぱりつァイ�び〜


／日本めよリズホハΜトら壱療行衣もはイむぞ�び〜自己

ゅ™ィリズホハΜトら＼奇具よ使ぞ怪ぱゅ™ィHIV�C型

莞縁やゃよ重大憾染よ器険てぜィべ�＼リズホハΜトら駅

生緩理よ整ぽべ病宇め行だねもオつ薦�ぱ�び〜


／当宇めら＼壱療用よ専用リズパツΜ≧装着奇∞め壱師て

以全ゅリズホハΜトオ行ぞ�び〜鏡め

見やてァの忌望よ部惟ゅ目胤オまに＼

以全ゅオ行ぞ�び〜


／ルス【パ�リズパら滅菌消毒はイべ

壱療用よ�よオ使ぞ�びよめ＼憾染て

起ねアゅどど＼以定ぱべリズパヱ【Δ

オ保まねもてめで�び〜


／


／Aよ™だゅリズパよ頭部て耳づァ飛ろ出ぱべ状態ゅやぽ

べア＼Cよ™だゅ耳壊≧耳べゐ∞オ締�付にべ状態ゅやァ

やぞ™だゅリズホハΜトオ行ぞ�び〜


◎ピアッシングによるトラブル 

•感染症 

／リズホハΜト後＼づ©�＼腫イ＼滲出越よ流出て続ど


•金属アレルギー 

／市販よ金属製リズパゅ™ぽむ金属ズΕΔテ【≧ズΕΔ

テ【性接触皮膚縁∞オ起ねびねもてぜア�び〜症状もぱむ

らづ©�＼づゐイ等めび〜


•耳垂裂（じすいれつ） 

／重ぞリズパオ付にむぞィもリズパヱ【Δて縦長ゅ伸ろむ

耳壊て切イむぱ�だねもてぜア�び〜


•ケロイド 

／リズホハΜト部惟よ傷て盛ア上てぽむドΖゼ�≧瘢痕∞

状ゅやィねもてぜア�び〜


◎当院のピアッシング料金（ピアス代金を含む） 

❖ 耳壊≧耳べゐ∞威崖よ部惟ゅリズホハΜトら行ぞ�ふ

カ〜


❖ リズホハΜトら健康保険て適用はイ�ふカよめ自費或

ぞもやア�び〜


❖ 金属ズΕΔテ【よぜィ方ら装着めで�ふカよめの了承

どぺはぞ〜


❖ 詳ぱどら＼当宇パプホル�めの相談どぺはぞ〜


／

👿  院内感染を防ぎましょう 👿 


／当宇めら宇内憾染対策為�廻つ™ろICT≧Infection 

control Team‥憾染制御ベ【�∞オ置で＼宇内憾染対策

ゅ努�むぞ�び〜


／当宇ゅら＼脳血緩疾慣≧脳梗塞�脳出血やゃ∞よ後一症

め身体機能て低価ぱ＼の自分め痰オ上手ど出ふやづぽべ
べカ

ア＼気緩切凱て行ェイむぞィ慣者は�て多ど入宇はイむぞ
で づ カ ふぽづぞ

�び〜ぷよべ�＼痰オ取ィ吸™処置≧喀痰吸™もぞぞ�
づどべカで�だぞカ

び∞よ際ゅ痰て飛沫もぱむ飛散びィねももて多どぜア�
れ � ま

び〜


／ねイァよ痰よ中ゅら細菌て巌�イむぞィねもてぜア＼宇

内憾染よ原©もやア�び〜


／当宇めら＼宇内憾染対策もぱむ＼管護師�管護助手て慣

者は�よ処置ゅぜべィ際ゅら写真よ™だやヌ【トΔ付でヴ

パデもミセパン【ノレΔダロΖΜオ着用ぱむぞ�び〜


／ねイゅ™ア＼管護…壊護パプホルゅ痰飛沫�分泌物やゃ
べカ れ � ま

て付着びィよオ防と＼細菌やゃよ伝播≧憾染よ広てア∞オ
め カ る

寡能や限ア少やどびィねもてめで�び〜


／今後�パプホル允同＼宇内憾染予防ゅ努�むぞど所存め

び〜

料金（税込）

両耳 6,480円

片耳 3,240円

専用消毒薬 700円
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☆おすすめCINEMA☆　　　　　　　　　　　　　

『ローマ法王になる日まで』

Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente 

2015年 イタリア映画


／中南米出身者もぱむ

初�むΖ【ヴ法黄≧教

皇∞ゅ選出はイべ現

Ζ【ヴ法黄ルΒΜハパ

ニ≧ヱΔヮ…ヴΓヂ…

ワΔヌΓヂ∞よ波乱ゅ

満ほべ半生オ実話オ嬉

ゅ綴ぽべ人関�Βヴ〜


／瑛雅ら＼ワΔヌΓヂ枢機卿てニΜデΒ【ワ≧Ζ【ヴ法黄

選挙∞よべ�ゅ訪イべユベッΜめ＼自身よ半生オ振ア返ィ

ハ【Μづァ始�ィ〜


／1938年＼ズΔピΜベΜよレダヤパズゼΕパめゼプΓズ

遺民よ子もぱむ生�イべ彼ら＼20歳よ時＼神よ道オ歩�

事オ決維ぱ＼ゼダヒパ廻ゅ入廻びィ〜�てむぷよ指導力て

認�ァイ＼35歳よ若はめズΔピΜベΜ緩区長ゅ任命はイ

ィ〜ぷカや折＼軍よ綾力て強�ア＼1976年ゅ軍事独裁政

権て樹立はイィ〜ぷカや中め�ワΔヌΓヂら＼民衆ゅ希ア

添ぞ続にィ〜


／ゼプΓズ遺民よ子もぱむズΔピΜベΜゅ生�イべ彼て＼

軍部ゅ™ィ恐怖政治価め苦悩ぱやてァ�＼必死ゅ光オ追ぞ

求�ィ姿オ描ぞむぞィ〜


／若で日よ法黄オ猿ひィよら＼＃�【プ【ネゼデΔ…ヘゼ

ズΓ【ヒ＆やゃよΖ�Γヌ…ミ…Β…ビΔム〜2016年£ゼ

プΓズ瑛雅祭％め＃ルΒΜベタパニも呼カめ―�カやよ法

黄＆よプゼ�Δめ上瑛はイべ本作〜


／Ζ【ヴ法黄ルΒΜハパニよ人柄て握つぱどやィ作品め

び〜／／／／／／／／／／／／／／／  ／／／／／／K.T.

