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高木病院だより  　TAKAGI HOSPITAL NEWS

  TAKAGI
HOSPITAL

天高く馬肥ゆる秋…でも食べ過ぎには注意しましょうね (^_^) 

http://takagihp.jp/　

ー　ご挨拶　ー　

／£令和％て始�ア四づ月て我と�ぱべ〜八月ゅら＼蛾」

イ ぞ ェ

日本人ゅもぽむ重要や日て三まぜア�び〜ぷイら＼六日よ

£広島原爆よ日％＼九日よ£長崎原爆よ日£＼ぷぱむ十五

日よ£終戦よ日％〜


／ぞぴイ�1939年ゅ始�ぽべ第二次世芥大戦ゅ韓連ぱべ

日めび〜ねよ戦争め民関人5000万人＼軍人2500万人よ命

て奪ェイ�ぱべ≧当時よ世芥よ人口よ2.5�∞〜


／20年程前£Βゼル…ゼヒ…ラ�【マセルΔ％もぞだ瑛

雅てぜア�ぱべ〜主人公よ�ヘ�系ゼプΓズ人トゼ�て強

制収容所もぞだ最圧よ状況価＼蛾て子バ�ヒダよべ�ゅ全

むオナ【��遊ろゅ変ぢむ＼恐イ�苦ぱ�オ憾ひはふやぞ

™だゅ芝居オぱ続に�ぱべ〜


£父て命オづにむ私ゅどイべ贈ア物％


／バ�ヒダよムΕ【ハ�Μめねよ瑛雅ら幕オ閉ひ�び〜


／トゼ�ら息子バ�ヒダゅ£人生ら美ぱぞ％もぞだ維味オ

教ぢ＼£美ぱぞ人生％もぞだ贈ア物オどイ�ぱべ〜


／


／£戦争％もぞだ悲ぱぞ出来事て二度も繰ア返はイやぞ™

だ＼ぷぱむ＼八月よ三まよ日オ忘イやぞ™だ÷〜


／


🌸  看護の日 🌸  


／£管護よ心オ�カやよ心ゅ％ 


／5月12日らルΖ【ΕΜパ…ムゼベΜナ【Δよ誕生日め

び〜 


／1965年づァ＼国際管護師協廻

ら＼ねよ日オ£国際管護師よ

日％ゅ定�むぞ�び〜


／蛾て国日本め�ねよ日オ£管

護よ日％もぱ＼£管護よ心オ�

カやよ心ゅ％もぞだ気持ほオ子

ゃ�づァ大人�めぺイ�て持ぽ

む�ぱぞもぞだ思ぞて込�ァイ

むぞ�び〜 


／当宇めら＼入宇慣者は�ゅら

口腔ドズレΒハ�歯レΒハオ＼崖来受診はイべ方ゅらヴパ

デオつ配アはふむぞべぺで�ぱべ〜


／今後�管護…壊護職�てベ【

�允岸ゅやア＼ぷイへイよ慣者

は�ゅもぽむよムゼベΜナ【Δ

オ目指ぱむ精進ぱむぞでべぞも

思ぞ�び〜

− 映画「ライフ・イズ・ビューティフル」より −

http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
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♠ 敬老の日 ♠


