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44 月月よよりり  

井井野野病病院院  「「皮皮膚膚科科」」  開開設設  
  

 2022 年 4 月より井野病院で『皮膚科』の 

診察が始まります。診察日は月・水・金・土曜

です。詳細が決定次第お知らせします。 

【担当：前田 晃 医師】 

 

 
 
 
 

医医師師異異動動ののおお知知ららせせ 【4/1付】 
 

科 診察日 異動 後任 

整形 

外科 

火 辻本龍医師 荻野颯太医師 

水 生田健明医師 藤田雅広医師 

金 辻本龍医師 山本茜医師 

土 武岡由樹医師 西田亮太医師 
循環器 
内科 月 瀨戸悠太郎医師 未定 

  
医師紹介は次号に掲載予定です。 

 
 
 
 
 
 

姫姫路路市市住住民民検検診診  
無無料料ククーーポポンン券券ののごご利利用用ははおお早早めめにに  
  
・特定健康診査 ・胃がん検診 

・胃がんリスク判定・肝炎ウイルス検診 

・子宮がん検診 
  

2021 年度姫路市住民検診無料受診の有効

期限は 3月 31日です。昨年クーポン券が届い

ている方は期限内に検診をお受けください。 
 
お申込・お問い合わせ先：井野病院受付 

代  表 ０７９‐２５４-５５５３ 
予約専用 ０７９‐２５４-５７９６ 

 

新新型型ココロロナナワワククチチンン33回回目目接接種種  
（（追追加加接接種種））ののおお知知ららせせ  

 

井野病院ではワクチン3回目接種の予約受

付を行っています。（ファイザー製） 
 

対象者 井野病院で2回目の接種を受けた方

で、市町村から接種券が届いた方 

接種日 日曜日（接種日時は予約時、または

予約後にお知らせします） 

予約方法  受付へ直接、またはお電話で 

お申込ください。  ☎079-254-5553 

電話受付時間：13：00～19：00 

（木・土は16：30）  日・祝日休み 

詳しくは受付へお問い合わせください。 

 

 

 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス  
引引きき続続きき、、感感染染拡拡大大予予防防のの徹徹底底をを  

  
飲酒を伴う懇親会等、大

人数や長時間におよぶ飲

食、マスクなしでの会話、狭

い空間での共同生活、居場

所の切り替わりといった場

面でも感染が起きやすく、注意が必要です。 

新型コロナウイルス感染症は、３密（密閉・密

集・密接）の環境で感染リスクが高まります。一

つの密でも避けて、「ゼロ密」を心掛けてくださ

い。また、不要・不急の外出を控える事、人と

接する時はマスクを着用する事、手洗い、こま

めな換気なども徹底してください。 
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更更 年年 期期 障障 害害  
－－ひひととりりでで悩悩ままずず相相談談をを－－    

更年期とは？ 
個人差がありますが、日本人女性の平均閉

経年齢は約50歳です。閉経前の5年間と閉経

後の 5 年間を合わせた 10 年間を「更年期」と

呼びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

更年期障害の原因 
更年期障害は、閉経にともな

い卵巣の働きが衰え、女性ホル

モンである「エストロゲン（卵胞

ホルモン）」の分泌が急激に減

少することで起こります。エスト

ロゲンの分泌量が減少すると、今までエストロ

ゲンによって調節されていた、からだのいろいろ

な機能がうまく働かなくなります。 

エストロゲンは卵巣以外の器官にも影響を

与えているため、不足することでからだのいろ

いろな機能に不調が起こりやすくなります。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
簡略更年期指数（SMI）チェック   
更年期障害かどうか自己採点してみましょう 