〜 更年期障害とは〜 

／更年棄もら＼女性よ生街よだほ＼成熟棄づァ老年棄ゅ遺

ィ允時棄よねもめ＼卵巣機能て低価ぱらひ�＼女性ヱΔ�

Μ≧ダパ�ΖナΜ∞よ分泌て減ぽむで�び〜


／更年棄ゅら個人差てぜア�びて＼通常ら50歳前後め閉

経オ迎ぢィねもづァ＼45歳なァぞづァ55歳なァぞ�めよ

約10年関て更年棄ゅぜべィも考ぢァイむぞ�び〜


／ぷぱむ＼更年棄ゅやィもヱΔ�ΜユΒΜパて乱イ＼は�

ば�や不定愁訴≧不調∞て現イ�びどやア�び〜ねイてぞ

ェ©ィ更年棄障概めび〜


／女性ヱΔ�Μもぞだも＼排卵オ促ぱべア＼乳房�子宮オ

発達はふべアびィもぞだゼ�【バてぜア�びて＼実ら女性

特有よ作用ぺにやど＼自律神経よユΒΜパオ以定はふィ作

用＼骨オ丈夫ゅぱ＼ニΕパマΖ【Δオ価ぬィ作用やゃ＼女

性よ心も体よ健康ゅ不寡欠やらべァで�ぱむぞ�び〜


／ぷよべ�＼女性ヱΔ�Μて減少びィも月経て止�ィぺに

めやど＼自律神経ゅ�違常て生ひ＼心�体よは�ば�やも

ねゥゅ不定愁訴て出むでむぱ�だよめび〜


〜 更年期障害の症状〜 

〜 更年期症状（女性）に用いられる漢方薬〜 

／更年棄らねイづァ先よ人生オ戒適ゅ我のびべ�ゅ＼誰�

て乗ア�ぢィ允まよパマホロめび〜無理オふぴ＼まァぞも

でら体オ十分ゅ休�やてァ向で合ぽむぞどねもて大切め

び〜


／相談めでィ相手オ持ま＼趣味オ持ま＼定棄的ゅ嬰動オび

ィもぞぽべねもて＼更年棄よ我のぱ方もぱむら大切ゅやア

�び〜


   漢方のおはなし
ー　その参　ー

血管運動神経症状 ホットフラッシュ　動悸　頻脈　発汗　手足の冷え

精神神経症状 いらいら　不安　落込み　抑うつ　不眠　意欲低下

運動器関係の症状 肩こり　腰痛

消化器系の症状 食欲不振　吐き気　嘔吐

生殖器系の症状 不正出血　月経量異常　

泌尿器系の症状 頻尿　排尿時痛

全身症状 喉のつかえ感　頭痛　肥満　やせ　むくみ　

加味 逍遥 散
か み しょうようさん 体力中等度以下　のぼせ感　肩こり　疲れやすい　精神不安　

いらだち　不眠

当帰 芍薬 散
と う き しゃくやくさん

体力虚弱　冷え症　貧血　疲れやすい　むくみ

温経湯
うんけいとう

体力中等度以下　手足のほてり　唇のかわき　不眠

五 積 散
ご しゃくさん

体力中等度以下または虚弱　冷え症　頭痛

桂枝 茯苓 丸
け い し ぶくりょうがん

比較的体力あり　肩こり　頭痛　めまい　のぼせ　足冷え

温清飲
うんせいいん

体力中等度　皮膚かさかさ・色つや悪し　のぼせ
