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－－  皮皮膚膚科科よよりり  －－    
巻巻きき爪爪ででおお悩悩みみのの方方へへ  

 

巻巻きき爪爪ととはは  
主に足の親指の爪に

みられ、爪が過度に巻い

て、脇の皮膚に食い込ん

でいる状態をいいます。

初期ではつま先の疼痛、

発赤が起き、進行すると炎症を起こして化膿し

たり、激痛で歩きづらくなったりします。 
  

巻巻きき爪爪矯矯正正ににつついいてて  
『巻き爪マイスター』という装具を用いて矯正

を行います。ワイヤー法と比べて装具の痛み

がほとんどなく、装着にかかる時間も比較的短

時間ですみます。 

 

  
    
  

巻巻きき爪爪ママイイススタターーのの長長所所  
 爪に穴を開けないので、爪が硬くて分厚い

方でも比較的短時間で処置が終了 

 爪に穴を開けないので、超弾性ワイヤー

（マチワイヤー）と比べて爪が割れにくい 

 超弾性ワイヤー（マチワイヤー）と違い、過

矯正になりいくい 

 処置は基本的に無痛 
  

料料金金  
矯正装具装着 8,500円 

（自費：診察料・手技料・材料費として） 
 
 

 詳しくは皮膚科にてご相談ください 
  

  
  

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  

  
【7/1付】  整形外科 

火 荻野壮太医師 → 山本茜医師 

金 山本茜医師 → 岡島貴大医師   
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。 

 

整形外科  岡島
おかじま

 貴大
たかひろ

 医師 

■出身大学：福井大学（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：患者様の症状、困っ

ていること、希望をよく聞き、一緒

に治療・方針を考えていければと思います。気

軽にどんなことでもご相談ください。 

■趣味：スポーツ観戦 

 

 

 

 

姫姫路路市市住住民民検検診診  
特特定定健健康康診診査査をを受受けけよようう  

  
5月に市町村からの特定健康診査の無料ク

ーポン券が届いた方は自分の生活を見直す必

要があるかどうかを調べるチャンスです。是非

有効期間内に検査を受けましょう。 

詳しくは井野病院受付にお尋ねください。 
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安心と信頼の医療

福祉を提供する 

https://medicalnote.jp/diseases/%E8%86%BF
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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 土曜日 15:30 または 16:00 

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  

 
  
  
  
  
  

厨厨房房移移転転工工事事ののおお知知ららせせ  
 

井野病院の厨房移転工事を予定しています。

現しおさき訪問看護ステーションの建物を取り

壊し、新たに井野病院厨房の建物を設置する

予定です。安全確保に十分な対策を立てて進

めていきます。 

工事の期間中は工事車両及び作業員が出

入りしたり、騒音が発生する場合があります。皆

様方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 

 工事概要：厨房移転工事（井野病院北側、

現訪問看護ステーションの建物） 

 工事期間： 

開始予定 令和4年7月下旬 

終了予定 令和5年春頃 

（状況により変更の可能性あります） 

  

熱熱中中症症にに気気ををつつけけよようう  
 

熱中症とは、体温が上が

り、体内の水分や塩分のバ

ランスが崩れたり、体温の調

節機能が働かくなったりして、

体温の上昇やめまい、けい

れん、頭痛などのさまざまな症状を起こす病気

のことです。 

症 状 対応 

 立ちくらみ（脳への血流が瞬間的
に不十分になったことで生じる） 

 筋肉痛、筋肉の硬直（発汗に伴う
塩分の不足で生じるこむら返り） 

 大量の発汗 

現場で 
応急 
処置 

 頭痛、気分の不快、吐き気、嘔
吐、倦怠感、虚脱感 

病院へ 
搬送 

 意識障害、けいれん、手足の運動
障害 

 高体温（体に触ると熱い。いわゆ
る熱射病、重度の日射病） 

入 院 し
て集中
治療が
必要 

 

