
～からだに優しい糖尿病食～
糖尿病食は、特別な治療食ではなく、いわゆる「健康食」です。
糖尿病食の基本は、
①腹八分目
②食品の種類はできるだけ多くとる
③脂質は控えめ
④食物繊維の多い食品をとる
⑤規則正しい食事（欠食しない・同じ時間に食事する）
⑥よく噛むこと
決して難しいことはありません。
血糖値が高めの方、健康を意識される方も健康食を始めてみませんか？

健康アドバイス

ご案内

月　　火　　水　　木　　金　　土

○　　○　　○　　／　　○　　
○　　○　　○　　○　　○　　○  9：00～12：30

16：00～19：00

内科・リウマチ科

15：00
まで

休診日 ：日曜・祝日（急患は、電話でご相談ください）
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日にち 診療時間 担当医受診科

膠原病
リウマチ科

脳外科

難波 良文先生

今野 陽介先生

南　 政博先生

橋詰 謙三先生

守田 吉孝先生

整形外科

整形外科

整形外科

当院には定期的に各科の
医師が診察に来ています。
受診希望の方はまず当院
医師にご相談ください。

16:00～19:00
17:00～19:00
9:00～15:00
16:00～19:00

9:00～15:00

8月   1日(月)

8月13日(土)

8月   3日(水)
8月   5日(金)
8月12日(金)

今野 陽介先生整形外科 16:00～19:008月26日(金)
南　 政博先生脳外科 16:00～19:008月22日(月)

8月17日(水)
整形外科 難波 良文先生17:00～19:008月17日(水)

受診案内

予約制となっています。Schedule

このボリュームで450kcal（ご飯抜き）、食塩5g！
※2月6日：ゆうゆう会（糖尿病患者会）での食事

脳外科

整形外科

膠原病・リウマチ科
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健康アドバイス

夏休み、家族で旅行や帰省も多い季節です。
楽しみにしている旅行も体調を崩してはガッカリです。
乗り物酔いの対策は万全ですか？

乗り物酔いとは、専門的には「動揺病 」と呼ばれています。船やバ
ス、電車、飛行機などに乗っている時に、顔面蒼白になり、吐き気や
冷や汗が出て、生唾がこみあげ、脱力感や無力感、無気力、思考力
の低下などといった症状が現れます。更にひどくなれば嘔吐などの
症状が現れます。

さっぱりバンバンジーと
キャベツの塩レモン和え

睡眠はたっぷりと 酔いやすい人は酔い止めや
エチケット袋でいつでも安心！

「酔わない！」という気持ちも大切
それでも具合が悪くなった時は
我慢しないで、早めにまわりの人に
知らせましょう！

遠くの景色を眺めて
リラックス

腹ペコではダメ
軽く食べて来よう

ちゃんと準備をすればもしもの時も大丈夫ちゃんと準備をすればもしもの時も大丈夫ちゃんと準備をすればもしもの時も大丈夫

乗り物酔い
大丈夫ですか！
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さっぱりバンバンジーとさっぱりバンバンジーと
キャベツの塩レモン和えキャベツの塩レモン和え

作り方

材　料（4人分）

鶏もも肉
トマト
玉ねぎ

240g
1 個
1/3 個

青じそ
酒
すりごま

2枚
大さじ2
大さじ1/2

キャベツ
レモン

240g
1/2 個

塩
こしょう

0.5g
少々

小さじ2
小さじ1
少々

砂糖
しょうゆ
塩・こしょう

小さじ2
3ｇ
小さじ2
大さじ2

（調味料）
すりおろしにんにく
しょうが
ごま油
酢

①耐熱皿に鶏肉をのせ、酒をまぶし、ラップをかけて電子レンジで3分半～4分加熱します。
②鶏肉をひっくり返し、2分加熱します。
③玉ねぎは縦薄切りにし、水にさらしておきます。青じそとしょうがは粗みじん切りします。
　トマトは5mmの輪切りにします。
④鶏肉を1cm幅に切り、玉ねぎ、トマト、青じそを添え、すりごまをかけます。
⑤合わせた調味料に付けて、お召し上がりください。

エネルギー 171kcal・食塩 1.3g ・カリウム585mg ・
リン204mg /1 人前

暑い日が続き、食欲が低下しますね。
さっぱりとした酸味や青じその香り、
シャキシャキとした歯ごたえは
食欲をアップさせます♪

バンバンジー

①キャベツをざく切りし、茹でます。
②レモン1/4個分はいちょう切りします。
③ 茹でたキャベツに塩とレモン汁加え、こしょうを振ります。
④「③」を器に盛り、いちょう切りしたレモンを飾ります。

キャベツの塩レモン和え

夏にピッタリ！

バンバンジー

キャベツの塩レモン和え
ちゃんと準備をすればもしもの時も大丈夫
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Guide

Advice
おさふねクリニックでは、健康教室や
各会を毎月予定しています。
興味ある方はクリニックスタッフまで
お問合わせ・お申込みください。
※定員に制限がある場合がございます。

病気でなくてもこんなに変わる知っておきたい検査の変動要因。
疾患データベースに基づく検査による病態診断の実際。
日常臨床の90%をカバーする基本検査の使い方・読み方をマスター。
検査をもっと深く理解できる資料集(基準範囲図表、保険収載年表、特殊検査一覧、…)。 

予 定ScheduleSchedule
2011年 教室予定一覧 8月

9月
10月
11月
12月

糖尿病
関節リウマチ
透析
糖尿病
腎臓病

合併症を防ぐには
関節が痛いと思ったら
透析総会
ゆうゆう会 あるこう会
テーマ 未定

おさふねクリニック
患者会に入会
しませんか？

おさふねクリニック
患者会に入会
しませんか？ リウマチ膠原病患者さんとご家族を

中心とした会です。定期的に勉強会
を開催しています。
会費は無料です。

日本糖尿病協会の支部会で、糖尿病
患者さんとご家族を中心とした会で
す。定期的に健康教室や歩こう会を
開催しています。会費は3,000円です。

入会希望の方はクリニックスタッフへ
申し出ください。

Research AchievementResearch Achievement 研究業績

「血圧管理に難渋しているCKD患者」
第55回 岡山腎不全食研究会 IN 川崎医科大学

第3回 東備リウマチ研究会

症例提示：片山 敬子
アドバイザー：中村 明彦

「内科クリニックにおける理学療法の試み」 理学療法士：清瀬 直子

日本透析医学会　地方学術集会
「血液透析患者に対する理学療法の有用」 理学療法士：清瀬 直子

尾三地区ナースカンファレンス
「内科クリニックにおけるリウマチ診療の実際」～自己注射指導～

看護師長：中田 淳子

日本教育研究センターより出版された本を一部執筆しました
「エビデンスに基づく検査診断 実践マニュアル!」

執筆（検査項目編、付録）：河口 宏美

監修：市原 清志/河口 勝憲（￥4,935）
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