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令令和和 44 年年ののおお正正月月にに  
  
  

 

 

 

 

汐咲会グループ 医療法人社団汐咲会 理事長 

井野病院 院長 井野 隆弘 
 
新年あけましておめでとうございます。 
 

この２年間はコロナ・コロナで大変な年

でした。2021 年 10 月には下火になってい

たコロナもオミクロン株の出現で、再び感

染拡大が懸念されています。汐咲会グルー

プではコロナが発生した頃から感染予防を

徹底し、全施設で感染者を出していません。

そして、昨年は大阪の大病院の感染管理の

専門医の指導を受けながら、地域の皆さん

のワクチン接種を積極的に行いました。 

姫路市では現在 80％の人がワクチンの２

回目の接種を終えていると聞いています。

今はデルタ株とオミクロン株の両方が混在

していますが、早晩オミクロン株に置き換

わると言われています。井野病院をはじめ

汐咲会グループは今までも、これからも最

善を尽くしてコロナと戦ってゆきます。そ

して地域の皆さんの健康を守る覚悟です。 

コロナ予防方法で迷ったらやっていただ

く便利なコツをお話します。 

①自分がコロナにかかったどうするか？と

考える、そして、②家族をどう守るか？友

人をどう守るか？仲間をどう守るか？と考

えることです。そうすればやらなければな

らない予防が見えてきます。  
 
 

今年５月に姫路駅東側に兵庫県で一番大

きな「県立はりま姫路総合医療センター」

がオープンします。高度急性期医療を担っ

てくれます。私たちも皆さん同様に大きな

期待を持っています。当院で対応できない

病気はセンターに紹介して治療してもらえ

ますし、その後の治療は継続して当院で行

います。大きな安心です。 

このように他の医療・福祉施設と連携を

とると共に、汐咲会グループ内（井野病院、  

介護老人保健施設しおさきヴィラ、サービ

ス付き高齢者向け住宅しおさきケアコート、

しおさき訪問看護ステーション、しおさき

鍼灸施術所、居宅介護支援事業所・訪問介

護事業所しおさきサーブ）でも連携を取り

ながら、安心と信頼の医療・福祉を提供し

ていく所存です。 

私たち医療・福祉関係者の幸せは、皆さ

んが、何よりも元気で働けて元気で暮らせ

るように社会の役に立つことです。更に更

に精進しながら医療・福祉を充実させてい

きたいと思っています。引き続き、信頼さ

れる汐咲会グループであり続けます。なん

でもご相談ください。 
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井井野野病病院院でで  ママイイナナンンババーーカカーードドがが  

健健康康保保険険証証ととししてて利利用用ででききまますす  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

井野病院では、2022 年 1 月 31 日（月）より、

今までの健康保険証の他にマイナンバーカード

も健康保険証として利用可能になる予定です。 

 

ママイイナナンンババーーカカーードド保保険険証証利利用用ののメメリリッットト  

■■健康保険証としてずっと使えます。 

就職・転職・引っ越しをしても、保険証の受

け取りを待たずマイナンバーカードで病院

を受診できます。 

■■限度額認定証などがなくても、医療機関や

薬局で高額療養費制度における限度額以

上の医療費の支払いが免除されます。 

（ただし、国民健康保険の方は、所得を申

告している事と、70 歳未満の方は国保税

を完納している事が条件です。） 
  

ママイイナナンンババーーカカーードドをを健健康康保保険険証証  
ととししてて利利用用すするるににはは？？  

マイナンバーカードを健康保険証として利用

するには、事前に利用登録（初回登録）が必要

です。 

利利用用登登録録にに必必要要ななもものの  

■■マイナンバーカード 

■■マイナンバーカード交付時に設定した利用者

証明用電子証明書のパスワード（数字 4桁） 

■■自分のスマートフォン（マイナンバーカード

読み取り対応機種）、またはパソコンと IC カ

ードリーダ 

登登録録ででききるる場場所所  

■■自分のスマートフォン（マイナンバーカード

読み取り対応機種）またはパソコンと ICカー

ドリーダ 

■■市町村役場に設置の利用登録（初回登録）

ブース 

■■セブンイレブン（コンビニエンスストア）店舗

内の ATM 

■■マイナンバーカードの健康保険証利用に対

応している医療機関（井野病院も対応して

います） 

※マイナンバーカードを健康保険証として利

用できる医療機関・薬局は、下のステッカ

ーやポスターが目印です 

 