熱中症を予防するには？  
  

暑さを避ける 外出時にはなるべく日陰を歩

き、帽子や日傘を使う。家の中では、ブラインド

やすだれで直射日光を遮り、扇風

機やエアコンで室温・湿度を調整

する等。 

服装を工夫 外からの熱の吸収を抑え、体内

の熱をスムーズに逃がす服装。素材は吸収性

や通気性の高い綿や麻など。熱がこ

もらないよう襟ぐりや袖口があいたデ

ザインがおすすめ。 

こまめな水分補給 のどが渇く前にこまめに

水分を補給。コーヒーや緑茶などのカフェイン

が多く含まれている飲物、アルコール類は利

尿作用があるので適さない。水分だけでなくミ

ネラルも補給する。スポーツ飲料は

糖分が多いので飲み過ぎに注意。

ミネラルを補給するには、麦茶など

のほうがいい。 

暑さに備えた体作り ウォーキングや

ランニングなどの運動で汗をかく習慣

を身につけておく。日頃から暑さに身

体を慣らしておく。 

  
気温や湿度の高い日には特に気をつけましょう。 
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リ・ハ・ビ・リ・通・信 
 

今回よりリハビリテーション科から皆様にとっ

て有益となり得る情報を発信する場を設けまし

た。体操であったりイベント関連であったりと、リ

ハビリに関するいろんな分野の情報を皆様の

元にお届けしたいと思っています。 
 

「理学療法の日」 

理学療法の日があることをご存じでしょうか。

昭和 41 年に第１回理学療法士国家試験が開

催され、この試験に合格した 110 名の理学療

法士によって、7月 17日に日本理学療法士協

会が結成されました。理学療法の日はこの日

本理学療法士協会結成の日にちなんで制定

されました。 

理学療法を簡単に説明すると、怪我や加齢

等で障害を持った方々に対して日常生活動作

（起き上がりや歩行等）の改善を図り、最終的

にQOL（生活の質）の向上を目指します。理学

療法士は動作を診る専門職といえます。 

 

すきま時間体操 

「「椅椅子子をを使使っってて立立ちち座座りり」」  
 

効果：下半身 

目安：初心者：10回１セット 

   中級～上級者：10回２～３セット 

椅子を使って立ち座りの運

動を紹介します。椅子から立

って座るのみ。これだけです。

この動き、あの運動に似てい

ませんか？ 

そうです。スクワットと同じ

動きです。スクワットと同じ筋

肉を鍛えることができます。さ

らにスクワットの注意点の一

つに「膝の負担がかかるため、

膝をつま先より出さないこと」

とあるのですが、椅子の立ち

座りではこの注意点も必要あ

りません。ぜひ、すきま時間にお試しください。 

（リハビリテーション科/三木原） 

 

 

 

 
 

第 23回汐咲友愛会総会並びに第 1回勉強会開催 

記念撮影  6/1（木）、井野病院

中庭にある 20周年記念樹「友愛

の松」の前で、総会出席者と記

念撮影を行いました。「友愛の

松」は植樹した 2 年前に比べて

立派に成長しています。 

 

総会 井野病院 2階会議室で総会が 3年ぶり

に対面で開催されました（参加者は会員 9 名+

スタッフ 5 名）。神田会長が「会員の皆さんと共

に力を合わせて、友

愛会活動を楽しくや

っていきたいと思い

ます。」と挨拶。その

後、事業計画、会則変更等が承認され、総会

は無事に終了しました。 

勉強会 井野院長より「コロナ禍での糖尿病療

養における留意点」について講演をいただきま

した。内容は、①治療の継続をすること ②肥

満の防止 ③禁煙 ④コミュニケーションをとる

ようにすること ⑤体を動かすことで、いずれも

大切なことば

かりです。や

はり食事と運

動が大事であ

ることがわかりました。家の中でもできる運動を

教えていただいたので、早速実行したいと思

いました。久々の対面勉強会は大変役に立つ

内容でした。（会員 O） 
   

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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鍼灸で治療してみませんか？ 

 
かゆくてつら～い 

アトピー性皮膚炎 
 
 

アトピーとは… 
「よくなったり悪くなったりを繰り返す」 

「かゆい‼」 「皮膚の病変」 
 
 

 
東洋医学的には 

 胃腸機能の弱い体質 

 うるおい成分の少ない体質  

の人がなりやすいといわれています。そこへ暴

飲暴食や刺激物の接触・吸入や精神的ストレ

スが加わると発症しやすくなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

それぞれのタイプによって使うツボが変わって
きます。鍼灸治療では体質にあったツボに鍼

やお灸をしていきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
鍼灸で体質改善しませんか 
アトピー性皮膚炎は「かかない」ことがとって

も大事。お薬での治療やおうちでのスキンケア

に加えて、鍼灸治療で体質改善してみません

か? アトピー以外でもお困りの症状をお持ち

の方は、一緒に改善の糸口を見つけられたら

と思います。まずは、しおさき鍼灸施術所まで

お電話ください。 （平川） 

 
ししおおささきき鍼鍼灸灸施施術術所所  

TTEELL  ００７７９９--２２６６２２--６６００００７７  

木・日・祝日休み 月 火 水 木 金 土 
 9：00～12：00 ● ● ●  ● ● 
13：00～17：00 ●  ●  ●  
17：30～19：00   ●    

よく使われるツボ 

イライラ、カッカ、熱のたまりやすい 熱タイプ 

じめじめ、どろどろ、湿のたまりやすい 湿タイプ 

だるだる、ねむねむ 元気不足タイプ 

ぞくぞく、ぶるぶる冷えに弱い 寒タイプ 

かゆいところを 
冷やすと GOOD!! 

