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医医師師異異動動ののおお知知ららせせ  
後後任任医医師師ののごご紹紹介介  

内科 

 9/1付 

異動 吉田豪太 医師 

後任 担当医表※をご確認ください 
 
整形外科 

9/1付 （土曜日外来診察） 

異動 西田亮太 医師 

後任 原仁美 医師 

10/1付 （金曜日外来診察） 

異動 岡島貴大 医師 

後任 決定次第お知らせします 
 
※診察時間等詳細は、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。 

 

整形外科  原
はら

 仁
ひと

美
み

 医師 

■出身大学：香川医科大学

（H12年卒） 

■主な資格：医学博士、日本整

形外科学会専門医、日本がん

治療認定医機構認定医、日本リ

ハビリテーション医学会専門医 

■主な所属学会：日本整形外

科学会、日本リハビリテーション医学会、日本臨

床腫瘍学会 

■専門分野：整形外科、リハビリテーション、骨

軟部腫瘍 

■臨床に関する得意分野：骨軟部腫瘍 

■治療方針：整形外科疾患について、リハビリ

テーションも含めた治療で、皆様の ADL、QOL

向上のために努めていきます。 

■趣味：スキューバダイビング 

 

新新型型ココロロナナワワククチチンン 44 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  

 
井野病院では新型コロナワクチン4回目接種

の予約受付を行っています。 
 

対象者 市町村から接種券が届いた方のうち、

以下に該当する方     

①60歳以上の方   

②18歳以上60歳未満で、基礎疾患を有する方

や重症化リスクが高いと医師が認める方   

（これまでに井野病院以外の医療機関、集団

接種会場で接種を受けた方、姫路市民以外の

方も申込可能です) 

接種日時 9月の土曜日 15:30 または 16:00 

9月25日（日） 終日 

予約方法 井野病院受付へ直接、またはお電

話でお申込ください。  

電話受付時間：13：00～19：00 

（木・土は16：30まで） 日・祝日休み 
  

井井野野病病院院  受受付付    
TTEELL  ００７７９９--２２５５４４--５５５５５５３３  

  

  

  

井井野野病病院院  外外壁壁工工事事ののおお知知ららせせ  

現在、井野病院の外壁工事を行っていま

す。安全確保のために十分な対策を立てて

進めていきますが、工事の期間中、騒音が発

生する場合があります、迷惑をおかけします

が、ご理解ご協力をお願いします。 
 

工事終了予定 2022年11月末頃 
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ししみみ・・ほほくくろろ等等ででおお悩悩みみのの方方へへ  