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／ぜほねほゅ緑よ駕吹でオ目ゅぱ�び〜我のぱ�びぞ季節ゅやぽむ�ぞア�ぱべ〜


／新入生＼新入社�よ蟹は�ゅもぽむら＼新ぱぞ仲関もよ出発よ時棄めび〜不以�緊張め允

杯づも思ぞ�び〜ぷカや時ら＼今�め允緒ゅ我のぱべ友達�仲関もよ掛ぱづぽべ日」オ思ぞ

出ぱべア＼連絡オ取ア合ぽべアぱむ�むどぺはぞ〜でぽも助にゅやィらぴめび〜


／�ぺ＼時ゅ肌勘ぞ日てぜア�び〜体調緩理よ難ぱぞ時棄めびて＼ゃだづ蟹は�の自握どぺ

はぞ〜


／�べ＼漢迎廻ハ【ヒΜ＼沿廻やゃめよ院�我と＼食ん我とゅら十分の注維どぺはぞ〜


／�60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〜


春がキターっ！ 
ー　管理栄養士　青木琴美　ー 

／�だびな暖づぞ季節て�ぽむで�びょ〜(^_^)


／春ヅ�ワボら水分オ巌カめわぽどァも柔ァづど食ん�び

ぞ食材めび〜今怪ら春ヅ�ワボ使ぽべΕハリオ紹壊ぱべぞ

も思ぞ�び〜


Recipe no.40


＊春ヅ�ワボよツ【Γホデョパプ＠


＊作ア方＠


×価準備×


1. 春ヅ�ワボら3㎘なァぞゅ切ィ〜


2. ョパプオ表示™ア1分程少や�ゅ茹めィ〜


3. ロベ�ヴ�ら半分×1/4ゅッホ�びィ〜


4. ゅカゅどら細づどでば�〜


5. 鷹よ爪ら輪切アゅ切ィ〜


×はぜ＼作ア�ぱ�だ×


1. 仮�べルΒゼョΜゅヂΓ【レヂゼΔオ入イ＼ゅカゅど

オ家ぢ香アて立ま�め炒�ィ〜


2. 鷹よ爪＼ワ【ニΜオ入イ箇オ通ぱ＼春ヅ�ワボもロベ

�ヴ�オ家ぢ味オやひ�ふィ〜


3. 2を茹めべョパプオ家ぢ絡�ィ〜央…ねぱ�だめ味オ

調ぢべァ寛成〜


ここで Question！／


キャベジンって？


／つ薬よ名前め有名やヅ�ワバΜめびて＼実らラプヵΜU

よ別名めび〜


／ラプヵΜUゅら＼亥酸よ我剰分

泌オ抑ぢべア＼亥よ粘膜オ保護…

修復びィ作用てぜア�び〜


／漢迎廻ハ【ヒΜ＼食んべア院カ

ぺアびィ機廻て増ぢィ方ゅら＼ぶ

れ春ヅ�ワボオ“


／


 材料（1人分）　450kcal／1人分　 
塩分2.0g

調理時間 約20分
春キャベツ 2枚
パスタ 100g
プチトマト 2～3個
ベーコン 40g

アンチョビ（お好みで） 適量

調 味 料
にんにく 小1/2片
鷹の爪 適量

オリーブオイル 大さじ2
塩・こしょう 適量