症状 
症状の程度 点

数 強 中 弱 無 

1 顔がほてる 10 6 3 0  

2 汗をかきやすい 10 6 3 0  

3 腰や手足が冷えやすい 14 9 5 0  

4 息切れ、動悸がする 12 8 4 0  

5 
寝つきが悪い、眠りが
浅い 

14 9 5 0  

6 怒りやすくイライラする 12 8 4 0  

7 
くよくよしたり、憂うつ
になる 

7 5 3 0  

8 
頭痛、めまい、吐き気が
よくある 

7 5 3 0  

9 疲れやすい 7 4 2 0  

10 
肩こり、腰痛、手足の痛
みがある 

7 5 3 0  

11 
トイレが近い、尿もれが
ある 

10 6 3 0  

12 
膣や尿道がヒリヒリす
る、性交痛がある 

10 6 3 0  

合計点  
   

点数の評価 （指数はあくまで 1つの目安です） 

【 0～25点】異常なし   
【26～50点】食事、運動に注意を  
【51～70点】婦人科を受診しましょう   

【71～90点】半年以上の長期計画的な治療が
必要   

【91 点以上】各科の精密検査に基づいた長期
の治療が必要 

 

更年期障害になりやすい人の特徴は？  
更年期障害になりやすい人は、性格、生活習

慣、環境的な特徴があります。 

 

 
 

生活習慣・環境的な特徴 
・睡眠時間が少なく、
運動習慣がない 

・食事にかける時間
が少ない 
・職場や住居、家族
構成などが急激に
変化した 等 

性格的な特徴 
・完全主義でミスを
怖がる 

・何事にも全力を
出す 
・自分のつらさを相
談できる相手が
いない等 

 

エストロゲン 

心臓 
血管 

乳房 

泌尿器 

生殖器 

脂質 
代謝 

骨 

脳 

皮膚 
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治 療 

更年期症状が生活習慣の改善やカウンセリ

ングによって改善しない場合は薬物療法を行

います。薬物療法には大きく分けて 3 つありま

す。この 3 つは、一部の漢方を除き、健康保険

が適用されます。 
 

ホルモン補充療法（HRT） 減少したエストロゲ

ン（卵胞ホルモン）を補充する療法です。更年期

障害の根本的な治療法として最も期待されて

います。 
 

漢方薬による治療 症状の改善のために HRT

が使用できない場合や、多彩な更年期障害の

訴えを持つ場合に行います。 
 

抗うつ薬・抗不安薬などによる治療 うつや不

安などの精神神経症状が主たる症状の場合

や、HRT が無効な場合には抗うつ薬や抗不安

薬が使われます。 

 

更年期障害は治療できます 
ひとりで悩まず相談を 

更年期は女性のからだに大きな変化を迎え

る時期です。でも、つらい症状があっても「更年

期だから仕方ない」と自分のことは後回しにし

て、毎日、仕事、家事、介護などを頑張ってしま

いがちです。 

更年期障害のつらさは適切な治療によりや

わらげることができます。更年期障害の症状に

隠れた別の病気を見つけることもできるかもし

れません。 

大切な時間をイキイキと元気に過ごすために、

「つらいのがあたりまえ」と思わず、自分をいた

わってあげてください。気になることがあれば

ひとりで抱え込まず、一度、婦人科医に相談し

てみましょう。 

井野病院では経験豊か

な女性医師が優しく丁寧

に診療にあたります。安心

して受診してください。 

 

【担当：山下 正子 医師】 
 

 
婦人科では、全ての年代の女性が心身 
ともに健康に過ごすためにサポートします  
こんな異常を感じたら、井野病院婦人科へ

ご相談ください。  
主な疾患 主な症状 

子宮がん 
不正性器出血、性交時出血、閉経
後出血、おりもの、下腹部痛、性交
痛、腰痛 

卵巣腫瘍 
初めは無症状、下腹部のしこり、お
腹の張り、頻尿、下腹部痛、腰痛 

月経 
困難症 

月経時の下腹部痛、腰痛、下腹部
膨満感、嘔気、嘔吐、頭痛、めま
い、たちくらみ 

月経前 
症候群 

月経開始前の腹痛、腰痛、頭痛、む
くみ、お腹の張り、乳房の張り、イライ
ラ、抑うつ、不安、眠気、睡眠障害、
のぼせ、食欲不振・過食、めまい 

更年期 
障害 

のぼせ・ほてり・発汗、手足の冷え・
しびれ、肩こり・関節痛、だるい、疲
れやすい、頭痛・腹痛・腰痛、不
眠、イライラ、クヨクヨ、憂うつ、動
悸・息切れ、めまい・耳鳴り、もの忘
れ・記憶力の低下、膣の乾燥、性
交痛 等 