登登録録方方法法  

①スマートフォン（マイナンバーカード読み取り

対応機種）またはパソコンから「マイナポータ

ル」（子育てや介護等の行政手続き検索・オ

ンライン申請を行ったり、行政からのお知ら

せを受け取る事ができる自分専用のサイト）

にアクセスする。 

②「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込

む」をクリックする。 

③利用規約等を確認して、同意する。 

④マイナンバーカードを挿入し、利用者証明

用電子証明書のパスワード（数字 4 桁）を入

力する。 

使使いい方方  

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応

する医療機関や薬局受付に設置してあるカー

ドリーダに、マイナンバーカードをかざしてくだ

さい。顔認証またはマイナンバーカードのパス

ワード（数字 4 桁）の入力によって本人認証を

行います。 

 

 

 

 

詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178 へお問い合わせください。 

1/31（月）、開始予定 
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神神経経内内科科（（ししびびれれ・・痛痛みみ外外来来  
ももののわわすすれれ外外来来））  ののごご案案内内    
神神経経内内科科っっててどどんんなな科科？？  

体を動かしたり、感じたりする事や、考えたり

覚えたりする事がうまくできなくなった時は、ま

ず全身を診察できる神経内科で、どこの病気

であるかを見極める事が大切です。その上で、

神経内科領域でない場合、例えば骨や関節

の病気がしびれや麻痺の原因なら整形外科に、

脳の手術が必要な時は脳神経外科になど、病

状に応じた診療科を紹介します。 

また、神経内科を受診される方の中には、

神経の意味を『精神的な病気』ととらえている

方がおられます。神経内科、心療内科、精神

科・精神神経科は混同が多いため、以下を参

考に、それに合った診療科を受診しましょう。 
  

神経内科 

神経系（大脳・小脳・脊髄・末梢神経・筋肉）
に炎症、変性、腫瘍、血管障害、代謝・ホル
モン等の異常により生ずる病気を内科的に
扱います。 

心療内科 

悩みやストレス・ショックなどが元で身体に異
常をきたしたような病気を扱います。 

精神科・精神神経科 

主に心の病気を扱います。精神的な問題が
不安などの形で心の面に強く現れれば精神
科の病気となります。大脳・神経系の検査（Ｃ
Ｔ・ＭＲＩ・脳血管撮影・脳波・血液等）や神経
学的診察上、明らかな異常を認められない
ものです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ここののよよううなな症症状状ががああるる方方はは  
受受診診ををおおすすすすめめししまますす  

 
◆手足がしびれる・ふるえる・ 

力が入らない 

◆ころびやすい・歩きにくい 

◆ふらつく・めまい・動作が 

にぶい 

◆言葉がもつれる・しゃべりにくい 

◆意識がおかしい・けいれん・顔面けいれん 

◆頭痛・勝手に手足や体が動いてしまう等 

 

しびれ・痛み外来 
月曜・土曜  午前 9～12時 

 

◆日付や曜日がわからない 

◆人の名前が出てこない 

◆ものの名前が思い出せない 

◆時間や場所の感覚が曖昧になった 

◆同じ事を何度も聞く 

◆食事を食べた事を忘れる 

◆財布など大事なものを失くす  

◆しまい忘れ、置き忘れがある  

◆計算ができなくなった 

◆道に迷って帰ってこられなくなった 

◆財布などを盗られたのではないかという 

◆イライラして怒りっぽくなった  

◆認知症かどうか気になる等  

 

ものわすれ外来  
月曜・土曜  午後 1～3時  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

もの忘れが気になる方に 
おすすめの検査   

65 歳以上の認知症患者数が、

2025 年には約 700 万人（約 5 人

に 1 人）に増加すると予測されて

います。最近「もの忘れ」が気にな

っている方は、この検査を受けて

予防につなげましょう。 

 