レレーーザザーー治治療療開開始始  
 

9 月より井野病院皮膚科でレーザー治療が

始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qスイッチルビーレーザーとは 当院採用の機

器はメラニン色素に非常に吸収が良く、ヘモグ

ロビンの吸収が少ない波長の光（694nm)を、Q

スイッチという超短時間に高いピークパワーで

照射します。レーザー光のパルス幅が非常に

短いため（パルス幅は 20 ナノ秒、ナノ秒は 10

億分の 1 秒、20 ナノ秒は 5000 万分の 1 秒）、

非常に小さなエネルギーで非常に高いピーク

パワーが得られます。このため、高いパワーに

よってシミの元になるメラニン色素を確実に破

壊しますが、周囲への熱の拡がりが非常に少

なく、周囲の正常組織へのダメージを最小限

にできます。 
 
適応疾患 ■老人性色素斑 ■後天性真皮メ

ラノサイトーシス（ADM） ■小さくて平らなほく

ろ ■口唇メラノーシス ■太田母斑 ■異所

性蒙古斑  ■外傷性刺青  ■扁平母斑 
 

保険診療 太田母斑・異所性蒙古斑・外傷性

刺青・扁平母斑（2 回まで）に関しては保険治

療になります。3 割負担の場合、一回の照射で

大きさにより 6,000～11,850円かかります。 
 
保険外診療 上記疾患以外に対しては自費診

療となります。1平方センチメートル以内であれ

ば 8000 円、それ以上の大きさのものに対して

は 1 平方センチメートル毎に 1000 円が加算さ

れます。また局所麻酔をご希望の方は 500 円

加算いたします。（金額は消費税別） 
 
施術とそれに伴う痛み 施術は基本的に麻酔

無しで行われますが、局所麻酔下で行うことも

可能です。麻酔無しで行う場合、保冷剤で冷

やしながら照射します。その場合、輪ゴムでは

じかれたような痛みがあります。少しヒリヒリ感が

続くこともあります。照射後は患部を 5～10分、

アイスパックで冷やします。 
 
施術後の処置 レーザー治療後、照射部はや

けどの状態になりますので、医師の指示に従

って処置をしていただきます。 

●処方された軟膏を患部に塗布した後、フィル

ム付ガーゼで保護していただきます。一週

間から 10 日でかさぶたの状態になります。

かさぶたは自然にはがれるまで無理にはが

さないようにしてください。 

●レーザー治療のあとは、肌が光線に対して

敏感になっています。特に紫外線に対して

は、十分な注意が必要です。かさぶたが取

れた後、外出の際等には日焼け止めクリー

ムなどを塗って、紫外線が当たらないように

してください。 

●レーザー照射部は炎症後色素沈着が起こり

一時的に黒くなりますが、3 か月から 6 か月

かけてゆっくりと薄くなります。しかし何度も

炎症後色素沈着を繰り返すと色が取れにく

くなってきますので、再照射が必要な場合で

も照射した時点より少なくとも 3 か月以上の

期間を空けて照射します。 

●ほくろに対しては瘢痕にならないよう少しず

つ照射しますので、消失するまでに何度も

照射する必要があります。 

●後天性真皮メラノーシスは照射後徐々に消

失するため、消失するまでに何か月もかかる

可能性があります。 
 
肝斑（かんぱん）の対応 前述の老人性色素斑

や後天性真皮メラノーシスに肝斑が合併して

いることが多々あります。その場合、肝斑がレ

ーザー治療の効果を削いでしまうため、まず肝

斑の治療としてトラネキサム酸（トランサミン）な

どの内服をしていただく場合があります。 
 

 詳しくは皮膚科にてご相談ください 

【担当：前田晃医師】 
 

皮膚科 月 火 水 木 金 土 

9：00～12：00 ●  ●  ● ● 

13：00～15：00      ● 

14：00～16：00 ●  ●    

16：00～19：00 ●      

火・木・日曜、祝日 休診 
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覚えておきたい 

救急車を呼ぶ時のポイント 
  

「こんな時、救急車

を呼んだ方がいい

の？どうすればいい

の？」。判断に困った

時に活用できる「救急

車を呼ぶべき症状」と「救急車を呼ぶ時のポイ

ント」をご紹介します。 
 

救救急急車車をを呼呼ぶぶべべきき症症状状  
  

１．頭 
 突然の激しい頭痛 

 突然の 40℃を超えるような 

発熱 

 支えなしで立てないくらいのふらつき 
 

２．顔 
 顔半分が動きにくい、または痺れがある 

 にっこりと笑うと口や顔の片方が歪む 

 ろれつが回りにくく、うまく話す事ができない 

 視野が欠損する（見え方が黒い部分があ

ったり、見えない部分があったりする） 

 物が突然 2重に見える 

 顔色が青白く、血色が悪い 

 吐血をしている（血を吐く） 
 

３．胸や背中 
 突然の胸痛  

 急な息切れがある。呼吸す

るのが苦しい 

 胸が締め付けられるような、または圧迫さ

れるような痛みが 2～3分間以上続く 

（糖尿病の持病がある場合、背中に痛み

が出たり、肩こりが強くなるように感じたりす

る事もある） 

 痛む箇所が移動する 
 

４．腹 
 突然の激しい腹痛  

 持続する激しい腹痛 

 下血がある。そして量が多い 
 

  
５．手足 
 突然手足が痺れる 

 突然、片方の手や足に力が入らなくなる 
 

６．その他 
 意識の障害がある（返事がない、または話

している内容がおかしい） 

 けいれんがある 

 冷や汗を伴うような強い吐き気。または嘔

吐をしている 

 食べ物が喉に詰まり、唇が青く呼吸が苦しい 

 大量の出血を伴うけががある 

 広範囲のやけどがある 

 高所から転落し、頭を打った 

 