／初秋よ季節もらぞぢ暑ぞ日て続ぞむつア�びて＼今年�

敬老よ日よつ掛ぱ�廻て行ェイ�ぱべ〜入宇慣者は�よの

架族は�＼四日市農芸高校生滑福祉ニ【パよ生徒はカ＼ぷ

ぱむ今年ら体験額習中よ大木中額校よ生徒はカゅ�の参家

頂で＼掛ぱぞ廻もやア�ぱべ〜


／らひ�ゅ＼中村は�ゅ™ア毎年恒例よヂッΓム猿奏もヴ

バホデハ�【オ披露ぱむぞべぺで�ぱべ〜綺麗やヂッΓム

よ伽色ゅ蟹はカΓΒホデパぱむ猿奏オ掛ぱ�イむぞィ様子

めぱべ〜�べ＼寛成度よ高ぞヴバホデゅぜほァねほァづァ

漢声てぜてア�ぱべ〜


／大木中額よ生徒はカら＼£�カやよ禾％めつ馴染�よ£ョ

ロΓッ≧米津玄師∞％オΓニ【ヘ【も鍵盤ュ【�メッよ猿

奏め披露ぱ＼息よ合ぽべ猿奏ゅ暖づぞ手拍子�ズΜニ【Δ

よ声て起ねア�ぱべ〜次ゅ＼ねほァ�恒例よ四日市農芸高

校よ生徒はカゅ™ィュΜ�ワΔ猿奏て行ェイ�ぱべ〜

£月％£だはと％£赤もカ�％も慣者はカゅ�馴染�よぜ

ィ選曲ゅ＼ぜほァねほづァ口ぴは�声て聞ねぢむで�ぱ

べ〜


／�べ＼入宇慣者はカを手作アよ鶴よ飾ア�ロΕピΜ�ぱ

む頂で�ぱべ〜最後ゅＮ劾病棟よ慣者はカて飛ろ入アめ

£もカ�％£ゃカなアねゥねゥ％オ禾ぽむ価はぞ�ぱべ〜


／禾ぞ終ェぽべ憾想オ聞づイ＼£だイぱぞ％も満面よ笑�

め答ぢァイべ姿ゅ＼

聞ぞむぞべ私達�も

む�暖づぞ気持ほゅ

やア�ぱべ〜


／�べ来年�蟹はカ

も掛ぱぞ廻て凱催め

でィ™だ＼今後�取

ア組カめぞでべぞも

思ぞ�び〜

　♣ ロールプレイ研修 ♣


− 医療ソーシャルワーカー　礒村久美 −　


／蟹は�らΖ【ΔロΕゼΜト≧Ζ【ΔロΕゼ∞もぞだ額習

体系オの存知めぱ�だづ〜永業�接客業もぞぽべつ仕事オ

はイむぞィ方めぜイり＼可度づ経験はイべねも�ぜィも思

ぞ�びて＼つ客様も直接接びィ職種ゅ韓ェィ者て＼登場人

物ゅやアでぽむ＼つ客様をよ接ぱ方て関磯ぽむぞやぞづ＼

自身よ接ぱ方よ傾向らつ客様ゅゃよ™だや洩響オ与ぢィよ

づもぞぽべねもオ疑似体験びィ体験型額習方法めび〜


／職場め経験びィ場面

オ想定ぱ＼ぷねめ発生

びィ問題�霞題ゅ対殴

びィ方法オ考ぢ＼技術

オ習得びィねもオ目的

もぱむぞ�び〜


／近年＼壱療よ現場め

ら＼慣者は�自身て治

療目的ゅ向づぽむ最大

限よ力て発旗めでィ™だ＼の架族は��交ぢむ蛾」専門職

て力オ合ェふむぞどねもオ目的もぱべベ【�壱療よ重要性

て注目はイむぞ�び〜


／ベ【�壱療ゅつぞむ蛾」専門職ら＼自身よ専門分野よ知

識オ高�＼自身威崖よ専門職ゅまぞむ�深ど知ィねもて求

�ァイむつア＼はァゅ慣者様�の架族は�＼専門職同士も

よニヵ�メド【ハ�ΜパヅΔオ高�ィねもて必要もやア�

び〜


／慣者は�て抱ぢィ疾慣ゅ対ぱ＼懸命ゅ治療�処置＼身体

壊護オ行ぽむでべ壱療従事者〜ニヵ�メド【ハ�Μ™ア�

優先ぱむ慣者は�よ命も向で合ェやにイりやァやぞ場面て

多ぞねも�事実めび〜中ゅら人もよニヵ�メド【ハ�Μて

不得手やパプホル�ぞ�び〜職務オ全だぱ™だも懸命め＼

