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久しぶりの1日お休み！

朝、リビングでDVDを鑑賞しているぽよぽよ
先生 。インフルエンザの流行が、ピークに近づき
ほとんど休憩もとれずに診療をしていたので、
ちょっと充電できた様子。
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玉ねぎが目にしみたバレンタイン

ぽよぽよ先生の

☆ずっこけ日記

ぽよぽよクリニック

「あっそうだ！今日、カレーの作り方を教えて
くれる？カレーが作れたらシチューは応用でしょ！」
とぽよぽよ先生。
年末くらいから、カレーの作り方を教えてと言って
いたのを思い出し一緒にカレーを作りました。
お料理に目覚めたのかな？

具材を炒めると…
いい匂いがしてきて
「食欲をそそるね～」と感動
した様子。
圧力鍋に移しお水を入れます。
「750CC入れてね」と言うと
「どうやって入れるの？」
「計量カップを使ってください」
割と几帳面なはずなのに、あれっ？
そこはざっくりと。
まぁ許しましょう(^o^)

まずは手洗いから。
エプロンを着てお米のとぎ方から。
炊飯ジャーの予約の仕方も伝授！

煮込んでいる間は、
料理は後片付けも大切と、
洗い物やサラダを作ったり。

次に野菜を洗いカット。
包丁を持つのは小学生以来らしい…
「ジャガイモをピーラーでむいてね」と言うと
「ピーラーはどこにあるの？」
「はいはい そこからですよね！」
悟った私は、優しく見守ることにしました。

具材も煮えカレールーを入れて完成！

「ピーラーってすごいね！いい仕事
するじゃん。楽しい！楽しい！」
って、まるで小学生のようでした(^o^)

「美味しい(^o^)美味しい(^o^)」とご満悦。次は買い
物からひとりでやってみるようです。
楽しみですね。
これから料理にハマっちゃうかも(o^^o)

じゃがいもや人参は上手にカットして
いました。玉ねぎは「お～こわっ！」と
連呼しながら、ゆっくりカット。

ぽよぽよクリニックの治療方針

～抗生剤を処方するのは大義名分のある時～

発熱するとすぐに抗生剤を処方される医師がおられます。私どもはできるだけ抗生剤の安易な処方をしないように心がけております。
理由１：かぜ症候群の原因の 95％以上が抗生剤の効かないウイルスと言われています。
必要ない抗生剤の乱用は慎まなければなりません。
理由２：年齢や発熱期間などを考慮して必要があれば血液検査を適切な時期に施行して、
抗生剤の処方や病院紹介のタイミングを逃しません。
理由３：溶連菌やウイルスの迅速検査を積極的に行って抗生剤の可否を見極めます！

教えて！ポストくん
今月は温かいメッセージを
ご紹介します！
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★診療カレンダー

クリニックからのお知らせ
日

【ワクチン情報】

大変お待たせいたしました。
Ｂ型肝炎ワクチン（ビームゲン：化血研）の流通が再開
されましたので、当院でも予防接種のご予約を再開いた
します。
ネットからの予約もできますが、現在お取りいただいて
いる予約日にＢ型肝炎を追加される場合は、電話にてお
尋ねください。

～入園前健康診断について～

保育園入園のための健康診断は、
診療時間内で行っています。
iコールで順番をお取りいただき、
用紙をお持ちください。
料金は2,050円です。

特別休診のお知らせ
3 月 19 日（土）終日
栄養相談日
3 月 25 日（金）
4 月 15 日（金）

患者さま満足度アンケートの実施

む し 歯 になりにくい食べ方

私たちが食事するたびに、細菌が酸を作り出すので口の中は酸性の環境に
なります。図にあるように、飲食の回数が多いほど、口の中が酸性になって
いる時間が長くなります。ですから、重要なことは、食べる量よりも、
食べる回数が問題になってきます。
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注：栄養相談は予約制です。前もって
キャストに 声をおかけ下さい。

0852-25-0382

むし歯
ゾーン

ページあります

松江市東朝日町宮ノ沖133-4
マルカビル2階

月〜金曜 9：30 〜 13：30 / 15：30 〜 19：30
土曜 9：00 〜 13：00 / 14：30 〜 17：00

ご質問、ご相談

Point 量より回数が問題です
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2016 年 4 月

Ｈ２７年11月～１２月に患者様満足度アンケートを実施いたしました。
貴重なご意見、あたたかな素敵なメッセージをいただきありがとうございます。
今後とも皆様に愛されるクリニックを目指していきたいと思います。
以下、心温まるメッセージを紹介いたします。

みやび先生 の
歯 科情報

ph７

2016 年 3 月

休診日：水・日曜・祝日
※祝日がある週は水曜診療

等々、みやび歯科へお気軽にお問い合わせください

いっぱいおやつを食べるよりなが〜い間や、ちょこちょこと
何回もおやつを食べ続けていることの方がむし歯になりやす
いのよ。キャラメルのように口の中に残りやすくてねばねば
した甘いものをず〜っと食べてると、 むし歯になりにくい
おやつたち
すぐにむし歯になっちゃうのよ。
手作りおやつで
お砂糖ひかえめにしたり、
むし歯になりにくい
おやつにしてみる
のもいいわね。
ママちゃん歯科衛生士Ｔから

砂糖不使用
キシリトール配合

お子様だけでなく、大人もおやつの時間は楽しみのひとつですよね。全く食べない
というのもさびしい気がします。ジュースを１口飲んでも間食１回分なので、回数
には気をつけて楽しみたいですね！そして、食べた後は、歯みがきをお忘れなく