救救急急車車をを呼呼ぶぶ時時ののポポイインントト  
  

救急車を呼ぶ時の番号は「119番」 
救急車を呼ぶかのどうかの判断に困ったら、 

・成人の場合「♯7119」（救急相談窓口） 

・小児の場合「♯8000」（小児救急相談） 
 

救急車を呼んだら用意しておくもの 
●診察券  ●保険証 ●お金 ●靴  

●普段飲んでいる薬 

※乳幼児の場合、上記に加えて  

●母子手帳 ●紙おむつ ●哺乳瓶 ●タオル  
 

救急車が到着したら伝える事 
 事故や具合が悪くなった状況 

 救急隊員が到着するまでの状態の変化 

 行った応急処置内容 

 持病や具合の悪い情報 

 かかりつけ医 

 普段飲んでいる薬 
 

救急車や救急医

療は、緊急で医

療を必要とする

方のためのもの

です。いざという

時に本当に救急

医療を必要としている方に適切な医療が

行き渡るよう、本当に救急車を呼ぶべき症

状のポイントを知っておいてください。 
 

https://www.ishamachi.com/?p=2308
https://www.ishamachi.com/?p=12862


しおさき 141 号  2022.9（4） 

    

リ・ハ・ビ・リ・通・信 
 

リハビリテーション科からイベントやリハビリに

関するいろんな分野の情報を皆様の元にお届

けします。 

「リガクラボ」 

リガクラボというサイトをご存じでしょうか。日

本理学療法士協会が運営しているWEB メディ

アです。リハビリのことはも

ちろんですが、身体の不調

に対する対策など、有益な

情報が満載なので、スマー

トフォンをお持ちの方はぜ

ひチェックしてみてください。   [リガクラボ]  

 
 

すきま時間体操 

「「かかかかとと上上げげ運運動動（（ヒヒーールルレレイイズズ））」」  
 

回数；初心者-10回 2-3セット 

     中級～上級者-20回 2-3セット 

かかと上げ運動を紹介します。かかと上げは

ふくらはぎの筋肉に効果があります。専門的に

いうと、腓腹筋とヒラメ筋の２種類を指します。こ

れらの筋肉を鍛えることで歩く時の歩幅が大き

くなり、転倒予防につながったり、「第二の心

臓」と言われるゆえんの筋ポンプ作用（足に溜

まる血液を心臓に戻す作用）の効果がありま

す。 

運動方法として、最初は両足で始めて、慣

れてきたら片足で挑戦してみるのもいいかもし

れません。次の日に疲れの残らない範囲で、

どんどん身体を動かしていきましょう。  

 

 

 

 

 

 

（リハビリテーション科/三木原） 

 

 

第 2回勉強会のご案内 

 

第 2回勉強会「糖尿病の運動療法～大塩公

園を歩こう！～」を開催します。一緒に楽しく体

を動かしましょう。  
開催日時  10/27(木) 13：30～14：30 

場所・内容 井野病院 2階会議室で集合 

→大塩公園でウォーキング  
※コロナ情勢により変更の可能性があります 

 

 

お料理のコーナー  
コロナ禍での自粛生活で毎日の食事作りに

困っているという方のために、栄養バランスの

よい簡単おいしいレシピをご紹介します。今回

はＫ.Ｔ会員さん作です。 
 

舞茸の炊き込みご飯 

【材料（2人分）】 
米…1合（150g） 
舞茸…50g  人参…20g 
油揚げ…10g 
減塩醬油…10g 
だし汁（あごだし）…炊飯器 
の 1合の目盛りまでの分量  大葉…1枚 
 