声オ�にァイべねもゅ上手ど対殴めでやぞねも�ぜア�

び〜


／ぷねゅ専門性オ持ぽべニヵ�メド【ハ�Μ技術てぜィね

もめ＼慣者は��の架族は�て心何�づゅやィ場面�ぜ

ア＼目指び目標オ明角ゅびィねもゅ繋てィ大切や技術め�

ぜア�び〜


／8月21日＼ΓュラΓマ【ハ�Μ室め＼管護師＼壊護士＼

薬剤師＼緩理穎養士＼理額療法士もぞぽべ多職種ゅ参家ぱ

む�ァぞ＼Ζ【ΔロΕゼ研修オ行ぞ�ぱべ〜心理額理論ゅ

嬉みぞべニヵ�メド【ハ�Μ技法≧対人技法∞オ習得びィ

ねもオ目的もぱむ＼ぞどまづよトΔ【ロゅ分づイ＼架族役

も管護師役ゅやアでぽむΖ【ΔロΕゼオ体験ぱ�ぱべ〜


／経験年数よ浅ぞ者＼長年従事ぱむぞィ者＼ゃほァゅ�有

維義や体験型額習め＼上手どめでやづぽべ部分ゅ気付どね

も�＼�ぽも工夫てめでべよめらやぞづも気付どねもて大

切め＼角立はイべ技法オ習得びィねも�繰ア返ぱ体験びィ

ねもめ自然ゅ身ゅま

にむぞにィ™だゅや

ィねもオ目的もぱむ

ぞ�び〜


／Ζ【ΔロΕゼ研修

オ始�む体験ぱ＼猿

ひィねもゅ戸惑ぞオ

憾ひべパプホル�ぞ

�ぱべて＼進行びィ

ゅまイむ架族よ気持ほゅやアでぽむ不以�思ぞオ允生懸命

伝ぢ™だもぱべア＼管護師役もぱむぱぽづア傾聴ぱ＼優ぱ

ぞ言葉オづにべアも＼積極的ゅ取ア組カめぞ�ぱべ〜


／研修て終ェぽべ後�様」や憾想�維見て飛ろ交ぞ＼滑気

ぜィ時関ゅやア�ぱべ〜
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☆おすすめCINEMA☆　　　　　　　　　　　　　

『パッチ・アダムス トゥルー・ストーリー』　　　　　　   

                         Patch Adams    1998年 アメリカ映画


／本作ら＼実際よ壱師£ョホベ…ズヘ�パ％よ半生オ描ぞ

むぞィ〜1969年＼

自殺未遂よ珂む＼精

神病宇ゅ入宇ぱべュ

Μプ【…ズヘ�パ

≧ΖラΜ…ゾセΓズ

�ヒ∞ら＼バ�【デ

め慣者べほオ笑ェ

ふ＼心オ癒び能力ゅ

目較�ィ〜


／ぷカや彼ゅ富豪め天才病よ慣者ズ【ネ【ら£ョホベ≧傷

オやつび∞％もぞだメホデャ【�オまにィ〜


／ぷよ後＼ョホベら精神河壱オ目指ぱ＼ユ【バメズ大額壱

額部ゅ入額〜同級生�Δ【ヴΜも白育オ着む病宇ゅ潜入

ぱ＼慣者べほよ心オ掴カめぞど〜


／ョホベよ笑ぞよ療法て次第ゅ功オ奏め＼ワマΒΜ管護婦

べほ�仮づや目め見守ぽむどイィ™だゅやィ〜


／壱額芥よ伝統オ破ィョホベよ�ア方ら次第ゅ反発オ招ど

™だゅやィて＼彼ら自分て信ひィ情熱オ胸ゅ前ゅ進カめぞ

ど〜


／慣者よべ�よ壱療もら可づオ問だヨ�【ヴΜ�Βヴ〜


／名優ΖラΜ…ゾセΓズ�ヒ≧故人∞て得維よ�【�ズぜ

わイィ猿技め好猿〜特ゅ後半よ彼よ猿説て涙オ誘だ〜／／／／／／／／／／／／／／  ／／／／／／／


／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／K.T

〜 疲　労 〜 