MCI スクリーニング検査 アルツハイマー病の前段

階である MCI（軽度認知障害）のリスクを測る血液検

査です。最近の研究では MCI の段階で適切な予防

や治療を行えば、認知症の発症を防ぐ事や遅らせる

事ができるとわかっています。 
  
ＡＰＯＥ遺伝子検査 各人が持っているＡＰＯＥ遺伝

子型を調べる血液検査です。アルツハイマー病発

症リスクを知り、予防につなげる事ができます。 

詳詳ししくくはは、、井井野野病病院院  TTEELL  ００７７９９--２２５５４４--５５５５５５３３  受受付付へへおお問問いい合合わわせせくくだだささいい  
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検検査査デデーータタのの読読みみ方方  
  
より良い生活を送るた

めには自己管理が大切

である事は言うまでもあ

りません。そのために検

査データの意味や正常

値を知っておく事は大

変重要です。少しご紹介します。 
 
ヘモグロビン（Hb） 正常値：12～16mg/dl 

赤血球に含まれる成分で、貧血の程度を示し

ます。 ただし、男性と女性で正常値が少しだ

け違うので注意してください。（女性の方が 1～

2mg/dl程低い） 

白血球数（WBC） 正常値 3100～8400/μL 

白血球は、体内に侵入した異物（細菌やウイ

ルス）を攻撃し破壊する血球成分です。正常

値より高い場合は感染症などが疑われます。 

カリウム（K） 正常値：3.5～5.5mEq/L 

カリウムは、体内に惣菜する電解質の 1つで細

胞、神経、筋肉が正常に動作するのに必要な

物質です。 カリウムは高すぎても低すぎても

体にはよくないので気を付けましょう。特に、高

すぎる状態では心臓が止まってしまうので注意

しましょう。カリウムは特に果物や生野菜に多

いので取り過ぎには注意です。 

リン（P） 正常値：2.8～4.5mg/dL 

リンは、生肉などに多く含まれている電解質で

す。血液中のリンが高くなると、カルシウムが低

くなり骨折が起こりやすくなるため適度な摂取

を心がけましょう。 

eGFR（推算糸球体濾過量） 正常値：GFR≧90 

e-GFR とは、腎機能を数値で表した検査値で

す。この値が低い場合は腎機能があまりよくな

いという事になりますが、腎機能自体は加齢に

よって低くなっていくので年齢の事も考えましょ

う。 

尿素窒素（BUN）・クレアチニン（Cr）  
正常値：BUN ８～20mg/dL  
Cr 0.65～1.09mg/dL(男性)0.46～0.82mg/dL(女性) 

尿素窒素（BUN）とクレアチニンは腎機能の指

標とされる電解質です。どちらの値も、腎機能

が低下してくると高くなってきます。高くなりす

ぎると透析になるので注意しましょう。 

(透析室/丸尾) 

 

 

 
       

年頭にあたって 
  

汐咲友愛会 会長 立岩康彦 

 友愛会のみなさん 新年あけましておめでと

うございます。 

昨年はコロナに明けて、コロナに暮れた一

年でした。コロナの影響で友愛会の活動も長

い間、休眠状態が続いています。昨年の秋以

降、新感染者は激減し、まもなくと思う矢先、オ

ミクロン株の出現で世情は一変、先の見えない

情況が続いています。今は唯耐えるしかありま

せん。必ず再開の日はやって来ます。その日

までコロナ対策を十分にし、風邪などひかぬよ

うご自愛下さい。 

「冬来たりなば春遠からじ」「朝の来ない夜は

ない」。再開の日を楽しみにしています。 
 
 

コロナ禍で 集ふこと無き 友愛会 
今年こそはの 願ひひとしほ   
播磨灘に 沈む冬日の 足早く  
家島の稜 昏く浮かせて  

（立岩康彦） 
 
 

2021年度 1～3 月 友愛会活動予定 

1 月中旬以降 第 3 回勉強会（音楽療法又は

運動療法、免疫アップの食事療法） 中止 

3 月中 第 4 回勉強会（体組成成分測定会、

体験発表、良好な血糖コントロールのための

食事療法、選挙） 

情況をみてお知らせします。 

  
会員募集中  

汐咲友愛会事務局へご連絡下さい。 

（TEL 079-254-5553井野病院/代表）  
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クリスマス会 