【作り方】 
① 米を洗い、ざるにあげて 30 分おく。舞茸は

手でほぐし、人参は 3 ㎜幅の細切り、油揚

げは 1㎝幅の短冊切りにする。 
② 米を炊飯器へ入れ、だし汁を 1合の目盛り

まで入れ、減塩醬油を加えて軽く混ぜ合
わせる。 

③ ②に舞茸、人参、油揚げを入れて炊く。 
④ ご飯を茶碗に盛り付け、千切りにした大葉

を飾る。 
 
【栄養価（1人分）】  
エネルギー288kcal たんぱく質 6.8g 塩分 0.5g 
 
【ワンポイントアドバイス】 

舞茸の炊き込みご飯に合うおかず⇒（主菜）鮭

のホイル焼き （副菜）チンゲン菜とジャコの和

え物 （汁物）野菜たっぷり豚汁風 
 
☆肉や魚などたんぱく源になる料理や、野菜

料理を組み合わせてバランスよく食べましょう。 

☆汁物は汁を少なく、具を多くして塩分を控え

ましょう。          （管理栄養士/末國）  
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日々の変化を楽しむ 

コロナ感染対策で行動制限が厳しい毎日で

す。その中にあっても入居者の皆様には季節

の変化を楽しみながら過ごしていただきたいと

スタッフ一同いつも考えています。 

土用の丑の日

にはイベント食「う

なぎ丼定食」を提

供。夏を感じなが

ら、脂ののった鰻

に舌鼓を打っておられました。 

七夕には笹に色とりどりの笹飾りや願い事を

書いた短冊を飾り付けました。短冊には「コロ

ナが早く収束しますように」「一本杖で一人で

外出ができるように」など思い思いの願いが書

かれていました。 

 

 

 

 

 

 
 

清潔な住環境を 

館内共有部は清掃業者ダ

スキンさんがいつも綺麗にし

てくださっています。優しい

笑顔で黙々と業務に携わっ

ておられます。「細やかなと

ころまで綺麗にしょうと心掛

け、特にトイレやお風呂を重

点的にお掃除しています。」とのこと。おかげで

いつも美しく清掃された館内で気分良く快適

に過ごすことができます。 

様々な業種のスタッフが協力しあい、しおさ

きケアコートには良い雰囲気が満ちているよう

に思います。（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  

 
 
 
        

夏祭り 

デイケア  夏祭りを行いました。コロナ感染対

策のためソーシャルディスタンスを保ちながら

の開催となりましたが、参加して下さった利用

者様と楽しいひと時を過ごすことができました。 

日によって出し物は違いましたが、どれも好

評で、皆様笑顔。特に好評だったのが職員に

よる盆踊りで、利用者様も自席で踊られていま

した。また、涼を感じてもらおうとかき氷を提供

させていただいたところ、「久しぶりに食べると

美味しい」等の言葉をいただき、やって良かっ

たと思いました。 

今後も、感染

対策を徹底しな

がら行事を行っ

て行きたいと思

います。（姫野） 

 

 

 

 

 
 

精進料理 

入所  8/１３のお盆に精進料理を提供しまし

た。皆さん「もう盆か～。」「珍しいご飯やな

～。」などと話をしな

がら美味しそうに召し

上がっておられまし

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  
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入浴用滑り止めマットのご紹介 

高齢者の入浴中や入

浴介護で多いのが転倒

の事故です。洗い場や

お風呂の中など、ふとし

た時に滑って転ぶ危険

があります。 

介護において、入浴中はとても事故が多くな

る場所です。 
 

入浴中はこんな事故に注意 

■ 立ち上がりや歩行時の転倒 

■ 浴槽内で姿勢を維持できず溺れる 
 
そんな時に安心して入浴するための道具の

1 つが滑り止めマットです。浴槽内や洗い場に

敷き、転倒防止に使用します。入浴用の滑り止

めマットは、その名の通り「お風呂での転倒を

防ぐための商品」です。 

   
 
サーブおすすめの商

品は、オーバルリンク

マットタイプ（メーカー

弘進ゴム） 

Lサイズ（38×70×0.2cm） 

定価 6,380円（税込） 

サーブ販売価格  5,742円（税込） 

＊滑り止め効果抜群 

＊軽くて高齢の方にも取り扱いやすくお湯の

中に簡単に沈みます 

＊すぐに乾き清潔に使えまた、抗菌、防カビ加

工で衛生的です 
  

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

  