ひ 　 ろう

／今暇�連日35↓オ超ぢィ猛暑日て続で＼毎日よ™だゅ

熱中症慣者て救急搬送はイ�ぱべ〜普段＼健康め病気�や

ぞ方め�暑はゅ™ィ疲労ら否殴やど�ぽむで�び〜


／調査ゅ™ィも＼疲労憾オ自較ぱむぞィ人よ恰合ら＼約

60�め＼疲労オ憾ひむぞィ人よだほ

37��よ人てＱΞ月威上�疲イオ憾

ひむぞィ£慢性疲労％めぜィねもて分

づア�ぱべ〜


／ぷイ�ゃ允般的めぜィ£疲労％めび

て＼ぷよ�ッメヒ�ゅまぞむら™ど分

づぽむぞやぞ点て多ぞ™だめび〜


／疲労もら＼允般的ゅら心身て消耗ぱ怪復よべ�よ休息オ

必要もぱむぞィ状態もはイむぞ�び〜ぱづぱ＼現代人よ疲

労よ原©らパ�Εパゅ™ィ脳よ疲イて主も考ぢァイ＼身体

症状らぷよ結珂も考ぢァイ�び〜


／ぷぱむ疲労て溜�ィも＼単ゅ£疲イべ％もぞだ状態ゅも

ゃ�ァぴ＼仕事�勉強やゃよ効率オ低価はふべア＼ヵパて

生ひ�びどやぽべアぱ�び〜


／疲労オ憾ひィ部分ら体よ部分＼ぞェ©ィ筋肉�骨＼内臓

めらやど脳め＼疲イて出むどィも＼脳ら自ァよ滑動水準オ

価ぬむ＼眠気�ぺィは＼集中力よ低価＼身体撹部よ磯和憾

≧頭痛�肩ねアやゃ∞もぞぽべ＼ぞェ©ィ£疲労憾％オ猿

出びィねもゅ™ア＼休息オ督促ぱ＼体オ守ぽむぞィもぞだ

よて最近よ考ぢ方めび〜


〜 疲労の治療 - 漢方医学の視点 〜 

／潅方めら＼体内ゅら生命滑動オニΜ�Ζ【Δびィ£気…

血…水≧で…にま…びぞ∞％てぜア＼疲労らねイァよ不調

和て原©めぜィも考ぢァイむぞ�び〜


／£気％よズΜユΒΜパオ整ぢべア＼気オ強�べアびィね

もて大切もやぽむで�び〜家ぢむ＼体ゅ穎養オ嬰ゐ£血％

オ補だ必要てぜア�び〜ねだぱべ治療オ行やだねもめ＼亥

腸�丈夫ゅやぽむ食欲てェで＼穎養分よ吸収�速�づゅ〜

元気や体オ取ア戻びねもてめで�び〜


〜 疲労に使われることの多い漢方薬 〜 

／疲労オ魁善びィ目的よ潅方薬もぱむ代表的や�よら＼

£補中榎気湯％め＼ぺィぞ＼気力て出やぞ＼食欲てやぞも
�ほ�だ ぢ で でもだ

ぞぽべ状態ゅ使用はイ�び〜暇りむ�病後よ怪復棄ゅ�™

ど用ぞァイィ方剤めび〜


／はァゅ今暇よ様や£猛暑％ゅ™ィ熱中症�熱疲労よ場合

ゅら＼£清暑榎気湯％�用ぞァイ�び〜

ふぞぱ� ぢ ぽ でもだ

／£気虚％ゅ家ぢむ＼皮膚てづはまぞべア体重て減少ぱべ

アもぞだ£血虚％よ症状�伴だもでら＼£十全大補湯％�
ひ�だぶカぺぞ � も だ

£人参養穎湯％て用ぞァイ�び〜

ゅカひカ™だぢぞもだ

   漢方のおはなし
ー　その四　ー

身体の症状

足やからだ全体がだるい・重い　頭痛　 

ぼんやりする　目が疲れてショボショボする　 

動作が遅くなる　あくびが頻繁に出る　眠気　 

腰痛　肩こり　めまい

精神的な症状
集中力がなくなる　考えがまとまらない　 

イライラする　根気がなくなる　ミスが多くなる

補中益気湯
ほちゅうえ っ き とう 体力虚弱　胃腸の働きが衰えている　 

疲れやすい方の虚弱体質　疲労倦倦怠　など

十全 大補湯
