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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

察が始まりました。 
  
このような症状があれば、お気軽に 

皮膚科にご相談ください 

 

日本皮膚科学会専門医の資格と豊富な臨

床経験を持つ医師が、患者様の症状に応じた

適切な治療を行います。 

【担当：前田 晃 医師】  
 

診察日 月 火 水 木 金 土 

9：00～12：00 ●  ●  ● ● 

13：00～15：00      ● 

14：00～16：00 ●  ●    

16：00～19：00 ●      

火・木・日・祝 休診 
 

紫外線治療、しみ・にきび治療について、 
2.3ぺージに掲載しています。 

  
「「耳耳鼻鼻咽咽喉喉科科」」診診察察時時間間変変更更  

 
4 月より火曜日午前診（9：00～12：00）がなく

なり、午後診・夕方診（14：00～19：00）に変更

になりました。 

診察日 月 火 水 木 金 土 

9：00～12：00 ●  ● ● ●  

14：00～17：00 ● ● ●    

16：00～19：00  ●   ●  

土・日・祝 休診 

 

 

 

 

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 市町村から接種券が届いた方 

井野病院以外の医療機関や集団接種会場で

１回目２回目を施注された方、姫路市民以外の

方も申込可能です。 

ただし、16歳以下の方は接種できません。 

接種日 5/14（土）、5/21（土）、28(土)の 

13：30、14：00、14：30（接種日時は予約時に

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 

詳しくは井野病院/受付へお問い合わせください。 
  

井井野野病病院院受受付付  TTEELL００７７９９--２２５５４４--５５５５５５３３  

● 湿疹 ● 乾燥肌 

● 手荒れ ● じんま疹 

● 薬疹 ● かぶれ 

● 脂漏性皮膚炎 ● アトピー性皮膚炎 

● 尋常性乾癬 ● 尋常性白斑 

● 掌蹠膿疱症 ● 帯状・単純疱疹 

● 金属アレルギー ● 多汗症 

● 虫刺され  ● 疥癬 

● 水虫・爪水虫 ● 巻き爪・陥入爪 

● 魚の目・タコ ● ほくろ・いぼ  

● 外傷 ● やけど 

● 円形脱毛症 ● 褥瘡    

● しみ・肝斑・にきび   

● 皮膚腫瘍 等  
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理念 
 

安心と信頼の医療

福祉を提供する 
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－皮膚科－ 

アアトトピピーー・・乾乾癬癬等等にに  紫紫外外線線治治療療  
 

紫外線治療とは 
紫外線には免疫反応を抑える作用があり、

様々な皮膚病に効果があります。 

この紫外線を使った治療は、医療用のラン

プを用いて特定の紫外線を患部に照射し、治

りにくいとされている

皮膚の病気を治療

します。副作用が無

く、非常に安全な治

療法です。 

 

紫外線治療で効果のある症状 
主に以下のような症状に効果を発揮します。 

 

アトピー性皮膚炎 
皮膚に赤み、小さなぶつぶつ、じ
くじく、かさかさ、ぽろぽろ、かたく
なるなどの症状が出ます。かゆみ
を伴い、良くなったり悪くなったり 
を繰り返します。皮膚の乾燥とバリア機能の低
下、ほこり、食物やダニなどのアレルゲン、精神
的・肉体的ストレス等が原因となります。 

尋常性乾癬 
盛り上がった赤い発疹ができ、そ
こに銀白色のフケのような垢が
でき、ポロポロとはがれ落ちま
す。全身どこにでもできますが、 
頭皮・膝、肘などに特に出やすく、約半数の人に
かゆみが出ます。 

尋常性白斑 
後天性の脱色素斑です。全身に
現れ、対称性が見られる汎発
型、１～数個の白斑が局所的に
現れる限局型、皮膚の神経に沿 
って現れる分節型の３種類があります。 