防防災災ググッッズズ  
避避難難のの時時にに必必要要ななもものの  

  
地震・台風・豪雨などの自然災害はいつや

ってくるかわかりません。避難の時に必要な「持
ち出し用」の防災グッズを紹介します。日頃から
準備しておきましょう。 

  
飲料水 1人あたり「3 リットル×3日
分」の保存水。保存期間が過ぎたら
新品に交換する。非常用持ち出し袋

の中にも「500ｍｌのペットボトル 4本」といったよ
うに小分けにして準備。 

  
食料 調理の必要がないレトルトご
飯・缶詰・お菓子・乾パンなど。賞味

期限に注意しながら「人数×3日分」
程度準備。 

  
衛生用品・生理用品  トイレットペー
パー・除菌ジェル・マスク・歯磨きシー
ト・タオル・ウェットティッシュなどを家

族の人数分用意。女性の場合、1～2日分の生
理用品、小さなお子さんがいる場合、おむつ・
おしりふき・消臭袋等。 

  
医薬品 応急手当できる程度の救急
セット。持病がある人は常備薬・お薬
手帳。鎮痛剤・胃腸薬・整腸剤など、
体調変化に対応できる医薬品。 

  
貴重品 避難所での生活に必要な
最低限のもの。小銭を中心とした現
金、身分証明書・健康保険証のコピ

ー・印鑑。銀行口座や保険に関するメモ。 
  

照明器具 懐中電灯・ライト・ランタン。
予備の電池。 

 
情報収集ツール 防災ラジオ。手回
し式の充電機能がついているものを
選ぶとよい。 

  
季節用品 夏は虫除けスプレー・日焼

け止め、冬は防寒具・靴下・カイロ等。
梅雨・台風の季節はレインコート等。 

  
各家庭の事情に応じた備え 乳幼
児は抱っこひも・ミルク・哺乳瓶、ペッ
トにはペットに必要な防災グッズ等 

  
小物類 筆記用具・耳栓・ビニール
袋・ライター・軍手・スマホのモバイル
バッテリー・災害用ホイッスル等  
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海を作ろう‼ 

ミーン、ミンミン♪と蝉の鳴き声が嬉しい

子どもたち。自然から季節を感じ、夏の遊び

を楽しんでいます。長い廊下や保育室の壁面

には、みんなで海の生き物を作り、飾ってい

ます。「うみはひろい

な〜おおきいな〜♪」

と曲を聞いたり、絵本

を見て海のイメージ

を広げていきます。オ

リジナルの模様を考え

て魚やクラゲを作ったり、画用

紙で大きな輪つなぎをしてタ

コ作りもしました。 

年長クラスでは絵の具を使

って海の絵にもチャレンジ。ま

るで廊下や保育室が海の中にあるような楽

しさです。 

保育園にはカニもよく遊びに来ます。発見

すると「カニさんがいたー‼」と大盛り上がり。

小さなクラスの子どもたちも不思議そうにカ

ニが歩く様子を見ています。 

楽しい体験から様々なものに興味を持ち学

びのある毎日を過ごしてほしいと思います。 

 

 

感覚遊び 

夏の厳しい暑さの中、少しでも涼しく遊び

たい‼そこで、子どもたちがチャレンジしたの

は…感覚遊び。 

1 歳児さんは、ひんやり氷遊び☆指で冷た

さを感じ初めはツンツンと触っていましたが、

氷の中のおもちゃを取りたくて両手で掴んで

遊んでいました♪ひえひえ〜、他には金魚す

くいにもチャレンジをしていました‼ポイで上

手にすくえたね。夏遊び万歳。 

2 歳児さんは、寒天遊び☆「つるつるして

る〜!!」「つめたーい‼」と会話を楽しみなが

ら寒天に触れ、握ったり

つぶしたりしながら形

を変えて楽しみました

♪最後はカップに入れ

てジュースやアイスを

作ってお店屋さん気分。 

大きいクラスの子ど

もたちは、泥あそび !! 

