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内科、リウマチ科、透析内科、
糖尿病内科、腎臓内科、消化器内科

受診案内

お知らせ

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

火曜日午後の内科外来を開始しました
平成29年5月より火曜日午後の内科外来を開始しました。
担当医は副院長、受付時間は16：00～19：00です。

内科外来の担当医変更のお知らせ

お盆の内科外来について
お盆は平常通りの診療を行います。

平成29年8月19日（土）  ……………
平成29年10月27日（金）・28日（土） …

予約制です

日にち 診療時間担当医診療科

6月 10日(土)橋詰 謙三先生

南　 政博先生
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片山 信昭先生

難波 良文先生
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科

森田 一郎先生
フ
ッ
ト
ケ
ア

内
視
鏡（
胃
カ
メ
ラ
）

石山 修平先生

藤村 宜憲先生

9：00～12:30

6月 7日(水)
17：00～19:00

6月 21日(水)

9：00～12:30

9：00～12:30

6月 3日(土)

6月 17日(土)

6月 5日(月)

6月 19日(月)
16：00～19:00

9：30～11:30

10：00～12:00

9：00～12:00

6月 3日(土)

6月 14日(水)

6月 24日(土)

14：30～16:00
6月 3日(土)

6月 10日(土)

西田 圭一郎 先生 6月 14日(水) 15：30～

院長  →  副院長

院長  →  副院長

●

●
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健康アドバイス

食中毒を予防しましょう！
細菌が原因となる食中毒は気温や湿度が高くなる6月から8月にかけて増えていきます。

適切な対応を心がけることで、食中毒を防ぐ事が出来ます。
旅行などに出かける方も多いと思いますので、食中毒にならずに楽しく元気に過ごしましょう！！

おう吐や下痢の症状は、原因物質を排除しようという体の防御反応です。　
医師の診断を受けずに、市販の下痢止めなどの薬をむやみに服用することは
しないようにし、早めに医師の診断を受けましょう。

食中毒を引き起こす主な原因は、「細菌」と「ウイルス」
です。これからの時期に増えるのが「細菌」による食中
毒です。主な細菌は、腸管出血性大腸菌（O-157、O-111
など）やカンピロバクター、サルモネラ菌などです。食中
毒を引き起こす細菌の多くは、室温（約20℃）で活発に

食中毒を予防するために３つの原則があります。
①細菌を食べ物に「つけない」
②食べ物に付着した細菌を「増やさない」
③食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」

こまめに手洗いと調理器具などをきれいに洗いま
しょう。特に生の肉や魚を扱った後はこまめに洗い
ましょう。

しっかり過熱しましょう。ほとんどの細菌はしっかり
過熱することで死滅します。肉や魚などはもちろん
野菜も過熱して食べましょう。中心温度75℃で1分
以上加熱が必要とされており、肉で言えば全体が赤
色から茶色に変わったのが目安になります。  　　
また、調理器具なども熱湯などでこまめに殺菌する
ことをおすすめします。80℃なら5分、85℃なら1分以
上の煮沸が必要になります。難しければ、塩素系薬
品などを使用しましょう。

低温で保存しましょう。細菌は高温多湿で増殖が
活発となります。特に肉や魚などの生鮮食品やお
総菜などはすぐに冷蔵庫で保存しましょう。細菌
は10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス
15℃以下では増殖が停止します。また、冷蔵庫は
湿度も20％前後のため、湿度の面でも増殖を抑え
る事が出来ます。

食中毒は何故起きるの？

食中毒を予防するにはどうする？

食中毒かなと思ったら

②増やさない①つけない ③やっつける

増殖し始め、人間や動物の体温ぐらい（36℃前後）の
温度で増殖のスピードが最も速くなります。また湿度が
40％～60％で細菌が最も増殖しやすくなります。その
ような細菌が増殖した食品を食べることで、吐き気や
嘔吐、腹痛や下痢などを引き起こします。

1. つけない 3. やっつける

2. 増やさない
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研究業績

一人前の栄養価
エネルギー /137kcal
たんぱく質 /13.7g、カリウム /324mg
リン /183mg、食塩 /1.5g

作り方

材料 4 人分

1

2

3

4

5

第60回日本糖尿病学会年次学術集会
　　　 平成29年5月18日（木）～20（土）　＜名古屋国際会議場他＞
・SGLT-2阻害薬の血糖降下作用と体組成の変化に関与する因子の検討・SGLT-2阻害薬の血糖降下作用と体組成の変化に関与する因子の検討

那須由美

アジのタタキ ～ゴマ酢仕立て～

アジ
青じそ
みょうが
生姜
青ねぎ

（ 調味料 ）
醤油
みりん
酢
すりごま

240ｇ
4枚（2ｇ）
1個（30ｇ）
2片（30ｇ）
20ｇ

大さじ 2（36ｇ）
大さじ 2（36ｇ）
大さじ 1（30ｇ）
大さじ 2（18ｇ）

青じそ、みょうが、生姜はせん切り、青ねぎは小口切りにする。

刺身用のアジを細切りする。

調味料を混ぜ合わせる。

アジと①の薬味を絡める。

皿に④を盛り付け、上から③の調味料をかける。

・・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・

6月に旬を迎える食材を使った献立です。
アジには記憶力の低下予防や血液をサラサラにする効果があります。
薬味は免疫力のアップ、血行促進、疲労回復、滋養強壮の効能があります。
ジメジメの梅雨も旬の食材を食べて乗り切りましょう！

健康
レシピ

管
理
栄
養士

 大坂さんの
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　現在の会員数は、スタッフ含め正会員55名、賛助会員
1社で、そのうち今回の出席者は28名でした。会は副会長の
司会進行で行われ、中村院長の挨拶、小寺副院長の紹介と
続き、平成28年度事業報告、決算報告、会計監査報告、平成
29年度事業計画、予算報告が行われ承認されました。

　平成28年度のゆうゆう会の活動内容をご紹介致します。
おさふねクリニックの院内で6月と2月に糖尿病教室を行い
ました。年1回のお食事＆歩こう会は10月に総社市のきびじ
つるの里で鶴見学＆山手ヴィレッジきびきび亭でランチバ
イキングに行きました。院外の活動としては、岡山県糖尿病
協会の講演会が6月にあり、中村院長が講演しました。

　岡山県医師会主催の糖尿病県民公開講座も毎年11月に
行われております。岡山県栄養士会主催の糖尿病教室は邑
久公民館で行われ、3回シリーズで津島医院の津島公先生
と栄養士会の方が講演されました。3回目には、調理実習が
おこなわれ500Kcalの食事を作りました。

ゆうゆう会定期総会ゆうゆう会定期総会
院内教室

おさふねクリニック患者会に入会しませんか？

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。

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。

おさふねクリニックでは同じ悩みを
持つもの同士お互い励まし合い、
知識を共有し、情報提供や意見交
換を通して、会員相互の親睦を図る
ことを目的とした患者会を立ち上
げています。
入会希望の方はクリニックスタッフ
へ申し出ください。

日本糖尿病協会傘下の患者会です。（年会費3,000円）
日本糖尿病協会より、療養情報誌「さかえ」を毎月配布いたします。
上記のようなイベントに自由参加できます。
さあ、あなたもゆうゆう会の会員になりませんか？

平成29年度（第10 期）ゆうゆう会定期総会を行いました

今年で

　     期目
を期目を

迎えました
！

今年で

　     期目
を

迎えました
！10         10          10

ゆうゆう会とは