デイケア  12/24（金）、クリスマス会を行い、

利用者様・職員共に楽しみました。 

職員が仮装し喫茶でおもてなし。その後、ビ

ンゴ大会で盛り上がりました。皆さん真剣で「早

く当たらないかな。まだ、当たらん。」など言い

ながらとても楽しそうでした。そして全員がプレ

ゼントをゲットしました。その後は合唱。元気に

歌って下さり、クリスマス会は大盛況でした。 

今後も新しい企画を考え、楽しんでいただけ

るようにしていきたいと思います。（姫野） 

  

 

 

 

 

 

 

 

正月準備 

入所  師走を迎え、フロアでの会話も年末

年始の話題が多くなってきました。気持ちよく

新年を迎えようと、正月飾りを作りました。皆で

種から育てた葉牡丹が綺麗に咲き、稲も立派

に育ちました。飾りを作りながら楽しく会話をす

る女性利用者さんは昔話で盛り上がっているよ

うです。反対に男性利用者

さんは黙々と作業に集中さ

れています。来年も入所者

の皆さん、スタッフが楽しく

健康に過ごせたらと思いま

す。（大井） 

  
      

スタッフが、しおさきヴィラの日常の様子などつづった 
「しおさきヴィラのブログ」も是非ご覧下さい！ 

http://www.inohos.com/villa/blog/blog 
  

介介護護老老人人保保健健施施設設  ししおおささききヴヴィィララ  
TTEELL  ００７７９９‐‐２２５５４４--５５７７６６７７  

 

 

 

 

 
 

      

インフルエンザ予防接種 

１１/２７(土)、入居

中の皆様にインフル

エンザ予防接種を行

いました。 

毎年の事なので慣

れたように注射をし

やすい態勢で順番を

待っておられました。注射が苦手な方はドキド

キされていたようですが、予防接種を希望され

た方全員無事に終える事ができました。 

 

クリスマスツリー飾りつけ 

12/4(土)、入居者の

方にお願いして食堂

にクリスマスツリーの飾

りつけをしました。 

オーナメントやモー

ルをバランスよく綺麗

に飾ってくださいまし

た。（田中） 
         

ササーービビスス付付きき高高齢齢者者向向けけ住住宅宅ししおおささききケケアアココーートト  

TTEELL  ００７７９９--２２５５４４--００９９００００   
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保育園にサンタさんが来たよ 

12/16（木）、少し早いクリスマス会を行いま

した。子どもたちはドキドキ、ワクワク。サンタ

さんが到着するまでにゲームをしたり、クリス

マスの手遊びをして待っていると・・・サンタさ

んが大きな荷物を持って登場！ 

小さいクラスのお

友達はちょっとビック

リしたようですがプ

レゼントはしっかりも

らっていました。 

大きいクラスのお

友達はサンタさんからクイズが出されたり、

保育士が演奏するウクレレに合わせて歌った

りして楽しく遊んだ後、プレゼントをもらいま

した。みんな大きな声で「ありがとう！」とお

礼を言ってサンタさんとお別れをしました。 

 
 

クリスマスピアノコンサート 

12/21（火）、クリスマスピアノコンサートを開催

し、ピアニストの西田雪佳さんの素敵なピアノ

演奏を子どもたち、保護者の方に聞いていた

だきました。 

子どもたちが日ごろ保育園で歌っている

クリスマスソング、クラシック曲、最後はドラえ

もんの歌で盛り上がりました。子どもたちに

感想を聞いてみると「きれいな音だった。」

「指が早く動いてた。」ととても感動したよう

でした。 
 

子どもたちに人気の 

キャシー先生を紹介します 

どんぐり保育園にはネイテ

ィブアメリカ人のキャシー先

生が在籍し、子どもたちにゲ

ームやダンスを取り入れた楽

しい英会話レッスンを行って

います。 

子どもたちは「Good mourning！」「How 

are you？」「I am fine！」と会話したり、

色や果物の名前を英語で言ったり、日常的に

英語に触れています。 
 

キャシー先生に質問してみました。 

〇日本に来て何年目ですか？⇒９年目です。 

〇日本の食べ物で好きなもの、嫌いなもの

は？⇒好きな食べ物は、鍋料理（すき焼き、

豆乳鍋、しゃぶしゃぶ）丼ぶり（親子丼、丼、

豚丼）、嫌いな食べ物は、納豆です。 

〇行ってみたい都道府県はどこですか？⇒  

北海道です。 

〇どうやって日本語を勉強しましたか？⇒  

ひらがなと簡単な単語をおぼえてから同

僚と友達の話を聞きながら覚えました。 

〇どんぐり保育園の子どもたちに英語を教え

てどうですか？⇒子どもたちに英語を教

えるのがすごく楽しいです。子どもたちも

いつも笑顔で英語を一生懸命勉強してく

れるので私も嬉しいです。 

 
 