掌蹠膿疱症 
手のひらや足の裏に水ぶくれや
うみができ、良くなったり悪くな
ったりを周期的に繰り返すのが
特徴です。出始めにはかゆみを 
伴うことが多く、約1割の人は関節や骨の炎症
を併発し、痛むことがあります。 

円形脱毛症 
突然ある部分の毛が抜け始め、
円形の脱毛班が生じます。単発
型、多発型、前頭脱毛症、汎発
性脱毛症があります。痛みなど
の苦痛を伴う症状はありません。 

 
 

治療の流れ 
 診察  

症状や肌の状態を診察し、紫外線治療が効く

皮膚病かどうか診断します。 

 

 テスト照射  

症状や肌の状態に合わせてテスト照射を行い

ます。症状によってはテスト照射を行わない場

合もあります。 
 

 照射  

範囲に応じて紫外線を 1～5 分程度照射しま

す。痛みはほとんどなく、少しあたたかいと感じ

る程度です。 

※当院では短時間で治療効果の高いエキシ

マライト照射装置のセラビームを導入して

います。紅斑や色素

沈着を起こす有害な

低波長領域をカット

し、効果的かつ安全

性に配慮した照射が

可能です。 
 

治療期間 
紫外線治療は継続することで効果を発揮しま

す。症状によりますが、最低でも週 1回、2 ヶ月

は治療を継続するようにしましょう。週 2～3 回

治療を受けると最も効果は高くなりますので継

続的な通院をお願いします。 
 

紫外線治療の費用 
保険診療です。3 割負担の場合、診察料とは

別に 1回 1,000円程度です。 
  
紫外線治療ができない方 

・妊婦 

・免疫抑制剤を使用中の方 

・皮膚がん、その既往のある方 

・光線過敏症の方 

・膠原病の方 

・光線で炎症を起こしやすくなる薬を投与さ

れている方（特に湿布薬） 
  

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  
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ししみみ・・ににききびびででおお悩悩みみのの方方にに  

朗朗  報報！！  
 

井野病院皮膚科では、一般販売されていな

いクリニック限定化粧品を取り扱っています。

医師の指導のもと、高品質・高機能・安心の化

粧品を提供します。 

 

当院で取り扱っている化粧品 

 

シミでお悩みの方に 

ハハイイドドロロキキノノンン＋＋デデルルタタ--トトココフフェェロローールル  

配配合合ククリリーームム  
【RX HQ ダブルブライト E】 

6ｇ 2,200円 

 

ハハイイドドロロキキノノンン配配合合美美容容液液  
【DRX HQブライトニング】 

3ｍｌ 2,200円 
 

ハイドロキノン は、シミの原因であるメラ

ニン色素の合成を阻止する働きがあり、そ

の美白効果はコウジ酸やアルブチンの数 10

倍～100倍といわれています。皮膚の浅い部

分（基底層から表皮）にメラニン色素が異

常増殖・色素沈着している以下のようなシ

ミに使われます。 

●肝斑 ●雀卵斑（そばかす） 

●炎症後色素沈着（にきび跡・ 

アトピー性皮膚炎の色素沈着等） 

●老人性色素斑 

 

にきびでお悩みの方に 

アアゼゼラライインン酸酸高高濃濃度度配配合合ククリリーームム  

【DRX AZA クリア】 
15ｇ 1,980円 

 
アゼライン酸 は、にきびのもとになる毛

穴のつまりを解消する、皮脂の分泌を抑え

る、にきび菌を殺菌する、炎症の悪化を抑

える、皮脂の酸化を抑制するなどの効果が

あり、にきびの予防や悪化を防止します。

また美白の作用もあり、にきび跡の色素沈

着にも効果があります。安全で皮

膚への刺激が少ないことから、刺

激に弱い人、妊娠している（可能

性がある）人にも使われます。 

 
紫外線をブロックしたい方に 

SSPPFF5500++  PPAA++++++++  高高機機能能タタイイププのの  

日日焼焼けけ止止めめ乳乳液液    
【DRX UVプロテクトミルク S】 

40ｍｌ 2,970円 
  
SSPPFF3300  PPAA++++++  ノノンンケケミミカカルルタタイイププのの  
日日焼焼けけ止止めめ乳乳液液    
【DRX UVプロテクトミルク N】 

