
休診日 ：日曜・祝日（急患は、電話でご相談ください）

www.osafune-clinic.com
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TEL . 0 869 - 26 - 8080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
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12月 受診案内
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※診察時間は科によって異なりますのでご注意ください。

中村院長以外は
全て予約制です

□ 中村（理事長・院長）：一般内科・糖尿病・腎臓病・リウマチ膠原病
□ 南（副院長）：脳神経疾患・頭痛・物忘れ・一般内科
□ 益田：一般内科・腎臓内科・糖尿病

休 診

休 診

最新情報は
ウェブサイトへ！
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健康アドバイス

ノロウイルスとは、嘔吐や下痢などの症状を起こすウイルスの
ことです。食中毒のような症状から、食べ物が腐敗しやすい
夏の病気のイメージがあるかもしれませんが、実は11月頃
から発生数が増加しはじめ、翌1月頃にピークを迎えます。

ノロウイルスノロウイルスノロウイルスノロウイルス
ノロウイルスとは、嘔吐や下痢などの症状を起こすウイルスの
ことです。食中毒のような症状から、食べ物が腐敗しやすい
夏の病気のイメージがあるかもしれませんが、実は11月頃
から発生数が増加しはじめ、翌1月頃にピークを迎えます。

に要注意に要注意に要注意に要注意

から発生数が増加しはじめ、翌1月頃にピークを迎えます。

感染
経路

予防
法

● 人から人：感染者の吐物・吐物の飛沫・便からの感染
● 人から食品：食品を扱う人の手や調理器具を介し、食材を食べて感染
● 食品から人：生の食材・加熱の不十分な食材（牡蠣などの二枚貝）を食べて感染

1.飲食面 2.衛生面
生の魚介類や加熱が不十分な肉類、生
卵は控えるようにしましょう。食べる場
合は、しっかりと加熱を行うことが大切
です。特に牡蠣やアサリ・シジミなどの
二枚貝は、ノロウイルスの感染源とな
る可能性が高いので要注意。

手洗い、うがいを徹底することが大切です。帰宅し
てすぐ、調理の前後、食事の前、トイレの後など、こま
めに洗いましょう。手洗いの際はハンドソープを使
用し、特に汚れの残りやすい指先・指の間・爪の間・
親指の周り・手首・手の甲と、しっかりと洗うことが
大切です。
アルコール消毒は有効でないため、ふきん・まな板・
包丁などの調理器具は、
水で薄めた塩素系漂白
剤で消毒をするか熱湯
（85度以上）で１分以上
の加熱をしましょう。

● 食品から人：生の食材・加熱の不十分な食材（牡蠣などの二枚貝）を食べて感染

しっかり
加熱

二枚貝は
要注意

る可能性が高いので要注意。

しっかり
加熱

二枚貝は
要注意

アルコール消毒は有効でないため、ふきん・まな板・

11月1日、瀬戸内市功労表彰・善行表彰 表彰式が
瀬戸内市役所で行われました。
武久顕也市長より経済的に支援が必要な子どもの
健全育成事業への寄附の善行について当クリニックに
表彰状が贈呈されました。

瀬戸内市より表彰されました
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鍋が美味しい季節になりました♪
身体が冷えやすい寒い季節に温かい鍋を食べる
ことで、体の内側から温まり代謝がアップします。

また、さまざまな種類の野菜を豊富に摂ることができる料理なので、
必要な栄養素を摂取しやすくなります。
今回は疾患別鍋料理でのポイントをご紹介します。

鍋料理ポイント
健康
レシピ

管
理

栄養
士羽川さん
の

身体が冷えやすい寒い季節に温かい鍋を食べる

糖尿病
● 野菜・きのこ類はたっぷり入れる
● しめの麺類や雑炊は次の日に回す
● 春雨やマロニーは高カロリーなので控える➡白滝や蒟蒻がオススメ
● 寄せ鍋より水炊き+ポン酢

脂質異常症
● 野菜・きのこ類はたっぷり入れる
● 鶏肉の皮や豚ばら肉など脂身の多い部位は避ける
　➡鱈や鮭などの魚類、豆腐、脂身の少ない部位の肉(鶏むねなど)を使う

腎臓病
● たんぱく源(肉・魚・豆腐)を控える➡鶏肉よりも重量当たりのたんぱく質が少ない豚肉がオススメ
● 低たんぱくかつ高カロリーの春雨やマロニーでかさまし
● 汁はなるべく飲まない
● カリウムの数値が高い方は野菜の下処理を行う

高血圧
● 市販の鍋の素より出汁をうまく使う
● 汁はなるべく飲まない
● 野菜・きのこ類はたっぷり入れる
　 (カリウムは体内で不要になった塩分や水分を排泄する働きがあります)

透析患者
● たんぱく源(肉、魚、豆腐)をしっかりとりましょう➡肉・魚なら50～70gが理想
● 汁は飲まない
● 野菜は下処理をして使う
● リンの多い食材を控える(魚のつみれ、蒲鉾、竹輪、はんぺんなど)
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お知らせ 

発熱外来について

月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土
13：30~15：30 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医担当医
診療時間

● 都合により休診の場合がありますので事前に電話にてご予約をお願いします。
● 午後の診察後（19：00 以降）の発熱外来はありません。

完全予約制4

年末年始のお知らせ1

整形外科外来のお知らせ
毎週土曜日の整形外科外来は 令和５年１月から隔週 となります。
診察医は 片山 信昭先生 のみ となります。
整形外科外来は 完全予約制 となりますのでご注意ください。

2

新型コロナウイルス PCR検査のお知らせ

● 結果判定：約90分
● 検査料：診断書なし 9,800 円（税込）、診断書あり 12,000 円（税込）

自費でPCR検査をご希望の方はお申し出ください。
3

透析室の増改築工事を開始いたします
令和4年11月7日より、透析室の増床に向け本館改修工事を実施いたします。
診療業務につきましては、通常通り継続いたします。工事期間中は患者さまを
はじめ来院される皆様には何かとご迷惑をお掛けすることになりますが、何卒
ご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

6

完全予約制 のため、午前中 にお電話でご予約ください。
診療時間が変更になる場合があります。当番日を除く祝祭日の診療はありません。
発熱・風邪患者さんの診療は下記時間帯に第２診療棟で行います。

10月よりインフルエンザ予防接種を開始しました5
※予約は不要です。ご不明な点、ご要望はスタッフまでお申し出ください。

13歳未満 13歳以上65歳未満 65歳以上

1回 2,700円（税込）
※原則2回接種が必要です。

4,000円（税込） お住まいの市町村により自己負担額が異なります。
詳しくは各市町村役場へお問い合わせください。

・工事期間：令和4年11月7日～令和5年2月下旬（予定）

※透析は通常通りです。

12/30（金）
当番医

（9:00~17:00） 休 診 休 診 休 診 通常診療 通常診療

12/31（土） 1/1（日） 1/2（月） 1/3（火） 1/4（水）～