保育士募集 

保育士に戻ってみようと思

っていらっしゃる潜在保育士
の方！大歓迎！保育園見学
も行っておりおますので 
ぜひ興味のある方はお電話ください。 

    
 どんぐり保育園の保育士が、子ども達の日頃の様子を 
つづった「ブログどんぐりころころ」も是非ご覧下さい！ 
http://dongurihoikuen.cocolog-nifty.com    

認認可可保保育育所所型型認認定定ここどどもも園園どどんんぐぐりり保保育育園園  
TTEELL  ００７７９９－－２２５５４４－－３３８８８８６６   

http://dongurihoikuen.cocolog-nifty.com/
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-栄養補助食品をじょうずに使おう- 
少量で高カロリーのカップゼリーのご紹介  
かむカや飲み込む力が低下すると、食べ

られる量が減り、カロリーが不足しがちにな

ります。からだを動かすためには十分なカロ

リーが必要です。 

年をとってくれば、きちんと食べているつも

りでも栄養素が身につかず不足する事があ

ります。体重が減る、食が進まない、食べ残

してしまう、エネルギーが足りていないので

は感じるなど、からだの変化に気づいたら、

食生活を見直す事が大切です。 

そんな時に栄養補助食品をうまく生活に

取り入れていくのもひとつの方法です。 

栄養を手軽に補給できる栄養補助食

品・飲料はいろいろな種類の味があります

ので、お好みのものがきっと見つかります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

【特 徴】 

●いろいろな種類の味があります 

●1 カップ 66ｇ、150 kcal（おかゆ 1杯分） 

●ゼリーだから飲み込みやすい 

●いろいろな食べ方ができます 
 

 1箱 24個入り 販売価格 3,135円（税込）  

サンプルもご用意しています 
 

詳しくは、しおさきサーブにお問合せください。 
  

ししおおささききササーーブブ  
TTEELL ００７７９９－－２２４４７７－－７７６６６６６６  

  
1/17 は「防災とボランティアの日」  

災災害害時時にに認認知知症症のの方方とと安安全全にに避避難難すするるににはは  
  

自然災害は、い

つどこで発生する

かわかりません。も

し避難する事にな

った時、認知症の

方は環境が変わる

事で落ち着かなく

なる場合があります。けれども、対応や話し

方ひとつで驚くほど穏やかになる事がありま

す。認知症の方の不安を軽減する接し方

のコツをお伝えします。 
  
笑顔を心がける 怒ったりイライラしたりしてい

る表情は、認知症の方を不安にさせますので、

笑顔で接する事を心がけてください。認知症の

方は「相手に受け入れられている」と感じると、

安心して心が落ち着きます。  

話しかける時は、正面から顔を近づける 顔を

近くまで寄せて正面から、こちらが少し見上げ

るくらいの角度で接してください。上から見下ろ

したり、横や後ろから急に話しかけたりすると恐

怖感を与えます。  

触れる時は下から 認知症の方に触れる時は、

「下から」が基本。手を取る時も、下からそっと

優しく握ります。体を支える時なども下から腕を

取ります。上から押さえつけたり、後ろから急に

触れたりする事は認知症の方にとって大変な

ストレスです。 

否定的な言葉を言わない 「違うよ」「ダメだよ」

といった否定的な言葉は避けましょう。「そうだ

ったの」「それじゃあ○○しようか」など、肯定的

な言葉を返してあげると、穏やかさを取り戻す

事ができます。 

ゆっくり、穏やかな口調で話しかける ゆっくり、

短い文章でわかりやすく、穏やかに話をする事

を心がけてください。一度にたくさんの事を伝

えたり、声を荒らげたりすると、混乱や不安が

増します。 
 
認知症の方は外見ではわからない事も多い

ので、周囲の方から理解を得る事も大切です。

事情を伝えて、認知症の方への接し方を説明

しておくとよいかもしれません。認知症を理解し

てくださる方が多いほど、不安やストレスの要

因が減る事になるのです。   

ネスレ 
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井  野  病  院 
●病気対応と健康維持サポート (079)254–5553 