40ｍｌ 2,640円 
（表示金額は消費税込の金額です） 

 
ご購入方法：皮膚科を受診し、医師に 
ご相談ください（診察代は保険適用） 

 
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  
 

 

 

 

そそれれっってて、、ももししかかししてて  五五月月病病？？  
 
五月病は環境が大きく変わり

がちな春を乗り切って、ほっと一

息つく五月の連休明けに感じる

様々な不調のことです。 
 

症 状 
身体的な症状 精神的な症状 

食欲がなくなる やる気が出ない 
夜眠れない 何をしても楽しくない 
頭痛 イライラする 
腹痛 必要以上に不安になる 
めまい 悲しい気持ちになる 
動悸 落ち込む 
疲れやすい 無関心になる 

特に生真面目な人や完璧主義の人は自分を

追い込みがちなので要注意です。 
 

五月病から脱出する方法 
① 日光を浴びよう 

② 程よいリズムの運動をしよう 

③ ストレスをためないようにしよう 

④ 睡眠の質を良くしよう 

⑤ 腸内環境を整えよう 

⑥ 瞑想をしよう 

⑦ 深呼吸をしよう 
 

もし五月病かもと思ったら、自分のため
にも周りの人のためにも、ご紹介した脱出
方法を試してみてくださいね。 
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医医師師異異動動ののおお知知ららせせ  
新新任任医医師師ののごご紹紹介介  

  
【4/1付】 

科 診察日 異動 後任 

整形 

外科 

火 辻本龍医師 荻野壮太医師 

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 米原昇吾医師 

  
 

診察時間は、受付に設置している担当医表、

井野病院ホームぺージにてお知らせしていま

す。詳しくは井野病院受付にお問い合わせ下

さい。 
  
  

  
皮膚科  前田

ま え だ

 晃
あきら

 医師 

■出身大学：近畿大学（H5年卒） 

■主な資格：医学博士、日本皮膚

科学会専門医 

■主な所属学会：日本皮膚科学

会、日本研究皮膚科学会、日本移

植学会、日本光医学光生物学会等 

■専門分野：一般皮膚科、紫外線療法 

■臨床に関する得意分野：紫外線による免疫抑制 

■治療方針：多くの皮膚疾患の治療は外用療

法が基本ですが、外用だけではコントロールが

難しい方には紫外線治療を積極的に行っていき

ます。紫外線治療は非常に安全な治療ですが、

治療の継続が大事ですので、患者様には定期

的な通院をお願いしたいと思います。 
 

整形外科  荻野
お ぎ の

 壮
そう

太
た

 医師 

■主な所属学会：日本整形外科学会 

■治療方針：患者様に寄り添った

医療を様々なスタッフと協力し、チ

ームで取り組めるよう努めます。 

■趣味：サッカー 

 

 

整形外科  藤田
ふ じ た

 雅
まさ

広
ひろ

 医師 

■出身大学：高知大学（H24年卒） 

■主な資格：日本整形外科学会専

門医 

■主な所属学会：日本整形外科学会 

■専門分野：整形外科一般 

■臨床に関する得意分野：膝、股

関節の疼痛 

■治療方針：慢性疾患のコントロールのため、

内服薬の調整や運動などについて、一緒に考

えて治療いたします。 
 

 