曲池 肘を曲げ
た時にできるシワ
の、外側の端っこ 

豊隆 膝のお皿
の下と外くるぶし
をむすんだ高さで 

脛の骨から指２本分外側 

食事の不摂生にも影響されやす
いタイプ、健康的な食生活を 

風門 下を向いたとき
に一番出っ張る骨(第 7
頚椎)から 2つ下に降り
た骨の、指 2本分外側 

ホットタオルで風門を温めてみよう 

気海 おへそから 

指２本分下 
 

しっかり保湿 

 

アトピーになりやすい体質 

アトピーのタイプ 

イライラ、カッカ 

熱のたまりやすい 

熱タイプ 

じめじめ、どろどろ、
湿のたまりやすい 
湿タイプ 

だるだる、ねむねむ 
元気不足 
タイプ 

ぞくぞく、ぶるぶる、

冷えに弱い 

寒タイプ 

・赤みが強い 

・乾燥気味 

・皮膚片がぽろぽろ 

・温めると悪化 

・ジクジク湿って
いる 

・温めると悪化 

・色素沈着 
・黒ずんだ皮膚 
・冷えが強い 
・冬に悪化 

・乾燥傾向 

・疲れやすい 

・不眠 

と
て
も
か
ゆ
い 

か
ゆ
み
は
ぼ
ち
ぼ
ち 

「胃」「脾」の 
弱い体質 

「腎」のうる 
おい成分が 
少ない体質 

食事の不摂生や 
ストレス、気候など 

かゆい!! 

かきむしる 

かゆかゆ 
ループ 
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春の彩り膳 

5 月のイベント

食は、旬の筍の

煮付けや赤飯、

天婦羅など、手の

込んだメニューを

楽しんでいただきました。「わ～、お祭りみたい

～！」と両手を合わせ、飛び切りの笑顔で喜ん

でおられました。 

給食委託業者の富士産業、

福井料理長に日々の食事に

ついて話を聞きました。「皆様

に喜んでもらえるように真心を

込めて調理をしています。だし

の旨味を活かしながら、色合いや食べやすさ

など同じ食材でも焼いたり蒸したり、アクセント

になる物を取り入れてみるなど工夫を凝らし、

飽きのこないようにしています。あく抜き・水気

を絞る・下茹でするなどの調理前のひと手間を

欠かさないよう、雑にならないように心掛けてい

ます。」とのこと。献立は富士産業の栄養士が

たて、スタッフの検食の感想も取り入れながら、

料理長と協議の上調理されます。入居者様の

食生活の充実と健康のために日々奮闘中で

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  
 
 
 
 

ウウククラライイナナ緊緊急急支支援援    
寄寄付付金金報報告告  

 
井野病院等に設置し

ている募金箱に集ま

った寄付金は、5/16

に在日ウクライナ大使

館の寄付金口座へ振込しました。ありがと

うございました。引く続きご協力をお願い

します。   【振込金額 68,421円】 

 
 
 
        

トライやるウィーク 

デイケア  今年は数年ぶりに中学生の職業

体験『トライやるウィーク』が開催され、大的中

学校の生徒 4 人がデイケアに来てくれました。

彼らが熱心に業務に取り組む姿を見て利用者

様は思わず笑顔。お互いに優しく語り掛け合う

姿が印象的でした。趣向を凝らしたレクリエー

ションを考えてくれ、利用者様と一緒に大いに

盛り上がる事ができました。来年もこのような体

験ができたら良いなと思いました。  （姫野） 

 

  

 

書道展 

入所  レクリエーションの時間に書道を行い、

利用者様の作品の展示会を開催しました。「こ

んなん書いたかな？」「上手に書けとるなあ」な

ど言いながら、展示作品をじっくりと見て楽しみ

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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雨の日も楽しいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨に入り、子どもたちはお気に入りの傘