内科（消・呼・肝胆膵・糖・神経）・整形外科 
リウマチ科・眼科・耳鼻咽喉科・小児科・婦人科・放射線科 
リハビリテーション科・人工透析･人間ドック･健診･救急受入    
サービス付き高齢者向け住宅しおさきケアコート 

●安心で健康的なシニアライフをサポート (079)254-0900    
介護老人保健施設しおさきヴィラ 

●認知症・自立サポート  病院併設  (079)254-5767   

 

 
 

しおさき訪問看護ステーション 
●在宅医療・終末期サポート・24 時間緊急対応 

(079)254-5631  
しおさき鍼灸施術所 

●自然治癒力サポート (079)262-6007  
居宅介護支援事業所･訪問介護事業所しおさきサーブ 
●在宅介護サポート 介護のトータルサービス 訪問介護 

(079)247-7666  
認可保育所型認定こども園どんぐり保育園 

●子育てサポート 完全給食 各種習い事  

（079）254-3886 
 

 

みかんで骨粗鬆症予防 

昔から「風邪予防にみかん」と言わ

れてきましたが、近年は糖尿病や脂

質代謝異常など生活習慣病予防へ

の効果も注目されています。 

特に骨粗鬆症の発症リスクを下げ

る効果は有意に認められています。

みかんに含まれる栄養成分の一つ、

β-クリプトキサンチンは、みかんの橙

色の元となるカロテノイド色素の一種

で、骨代謝を調節する働きがあると言

われています。柑橘類全般に含まれ

ますが、みかんには特に多く含まれ

ています。 

みかんには骨の柱となるコラーゲ

ンの生成に必要な栄養素、ビタミン C

も豊富に含まれているため、骨粗鬆

症予防の相乗効果が期待できます。

β-クリプトキサンチンは比較的長く

体内に蓄積できる成分です。みかん

が流通するこの時期に多めに食べて

おくと、春から秋も血中濃度は比較

的高く保たれる事が認められていま

す。研究で効果が認められたみかん

の摂取量は、1日 3個程度（β-クリプ

トキサンチン 3～4㎎程度）です。 

甘いスイーツ 

も魅力的です

が、季節の果

物をデザートと

してみてはいか

がでしょうか。 

果物 1SV 牛乳・乳製品 
1.5SV 

焼きみかんのヨーグルト添え 
 
【1人分栄養価】  
エネルギー137kcal  たんぱく質 5.4ｇ  脂質 3.8g 
炭水化物 22.3ｇ  カルシウム 167ｇ  ビタミン C33ｍｇ   
【材料】 (1 人分) 
無脂肪プレーンヨーグルト…100ｇ 
みかん…1個  
素焼きナッツ…小さじ 1 
はちみつ…小さじ 1 
シナモン…適量 
ミントの葉（あれば） 
 
 

 

 

 

 

 
 
【作り方】 
① ヨーグルトは、ボウルにザルをのせてキッチンペ

ーパーを敷き、ヨーグルトをのせてラップをし、
冷蔵庫で一晩程おいて重量が半分位になるま
で水切りしておく。 

② みかんを皮のままオーブントースターの天板に
並べる（オーブンやグリルでも可能）。※皮ごと
食べる場合や農薬・ワックスが心配であれば、熱
めのお湯に１分ほどみかんを浸け、水分をよく拭
き取ってから焼いて下さい 

③ 皮に焦げ目がつくまで焼く（両面焼きの場合は5
～6 分。片面焼きの場合はそれぞれ 5 分ずつを
目安に）。 

④ 横半分に切って、水切りヨーグルトと一緒に盛り
合わせ、ナッツ（粗めにきざむ）、シナモン、はち
みつをトッピングし、ミントの葉を飾る。 
 
皮には実の約 3 倍のβ-クリプトキサンチンが含まれていま
す。みかんを焼くとβ-クリプトキサンチンが果肉に浸透し、
栄養成分を効果的に摂取できると言われています。また、
皮も軟らかくなるため、薄皮や外皮も食べやすくなります。  

（管理栄養士/豊田） 
 