整形外科  山本
やまもと

 茜
あかね

 医師 

■出身大学：大阪医科大学（R2年卒） 

■主な所属学会：日本整形外科学会 

■専門分野：整形外科一般 

■治療方針：患者さんと一緒に、痛

みをどうすれば緩和し、笑顔で生活

できるかを考えていきます。 

■趣味：走ること、スキー 
 

整形外科  西田
に し だ

 亮
りょう

太
た

 医師 

■出身大学：三重大学（H27年卒） 

■主な資格：日本整形外科学会専

門医 

■主な所属学会：日本整形外科学

会、日本骨折治療学会等 

■専門分野：整形外科一般 

■治療方針：地域の医療に貢献できるよう努

力いたします。 
 

循環器内科  米原
よねはら

 昇
しょう

吾
ご

 医師 

■出身大学：香川大学（h29年卒） 

■主な所属学会：日本内科学会 

日本循環器内科学会 

■専門分野：循環器内科 

■臨床に関する得意分野：循環器

内科一般 

■治療方針：患者様の診察や問診を丁寧に行

い、よりよい診断・治療に結び付けられるように

日々の診療に取り組んでいます。 

■趣味：サッカー・フットサル等 
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新年度のご挨拶 
  

汐咲友愛会 会長 神田千津代  

この度、2022 年度汐咲友愛会の会長に選

ばれました神田でございます。会員の皆様と共

に力を合わせて、楽しい汐咲友愛会にしてい

きたいと思っております。どうぞよろしくお願い

致します。これまでの 2 年間は書面による総会

開催でしたが、今年度は会場で開催すること

になりました。当日、皆様にお会いできることを

楽しみにしております。 
 

総会・第 1回勉強会のご案内 
開催日 2022年 6月 1日（水）14：00～15：00  
場 所 井野病院 2階 会議室 
内 容 第 23回汐咲友愛会総会 

第 1回勉強会 井野隆弘院長講演 
 
 

 

お料理のコーナー、新しく開設しました！   
コロナ禍での自粛生活で自宅で過ごす時間

が増え、毎日の食事作りに困っているという声

をよく聞きます。そこで、栄養バランスのよい食

事の簡単おいしいレシピをご紹介します。 
 

レンチン肉じゃが 
【材料（2人分）】 

薄切り豚肉（脂身の少ない部位）…130g   

新じゃが芋…220g  新玉ねぎ…中 1個     

人参…1/3本 しめじ…1/3株 青ねぎ…1本     

水…120ｃｃ  醤油…大さじ 1     

★  酒…大さじ 1  顆粒だし…小さじ 1/3 

パルスイート（液体）…小さじ 2 
 
【作り方】 

①豚肉は 5㎝幅の長さに切る。 

②じゃが芋は小さめの 1 口大に切り、水にさら

す。玉ねぎは 5 ㎜幅のくし切りにする。人参

は５㎜幅に輪切りする。しめじは手でほぐす。 

③耐熱容器に①の豚肉を入れその上に、②の

野菜をのせ、混ぜ合わせた★をかける。 

④ラップをして電子レンジ（600ｗ）で 10分加熱

し、全体を軽く混ぜ、さらに 5分加熱する（容

器が熱いので注意）。野菜にスッと箸がささ

ったら OK。 

⑤お皿に盛り付けて

青ねぎをトッピング

する。 
 
【栄養価（1人分）】  
エネルギー264kcal 
たんぱく質 17.4g 
塩分 1.8g 
  
【レシピのワンポイント】 

・旬の新じゃが芋と新玉ねぎを使用 

・カロリー・糖質カットのために人工甘味料を使用 
 

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）  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

      

花見ドライブ 

グループに分かれ、桜を見にドライブに行き

ました。コロナ禍のため飲食の無いちょっぴり

寂しいドライブでしたが、川辺の桜並木に感動。

手を叩いて喜んでお

られました。 
 

  
庭の景色 

しおさきケアコー

トの窓から目の前

に見える『故郷の

庭』。八重桜が咲き

乱れ、風に揺れる

様が美しく、感嘆の

声を揚げる方もおられました。（髙平） 
 

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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花 見 