子宮筋腫 
月経痛、月経量が多い、不正性器
出血、腰痛、頻尿、貧血 

子宮 
腺筋症 

月経痛、月経量が多い、腰痛、不
妊、貧血 

子宮 
内膜症 

強い月経痛、下腹部痛、腰痛、性
交痛、排便通、不妊 

クラミジア 
感染症 

おりもの、不正性器出血、腹痛、無
症状の事も多い 

カンジダ 
外陰膣炎 

酒粕・カッテージチーズ様のおりも
の、外陰部のかゆみ、腫れ、痛み 

トリコモナス 
膣炎 

泡状の黄色いおりもの、外陰部の
かゆみ、刺激感、排尿時痛 

外陰炎 外陰部のかゆみ、痛み、はれ、ほてり 

子宮脱 
何かが出てくる感じ、外陰部の違和
感、不正性器出血、尿が出にくい 

骨粗鬆症、避妊、緊急避妊、子宮頸がん予防ワ
クチン（HPVワクチン）、不妊等についても、どう
ぞご相談下さい。 
  

婦人科外来診察 月 火 水 木 金 土 

9：00～12：00 ● ●  ● ●  

14：00～16：00 ● ●  ● ●  
日・祝日 休診    

予予約約・・おお問問いい合合わわせせ  
井井野野病病院院受受付付  TTEELL００７７９９--２２５５４４--５５５５５５３３  

https://www.hisamitsu.co.jp/hrt/about/symptoms.html#symptoms04
https://www.hisamitsu.co.jp/hrt/about/symptoms.html#symptoms01
https://www.hisamitsu.co.jp/hrt/about/symptoms.html#symptoms02
https://www.hisamitsu.co.jp/hrt/about/symptoms.html#symptoms02
https://www.hisamitsu.co.jp/hrt/about/symptoms.html#symptoms03
https://www.hisamitsu.co.jp/hrt/about/symptoms.html#symptoms10
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汐咲友愛会会員の皆様へ 
  

汐咲友愛会 会計 神田千津代 

会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

今年度も昨年に引き続き、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、勉強会等を開催で

きませんでした。会員一同が会する機会もない

まま、1 年が過ぎようとしています。今はまだ我

慢の時とし、友愛会活動が一日も早く再開でき

る日を願っています。 

下記に「2021 年度 汐咲友愛会活動報告」

を記しますので、ご一読ください。 
 
開催日 活動報告 

6/10 

第21回汐咲友愛会総会を書面で開催 

・第 21回汐咲友愛会総会資料の配布  

・第 1 回勉強会「汐咲友愛会会員さん

からの質問にお答えして」の質問用紙

配布 

6/21 第 21回汐咲友愛会総会 承認  

9/4～ 

12月 

第 1回勉強会「汐咲友愛会会員さんか

らの質問にお答えして」の回答を各会

員へ配布 

11/2

～

11/14 

「11/14世界糖尿病デー」のポスターを

院内に 2 部掲示（世界糖尿病デー実

行委員会） 

11～ 

12月 

各会員へ①～③を配布 

①11/14世界糖尿病デーのポスター 

②間食に関する資料 

③糖尿病等に関する食品紹介 

（寒天、ソイジョイ、SUNAO 商品、人工

甘味料など） 

3/1 次年度新役員選挙用紙配布 

3/14 

次年度新役員選挙開票、会長並びに

会計各 1名決定予定→結果報告は、3

月 31日までにご報告予定 

●汐咲友愛会新聞 奇数月 年 6回発行 

●幹事会開催年 11 回（4/2、5/7、6/4、7/2、

8/6、9/3、11/5、12/3、2/4、3/4） 

時間：13：00～14：00  

場所：井野病院 1階談話コーナー（売店前） 

●月刊糖尿病ライフさかえの配布 

 
 
