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民間療法で使われている

は、咳やのどに良いとされ昔から使われて

います。はちみつの抗菌作用や抗炎症作用

と大根の炎症を抑える作用で咳やのどの炎

症や痛みをやわらげます。はちみつと大根

の両方を使うことで相乗効果が高まりま

す。食べ物なので小さいお子様

にも安心して使うことができます。

 

すと炎症

はちみつに含まれる酵素が空気に触れると

を抑えます。荒れた粘膜を保護し炎症を抑え

る働きもあり痛みを和らげるので口内炎

きた時

働きもあるので乾燥する冬にお勧めです。

咳を抑えることが認められ、天然の咳止めと

言われています。ただしはちみつに

ヌス菌が少量混入している可能性があるた

め、消化器官が未熟な１歳未満のお子様には

は
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空気が乾燥したり風邪を引くと

ます。風邪かなと思ったら引き初め

ないようにしましょう。風邪の菌やウイルスはのどから侵入してきま

す。のどの粘膜を
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② これを清潔な容器に入れて

ひたひたになるくらいまで

はちみつを入れます。

③ 半日くらい置くと大根の

エキスが溶け出し完成で

す。出てきた汁をそのまま、

またはお湯で割ったり、す

りおろし生姜やレモン果汁

を加えたりして飲みます。
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