デイケア   毎年恒例のお花見。隣接する

大塩幼稚園に行きました。「綺麗やわ。」「昔を

思い出すわ。」など、様々な思いと共に満開の

桜に感動しながら楽しい時間を過ごしました。 

（姫野） 

  

 

 

 

 

 

 

 

入所   うららかな春の昼下がり、２年ぶりに

お花見にいきました。ポカポカの日差し、まだ

少し冷たい風、上には満開の桜、足元の花壇

には、チューリップ、水仙、その他名前の分か

らない花が色とりどり咲いていて、「いや～、綺

麗やなあ。」「風が吹いたら、まだ寒いな。」「こ

の花、よう咲いとるわ」などなど言いながら、久

しぶりの花見を楽しみました。皆さんの笑顔も

満開でした。（吉田） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 
スタッフが、しおさきヴィラの日常の様子などをつづった 

「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  

 
 

 
  

補聴器相談会のご案内 
 

人の話を聞き、人と話ができ

るという事は生きる上でとても大

切な事です。しかし耳が聞こえ

にくくなると、コミュニケーション

がとりにくくなって孤立したり、日常生活を送る

のに不便さを感じたりしてしまいます。 

最近、聞こえが悪くなったなと感じておられ

る方、補聴器を考えてみたい、補聴器ってどん

な感じかな？と思っておられる方、メガネをか

けるように気軽に補聴器を生活に取り入れて

みませんか？ 
 

井野病院/耳鼻咽喉科と補聴器相談会が連携 

井野病院「耳鼻咽喉科」と

「補聴器相談会」が連携し、「聞

こえが悪くなった」という方に最

善の方法を提案します。 
 

【流れ】 

① 「耳鼻咽喉科」を受診～聴力検査⇒  

「補聴器相談室」の予約 

② 「補聴器相談室」にて補聴器担当者との面

談｡補聴器が必要と思われる方ひとりひとり

にあった補聴器を提案します。 
 

【しおさきサーブ補聴器販売の特徴】 

ポイント 1 購入後も無料で出張調整 

ポイント 2 お試し機器のレンタル 

ポイント 3 最新のワイヤレス機能に対応 
 

補聴器相談室は、月に2回行っています。 

予定  5/13(金)  5/27(金) 6/10（金） 

6/24(金) いずれも14：00～ 
  

※「今、使っている補聴器の調子がよくない、

合わない」という方もご相談ください。しおさき

サーブ販売の補聴器でなくてもご相談をお受

けしています。耳鼻咽喉科の診察が不要な場

合は井野病院/受付にお申し込みください。 
 

補聴器の販売・取り扱い：株式会社サーブ 
機器の調整・紹介：㈱シンコム   

ししおおささききササーーブブ  
TTEELL ００７７９９－－２２４４７７－－７７６６６６６６  
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新年度スタート 

どんぐり保育園の新しい一年が始まり、ワ

クワクドキドキの毎日です。お天気の良い日は

散歩にでかけてお花見。「きれいだね〜、気

持ちいいねぇ〜。」と春を感じています。 

「あるこ〜♪」と楽しく歌いながら手を繋

いで歩き、友だちとの時間を楽しんでいる様

子も見られました。4 歳児、5 歳児さんは、お

当番活動が始まり、しっかりとお話を聞いて

いる姿に成長を感じます。これから一年、

様々な遊びや活動を通して心も身体も大き

くなろう〜！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お稽古再開 

どんぐり保育園では、そろばん、English、音

楽、硬筆・書道、茶道、リトミックのお稽古を専

門の講師から学んでいます。 

そろばんでは、数の計算や数字の書き方を

学び、音楽では、曲に合わせて身体を動かし

たり、歌に合わせて手話も教わります。硬筆・

書道では、道具の使い方や姿勢、文字の書き

方を、茶道では、和室で礼儀や作法を学びま

す。リトミックでは、ダンスやステップを教わり、

身体を使った表現力も高まってきます。 

English は、ゲームやダンスに合

わせて、楽しみながら英語を教

わります。今年度は、途中からキ

ャシー先生が産休に入るため、

ティム先生（写真）にバトンタッチ

します。様々な講師と出会い、楽しく学ぶ経

験を大切にしていきたいと思います。（岡本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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・皮膚科・婦人科・小児科・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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                           動ける体のための栄養素 
 