 

春浅き 万葉岬の 端にたち 
見わたす瀬戸の 凪の眩しも 

 
苦くとも 甘き顔して 受け入れる 
やはり天使に 白衣の君は 

 
ナースより 転がるがごと 笑ひ声 

まもなく消灯 追儺
つ い な

の夜
よ

さり  
（立岩康彦） 

 
  

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）  
 

 

 

 
 
 

 
 

      

梅の盆栽 

しおさきケアコートの玄関

前に梅の花の盆栽を飾りまし

た。はじめは全てつぼみだっ

たのが、１つ 2 つとつぼみが

開き、1 週間ほどで満開にな

りました。「いい香りやね。」

「綺麗やね。」と言いながら、

立ち止まって見ておられます。 
 

節分 

2/3 は節分でした。

少しでも季節を感じ

ていただきたいと、メ

ニューやメッセージカ

ードで節分の雰囲気

を出しました。 

「今日は節分やな。」とメッセージカードを持

って帰られる方もおられました。（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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マシーントレーニング 

デイケア  デイケアではご利用者様のリハビ

リの一環としてマシーントレーニングを取り入れ

ています。「自分のために頑張るしかない。」

「以前と比べて少しよくなってきたわ。」と言い

ながら様々なマシーンを使っ

てトレ―ニングに取り組まれる

姿に職員も感心するばかりで

す。今後もトレーニングを続け、

いつまでも元気でいていただ

きたいと思います。（姫野） 

 

 

 

 

 

 

 

季節を感じる 

入所  施設内で過ごしているとなかなか季

節を感じる事ができません。日常のレクリエー

ションの作品作りで季節を感じてもらいます。

「今回は何を作るの？」と利用者からの質問。

見本をみてもらい、作品作りの始まりです。熱

心に取り組まれた後は皆さん

いい顔です。 

そんな中で迎えたソーシャ

ルディスタンスを保ちながらの

節分の豆まき。「鬼は外～！」

「福は内～！」。

今年も元気に笑

顔で過ごしていき

たいと思います。 

（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   

      
 

 
 
 

スタッフおすすめ ケアねまきのご紹介 
 

高齢者が快適に過ごすための工夫や着

心地を重視したエンゼルのケアねまきのご

紹介です。柔らかなメリヤス地に縫い合わ

せをすべて外側にした仕様のため、肌が敏

感な方にも優しい着心地です。また円背の

方に配慮した長めの後身頃や、ボタンのよ

うに見えるホック、高齢者向けならではの工

夫がされています。 

とても伸縮性があるので、拘縮があり一

人で着替えが出来ない、またはしにくい方

にとって負担が軽減されます。胸元がはだ

けない内側ボタン付きでつかみやすい大き

めボタンだから着脱も楽です。介護を受け

る方もお世話する方も毎日を心地よく少し

でも負担を軽くできます。 

 

【サーブ販売価格（品番：5075）】 

S/M/Lサイズ 定価 7,480円（10%税込）  

→ サーブ販売価格 6,732円（10%税込） 

LLサイズ  定価 8,580 円（10%税込）  

→ サーブ販売価格 7,722円（10%税込） 

 

 
 

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  
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干し野菜作りしたよ 

さくら組の子どもたちが保育園の畑で栽

培した大根を使って干し野菜を作りました。 

大根を抜いてきれいに洗うと白くてピカピ

カになりました。まず大根の皮をピーラーで

むきます。家で使ったことがあるお友だちも

初めてのお友だちも上手に使うことができ

ました。その後、フォークで大根に穴をあけて

いきます。硬くて刺すのも一苦労。「硬い～、

手を刺さんように気をつけないと～。」「汁が

目にとんできた！」、

こんなことを言い

ながらもとっても楽

しそうでした。 

最後は大根を乾

燥カゴに並べて干し

ていきます。どんな

形・味に変身するの

かとても楽しみで

す。 

 