をさし、長靴で水たまりを楽しみながら元気

に登園します。「先生―！お外雨降ってたよ

〜！」と嬉しそう。廊下のあじさいの花や、折

り紙で作ったカエルさんにも「おはよう〜」。

雨上がりのお散歩では、ゆ〜っくりと進む「か

たつむり」を発見し、虫かごに入れてじっくり

と観察。そして、クラスでは、「でんでんむーし

むし♪」と歌を楽しみながら手形を押して『か

たつむり』を作ったり、立体的な傘作りにチャ

レンジするクラスもありました。雨の日だから

こそ楽しめる経験を大切に過ごしていきたい

と思います。 
 

どんなお花が咲くのかな？ 

 

 

 

 

 

 
 

ばらぐみ(4歳児)、さくらぐみ(5歳児)の子

どもたちが種まきを楽しみました。この小さ

な種からどんな芽が出て、どんなお花が咲く

のかな？植物の生長を通して子どもたちは、

これから沢山の『不思議』に出会います。大き

くなるためには何が必要なのか？どんなお

世話をすれば良いのか。みんなで話し合った

り、本で調べたりしながら毎日学んでいきま

す。「見て！昨日より大きくなってる！」と生

長を喜んだり、「お水はどれぐらいあげれば

いいかな？」と考えたり。友だちと発見したり、

意見を出し合うことでみんなの心の芽も育っ

ていきます。お花もみんなも「大きくな〜れ」

これからが楽しみです。（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  

 

 

 

 
 
 

 
  

井野病院で使用しているおむつが好評！ 
サーブで販売中 

 
井野病院に入院中の患者様にご利用いた

だいているオムツが好評で、「退院後も使いた

い」というお声をよく聞きます。このオムツは医

療・福祉施設向けの商品で、肌ざわりや吸収

力に優れています。 

しおさきサーブでこのオムツを販売していま

す。在宅用に１パックからご購入いただけます

のでお気軽にご連絡ください。 

 

～医療・福祉施設向け～ 

大人用 紙おむつ 

 

  
 

パンツタイプ テープタイプ パッド 
 

各種タイプ、サイズ取り扱いしています。 
  

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

http://dongurihoikuen.cocolog-nifty.com/
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免疫力を 

高めよう 
 

免疫力とは、人の口や鼻などから侵入する

ウイルスや菌を排除したり、体内で発生するが

ん細胞などの病原体をやっつけたりする自己

防衛システムのこと。体内の免疫は 15 歳頃ま

でに完成した後、20 歳を超えると加齢とともに

免疫力は落ちていくといわれています。他にも

悪い生活習慣やストレスなどが原因で免疫力

が低下します。すると様々な感染症や病気に

かかったり、アレルギー体質になったりします。

これらを予防するため、日頃から免疫力を高め

る工夫をしておきましょう。 
 

免疫力を高める方法 

腸内環境を整えよう 免疫力を上げるため

に最も意識したいのが食事。免疫細胞の約

70％が腸の中に暮らしているため、腸内環境

を整える事は免疫力アップにつながります。栄

養バランスのとれた食事をし、水分も補給しま

しょう。食物繊維豊富な食品や善玉菌を増や

す乳製品（ヨーグルト・乳酸菌飲料・チーズ等）、

発酵食品（味噌・しょうゆ・納豆・漬物・キムチ

等）を積極的に摂りましょう。免

疫細胞自体によい食べ物と 

しては、細胞を作るために欠か

せないたんぱく質、免疫機能を維持してくれる

ビタミンA・ビタミンEがあります。その他、免疫

細胞を守る亜鉛や銅、マンガンなどのミネラル

類も大切です。 
 

質のよい睡眠をとろう 睡眠時間を確保す

ることも大切ですが、「質の良い睡眠」をとること

で免疫力が上がります。睡眠の質を高めるた

めに、①寝る2時間前は食べない、過度な飲酒

も避ける。②入浴時は湯船に浸かり、身体を温

める。③パソコンやテレビ、スマ

ートフォンなどの使用を控える。

これらを習慣づけましょう。 
 

体温を上げよう 体温が１度低くなると、免疫

力が約30%低くなると言われています。運動や

ストレッッチ、ウォーキング等を行い、筋肉をつ

けることで体温アップや基礎代謝の向上につ

ながります。お風呂に入るときは、38～40度の

ぬるめのお湯に20～30分漬かって体を温める

ようにしましょう。しょうがやニンニク、

タンパク質などを積極的に摂ること

でも体温が上がります。 
 

笑おう 笑うと免疫機能を活性化させるホル

モンが分泌され、免疫力がアップすると医学的

に証明されています。まずは笑顔

を作ることから始めてみましょう。ど

んな時も明るく、前向きに！      
 
 