ダイナミックに泥の中

へ入っていく子どもたちの笑顔はキラキラで

した!! 目には見えない様々な感覚を使って

のびのび育ってほしいと思います。（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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                         10月 10日は「目の愛護デー」 
 

 目は外からの情報を得

るための大切な器官です

が、パソコンやスマートフ

ォンなどの普及により私 

たちは目に負担をかけることが多い生活を送っ

ています。また、加齢とともに白内障や緑内障、

加齢黄斑変性などの目の病気にかかる人も増

えています。この機会に、目の健康を意識して

みては如何でしょうか。目に良い栄養素は様々

ありますが、今回はビタミン A、ビタミン B 群、ル

テインの 3種類に絞ってご紹介します。 
 
◆ビタミン A（レバー、うなぎなど）、β-カロテン 
（人参、ほうれん草など） 

ビタミン A は、網膜に存在する「ロドプシン」とい

う色素たんぱく質の材料となります。「ロドプシ

ン」が不足すると暗順応が低下したり、夜盲症を

発症したりします。β-カロテンは体内でビタミン

Aに変換される前の段階の物質で、目の粘膜や

網膜を健康に保ち、疲れ目や目の乾燥を防ぐと

言われています。 
 
◆ビタミン B群 

・ビタミン B1（豚肉、玄米など）視神経の働きを高

め、眼精疲労や目の充血などを軽減します。 

・ビタミン B2（卵、納豆、乳製品など）粘膜の状

態を良好に保ち、角膜炎を防ぐ効果が期待で

きます。 

・ビタミン B6（まぐろ、鶏肉、バナナなど）水晶体

や毛様体筋の主成分となるたんぱく質の代謝

を高めます。 

・ビミタン B12（レバー、牡蛎、チーズなど） 視神

経の機能を正常に保ち、目の疲労回復や疲れ

による視力低下を防きます。 
 
◆ルテイン（ケール、ブロッコリー、ほうれん草など） 

ルテインは、強い抗酸化作用を持つカロテノイド

の一種で、目の老化を引き起こす活性酸素を

抑えたり、ブルーライトや紫外線を吸収したりす

る働きがあると言われています。体内では合成

できず、喫煙や加齢、紫外線によって減少して

いくため日々の食事から摂取する必要がありま

す。脂溶性のため脂質と一緒に摂ると吸収率が

高まります。 

ほうれん草と南瓜の皮なしキッシュ 
                     
【1人分栄養価】  
エネルギー210kcal たんぱく質 14.6ｇ 

脂質 12.1g 炭水化物 14.1ｇ 

レチノール活性当量 412㎍ 食塩相当量 1.0ｇ    
【材料】 (3人分) 

南瓜…150ｇ 

ほうれん草…100ｇ 

しめじ…50ｇ 

ツナ…1缶 

卵…2個  

塩…小さじ 1/6 

コンソメ…小さじ 1 

牛乳…100ｍｌ 

粗挽きこしょう…少々 

ピザ用チーズ…20ｇ    
【作り方】 

① 南瓜は 7ｍｍ程度の薄切りにする。耐

熱容器に入れてラップをし、600Ｗの

電子レンジで約 2分加熱する。 

② ほうれん草は 3ｃｍ長さに切り、しめじ

は小房に分ける。南瓜を取り出した

①の耐熱容器にほうれん草としめじ

を入れてラップをし、600Ｗで 1分 30

秒加熱する。さっと水にさらして水気

をしぼったらツナ缶を加えて混ぜて

おく。 

③ オーブンを 200℃に余熱する。耐熱

皿にクッキングシートを敷き、①と②

を交互に重ね入れる。 

④ ボウルにＡを合わせてよく混ぜ、③

に流しいれ、上からピザ用チーズを

のせる。 

⑤ 200℃のオーブンでこんがりと焼き

色が付くまで 30 分程度焼く。 

（管理栄養士/豊田） 

A 

主菜 1.5SV 

副菜 
1.5SV 牛乳・乳製品

0.5SV 