 

 

 

 

 

 
 

節分 豆まき会 

毎年恒例の豆まき会を行いました。「鬼さ

ん来るかな？」と鬼さんに会いたいような会

いたくないような…、ドキドキしながら当日が

やってきました。残念ながら今年は新型コロ

ナウイルスのため、鬼さんは欠席するとのこ

と。子どもたちは「鬼さん

来なかったね！」と残念

そうな子もいれば、ちょ

っと嬉しそうな子もいま

した。 

各クラスではマ

グネットシアター

や絵本で由来を

学んだり、自分た

ちで作ったお面

をかぶって友だ

ち同士で豆まき

をして楽しみまし

た。「鬼はそと～、

福はうち～！」と

園内に元気な声が響いていました。 

また１年、みんなが健康に安全に過ごせま

すように。（大西） 

 

 

 

 

 

 
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  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

http://dongurihoikuen.cocolog-nifty.com/
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自宅で簡単！足の角質ケア 
 

かかとのカサカサ

やひび割れに悩んで

いる方は多いのでは

ないでしょうか。 

足の裏には皮脂腺

がないため油分が不足して乾燥しやすくなりま

す。また足の裏は人の体重を受ける上に床や

靴の摩擦から足を守るため、皮膚があつく硬く

なって角質化しやすくなるのです。 

かかとの乾燥や角化をそのまま放置すると

硬くなったところから亀裂を生じ、歩くたびに痛

みや出血を伴ったり、亀裂から感染する恐れも

あります。特に糖尿病や足の血流が悪いと診

断を受けている人は重症化しやすいため、日

頃のケアをしておくことが大切です。 

 

足の角質のセルフケア 
角質落とし 

薬局などで販売

されている目の細

かいリムーバー（角

質取り）を使いまし

ょう。軽石は目が粗

く皮膚へのダメー

ジが大きいのでお

すすめしません。 

ポイントは、決し

て削りすぎないこと。

毎日行うのであれ

ば 10秒程度と決め

ておきましょう。そして 1方向に、往復しないよう

に、かかとの横からすべらせるようにこすってい

きましょう。霧吹きなどで湿らせてからこすると

削った粉が飛び散りません。 

初めは毎日やってもいいですが、改善して

きたら週に 1～2回程度にしましょう。 

 

保 湿 

角質をこすった後は保湿をしっかり行う事が

大切です。医療機関で処方される医療用、もし

くは市販の「尿素配合クリーム」等の保湿剤を

かかとに適量塗ります。症状がひどい時は塗っ

た上から 30 分ほどラップをしてふやかすとより

浸透します。寝る前に保湿剤を塗り、靴下を履

いて寝るのもよいでしょう。 
 

保湿剤の塗り方 

保湿剤を塗る時は皮膚のキメにそって横方

向に塗ると皮膚の中まで浸透しやすくなります。

力を入れてこすらないよう、皮膚の表面にやさ

しく塗りましょう。足指の間は湿気がたまりやす

いので塗らないようにしましょう。 

 

塗るタイミングは入浴後、おそくとも 15 分以

内に塗るのがいいでしょう。皮膚の水分が完全

に抜けきっていないうちに保湿剤を塗ることで

保湿効果が得られやすくなります。 

 

保湿剤を塗る時に、ついでに足の異常のチ

ェックをしましょう。以下のような症状があれ

ば、できるだけ早く受診しましょう。 
 

【足の血流障害】 

・足の指がソーセージのように腫れている 

・つま先が冷たい 

・足の指が紫がかっている、黒くなってきた 
 

【足の潰瘍・感染】 

・足に傷がつき、黒ずんでいる 

・足の指がパンパンに腫れている 

・足が赤く腫れている 

・水虫（爪、指の間、かかと等の皮膚表面） 

 