夏の「土用の丑」の日になぜ、うなぎ？ 
 

土用とは、年に 4 回訪れる立春・立夏・立秋・立冬の直前の約 18 日間を指しま
す。4 つの土用の期間中には健康のために以下のものを食べるとよいと昔から言
われています。夏の土用に巡ってくる丑の日に、滋養のあるうなぎを食べて元気
になりましょう。2022年の土用の丑の日は 7/23（土）と 8/4（木）の 2回ありますよ。 

種類 時期 日※ 気をつける事  食べるとよいもの 

春土用  
4 月下旬 
～5 月上旬 戌

いぬ

の日 情緒不安定  
「い」のつくもの（いか・いわし・いちご等）
「白い食べ物」（豆腐・白いご飯等） 

夏土用  
7 月下旬 
～8 月上旬 丑

うし

の日 
夏バテ 
熱中症  

「う」のつくもの（うなぎ・梅干し・瓜等）、「黒
いもの」（シジミ、ナス、黒豆、黒ゴマ等） 

秋土用  
10 月下旬 
～11 月上旬 辰

たつ

の日 夏の疲れ 
「た」のつくもの（玉ねぎ・たこ等）、「青いも
の」（さんま・鯖等） 

冬土用  
1 月下旬 
～2 月上旬 未

ひつじ

の日 風邪 
「ひ」のつく食べ物（ヒラメ等）、「赤いもの」
（トマト等） 

「日※」は、12 日に一度巡ってくる十二支の日  
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夏バテ前に摂りたい栄養 
 

 今年の梅雨明けは異例の早さ

で、気温や湿度の高い日が続い

ています。既に体がだるく疲れや

すい、食欲がないなど、体の不調 

を感じている方もおられるのではないでしょうか。

そのまま本格的な夏バテにならないよう、偏食を

避けバランスの良い食事を 3食摂るように意識し

ていきましょう。 
 

＜＜意意識識的的にに摂摂りりたたいい栄栄養養素素＞＞  

ビタミン B 群  疲労回復に特に有効な栄養素

が、ビタミン B1、B2、B6、ナイアシン、パントテン

酸などのビタミン B群です。中でもビタミ 

ン B１は食事で摂った糖質をエネルギーに変え

るのに欠かせませんが、汗をかく夏場は消費量

が増え不足しがちになります。（多く含む食品…

豚肉や玄米、大豆、ウナギなど） 
 
ビタミン C 暑さやストレスに対する抵抗力を高

め、だるさや疲労感を取り除きます。（多く含む

食品…ブロッコリー、カラーピーマン、じゃが芋、

果物など） 
 
クエン酸  体内に取り入れた栄養素からエネル

ギーを産生する回路（クエン酸回路）をスムーズ

に回すために欠かせない成分がクエン酸です。

体内でのエネルギー産生がスムーズに行われる

ため疲労の軽減や早期の疲労回復が期待でき

ます。また、胃酸の分泌を活発にして食欲を増

進する効果もあります。（多く含む食品…酢、柑

橘類、キウイ、梅干しなど） 

 

 

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 
 

 

主菜 1.5SV 

副菜 
1.5SV 

豚肉の梅干し煮 
  
【1人分栄養価】  
エネルギー204kcal たんぱく質 11.7ｇ 脂質 9.8g 

炭水化物 15.7ｇ 食塩相当量 2.1ｇ    
【材料】 (2 人分) 

豚肉（しゃぶしゃぶ用） 

…100ｇ 

梅干し…大 2個  

玉葱…１個 

だし汁…3/4 カップ 

みりん…大さじ 1/2 

醤油…大さじ 1/2 

かいわれ菜…10g 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

 

 

 

 
    
【作り方】 

① 玉葱は 1cm 程度のくし切りにする。 

② 鍋にＡを合わせ、中火にかける。種を

取った梅干しをちぎって加え、煮立

ったら豚肉を入れる。 

③ ①を加え、玉葱が透き通るまで煮

る。 

④ 器に盛り付け、2cm長さに切ったかい

われ菜を散らす。 

※梅干しの種類や塩分により、醤油や

みりんの量を調整して下さい。 

（管理栄養士/豊田） 

A 