じゅうぜんだいほ と う

体力虚弱　病後・術後の体力低下　疲労倦怠など

人参養栄湯
にんじんようえいとう

体力虚弱　病後・術後の体力低下　疲労倦怠　貧血など

清暑益気湯
せいしょえ き き とう 体力低下　暑気あたり　暑さによる食欲不振　下痢　 

全身倦怠　夏やせ
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／今年ら台風�大臼ゅ™ィ災概てぜほねほめ発生ぱむぞ�び〜蟹は�＼災概時よ対策

ら十分めぱ�だづ〜今允度見直ぱむ��ぱ�だ〜


／�61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〜


厨房の元お相撲さん 
ー　管理栄養士　中原つかさ　ー 

／当宇よ厨房ゅら元力士よ£坂口はカ≧力士時代よぱね名

�坂口ぺぽべぷだめび∞％もぞだ方てぞ�び〜去ィ7月よ

名古乙場所よ際＼坂口はカて在籍ぱむぞべ峰崎部乙よ朝稽
�ょばで

古オ見額はふむぞべぺで�ぱべ〜ぷぱむ＼ほ�カね鍋オの

馳走ゅやア�ぱべ〜


／びのど美味ぱど＼ぷイゅ家ぢもゅづど＼可�づ�て特大

め＼の飯�ゃカゐア＼ほ�カね�ゃカゐア＼他よ料理�超

よ付ど大皿りづアめぱべ〜


／ぷよ時同席はイべ行司はカづァ£坂口はカよ作ィ央ほ�

カねら最高めび™“％もつ聞でぱ＼今怪＼坂口はカゅつ伎

ぞぱむ£央ほ�カね鍋％よΕハリオ直伝ぱむ�ァぞ�ぱ

べ〜


／野菜�べどはカもイィ＼ヮΔハ【やぜぽはア味よつ鍋め

び〜ねイづァ秋ゅづにむ＼つ鍋て美味ぱぞ季節ゅやア�

び〜蟹は��参考ゅぱむ�むどぺはぞ〜


Recipe no.41


＊元力士直伝／央ほ�カね鍋＠


＊作ア方＠


×価準備×


1. 大根＼人参オ5㎗×1㎘ぞほ�だ切アめッホ�ぱ＼価©

めオびィ〜


2. 鶏��肉≧允口大∞＼ヅ�ワボ≧3㎘四方∞＼長ょと

≧ュパ切ア∞＼メΒ≧5㎘幅∞＼ぢよで…油揚ぬ…ぱ

�ひ…豆腐≧食ん�びぞ大では∞ゅ切ィ〜


×パ【ロオ作ィ×


／ンゼΜ�ら少ぱ濃ど味付にびィねもめび〜


／パ【ロよ材料オ鍋ゅ入イむ煮立む＼味て薄にイり最終＼

央め整ぢィ〜


×はぜ＼作ア�ぱ�だ×


1. 鶏��肉オの�油め軽どでまょ色てまど程度ゅ炒�

ィ〜


2. 用維ぱむつぞべパ【ロよ中ゅ鶏��肉オ入イむ煮ィ〜


3. 価準備ぱべ大根＼人参オ入イィ〜


4. ッホ�ぱべ野菜＼油揚ぬ＼豆腐オ入イむ煮込�≧調味

料めパ【ロよ味オ微調整びィ∞〜


／ねイめ寛成“


／


 材料（4人分）　459kcal／1人分　 
塩分3.2g／1人分
調理時間 約40分

鶏もも肉 800g
キャベツ 1/2玉
長ねぎ 1束
大根 1/2本
人参 1本
えのき 1パック
しめじ 1パック
にら 1束
油揚げ 3枚
豆腐 1丁

スープ（以下）
鶏ガラスープの素 大さじ2

塩 10g
しょう油 15ml
料理酒 100ml
みりん 60ml
ごま油 小さじ2
にんにく 3～4片（おろし）
しょうが 小1片（おろし）
水 1.5L