適切な角質ケアと保湿ケアで 
ひび割れたかかとをツルツルにしましょう 
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「慢性腎臓病」にならないために 

 
毎年 3月の第 2木曜日は「世界腎

臓病デー」です。慢性腎臓病は、腎

臓の機能が慢性的に低下したり、尿

たんぱくが継続して出る状態をいい、

症状が悪化すると人工透析や腎移

植が必要となるなど、生命や生活の

質に大きな影響を与える病気です。

生活習慣の変化や高齢化を背景に

患者数は増加しており「新たな国民

病」と言われていますが、まだまだ認

知されていないのが現状です。腎臓

は一度あるレベルまで悪くなってしま

うと元の状態に戻すことは難しいとさ

れていますが、初期には殆ど自覚症

状がないため発見が遅れてしまうケ

ースが多くあります。出来るだけ早く

発見し治療を開始することが重要に

なりますので定期的に健診を受ける

ようにしましょう。また、「糖尿病」「高

血圧症」「脂質異常症」などの生活習

慣病は腎臓の働きを低下させる因子

となります。「バランス良く適量を食

べ、肥満に気をつける」「塩分の摂り

過ぎに気をつける」「野菜をたっぷり

摂る」など、生活習慣病を意識した食

生活が慢性腎臓病の予防にもつな

がります。 

健康な人でも加齢により腎機能は

徐々に低下していきますが、食事や

生活習慣に気を付けることでそのス

ピードを緩やかにすることができま

す。若いうちから意識するほどその効

果が期待できます。あなたは何から

気をつけますか？ 

主食 1.5SV 

主菜 2SV 

副菜 1SV 

A 

減塩のポイント ■同量であれば、麺つゆは醤油よりも塩分が控えめです ■同じ調味で全体を煮ず、煮

汁はごく薄味にし、具に味をつけるなどして差をつけるとメリハリが出て満足度が高まります ■かつお節に煮

汁を吸わせると、つゆだくにしなくても味を感じやすくなり、旨味も加わるため物足りなさが補えます ■唐辛子

やブラックペッパー、生姜などの塩分を含まない香辛料で味を引き締めると物足りなさがカバーできます 

塩分 1.5ｇ以下  

春の親子丼 
 
【1人分栄養価】  
エネルギー500kcal  たんぱく質 22.4ｇ  脂質 11.8g 
炭水化物 68.6ｇ  食塩相当量 1.4ｇ   

【材料】 (1 人分) 
鶏ひき肉…100ｇ 
玉葱…1/2個 
筍（茹で又は水煮）…60g 
椎茸…1個  
麺つゆ（2倍希釈）…大さじ 1 と 1/2 
酒…大さじ 2 
みりん…大さじ 1/2 
水…80ｍｌ 

卵…2 個＋麺つゆ （2倍希釈）…大さじ 1/2 
三つ葉…6本程度 
ご飯…300ｇ 
かつお節…2g 
刻み海苔…1g 
七味唐辛子…お好みで 

 
 

 

 

 

 
      
【作り方】 
① 玉葱、椎茸は薄切りに、筍は食べやすい大きさ

の短冊切りにする。（※水煮の筍の臭みが気に
なる場合はもう一度下茹でをしておく） 

② 小さめの鍋やフライパンに、Ａと鶏ひき肉を入
れて混ぜ、ある程度ほぐしてから火をつけ、弱
火から中火で軽く混ぜながら加熱する。 

③ 煮汁がフツフツとしてきたら玉葱、椎茸、筍を
加えて蓋をし、弱火でほどよく味が浸みるまで
煮る。 

④ ③に麺つゆで味を付けた溶き卵を回し入れ、
刻んだ三つ葉を散らし、蓋をして好みの硬さに
なるまで火が通す。 

⑤ 器にご飯をよそってかつお節を散らし、④を半
量ずつのせて刻み海苔を散らす。 

⑥ お好みで七味唐辛子をふりかける。  
（管理栄養士/豊田） 

 