冬の運動不足を反省し、春から運動を始め

た方もいらっしゃるのではないでしょうか。運

動時に必要な栄養素と言えば何でしょうか。

「たんぱく質（プロテイン）」が頭に浮かんだ方

が多いのではないでしょうか。確かにたんぱく

質は必要ですが、それだけでは動ける体は

作れません。スポーツ栄養の基礎（ベースづ

くり）には、特定の栄養素を摂ることではなく、

「栄養のバランス」が大切です。 
  
栄養素 運動との関係 

糖質 

脂質 

体を動かすためのエネルギー
源となります。糖質は脂質に比
べてエネルギーとして早く使わ
れます。脂質は多くのエネルギ
ーを作り出せ、代謝にも時間が
かかるため長時間の運動時に
必要です。 

たんぱく質 筋肉や血液を作る材料となります。 

ビタミン 

エネルギーを使う時には、糖質
や脂質と一緒にビタミンＢ１、Ｂ２
を摂る必要があります。運動に
よって活性酸素が発生するた

め抗酸化作用のあるビタミンＣ
やＥなども補給しましょう。 

ミネラル 

全身に十分な酸素を届けるた
めに必要な血液を造る鉄、強い
骨作りに欠かせないカルシウ
ム、マグネシウム、亜鉛、ビタミ
ン Dなども摂取しましょう。 

  
昔ながらの日本の食事形式「一汁三菜」の

献立に、牛乳・乳製品と果物を組み合わせた

食事メニューを基本とすれば色々な栄養素が

とれるバランスの良い食事になります。その上

で、運動量の多い方は補食や栄養補助食品

なども活用し、食事だけでは摂りきれないエ

ネルギーと栄養素を補いましょう。 

旬の初がつおは、良質なたんぱく質が豊

富なだけでなく、ビタミン 

B群やビタミンD、亜鉛、

鉄など多くの栄養素を

含んでいるのでおすす

めの食材です。 
 

成長期の子どもにもお勧めのかつおです
が、生臭さや加熱した時の魚のパサつき
が苦手といった声も。チーズやマヨネーズ
などを組み合わせたり、揚げ物にするな
どして油分を少し足してあげると食べや
すくなります。 

  

かつおの焼き春巻き 
  
【1人分栄養価】  
エネルギー288kcal たんぱく質 23.4ｇ 脂質 11.5g 

脂質 11.5ｇ 炭水化物 20.9ｇ カルシウム 162ｍｇ  

食塩相当量 1.2ｇ 
   
【材料】 (2 人分) 

かつおの柵…120ｇ 
塩・こしょう…各少々                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
さやいんげん…8 本 
人参…1/3本 
白菜キムチ…50ｇ 
青じそ…8 枚 
とろけるチーズ…2枚 

春巻きの皮…4 枚 
小麦粉・水…各小さじ 1 
油…大さじ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
    
【作り方】 

① かつおは 1ｃｍ角の棒状に切り、塩、こし

ょうをふる。 

② さやいんげんはへたを折って筋をと

る。人参はいんげんと同じ大きさに切

り、それぞれを軽く茹でておく。キムチ

は短冊切りにし、チーズは半分に切る。 

③ 春巻きの皮を広げ、青じそ、①②を等

分ずつのせて巻き、水溶で溶いた小

麦粉で巻き終わりをとめる。 

④ フライパンに油を熱し、③を並べて焼

き色がつくまで両面を焼く。 

（管理栄養士/豊田） 

牛乳・乳製品 1SV 

主菜 2.5SV 

副菜 1SV 


