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ふれあい看護体験
市民公開講座の開催
介護老人保健施設シェモア鶴見でのひととき
手軽にできるストレッチでリフレッシュ！
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手軽にできるストレッチでリフレッシュ！

暑い夏に向けて、
食生活と水分補給を上手に調整し、
夏バテを撃退しよう！
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厚生連だより 大分２

○はじめに
　暑い夏を乗り切るためには、健康が何よりの資本

です。食事や運動はその源になります。ついつい食

べ過ぎたり、急激な運動により脱水症状になったり

していませんか？

　今回は、適切な食事や水分補給についてお話しし

ていきます。

　まずは、夏バテのなりやすさをチェックしてみま

しょう。以下の質問に○か×でお答えください。

　○が１つでもある方は食習慣や生活習慣を見直し

たほうがいいでしょう。また、一般的に低血圧、胃

下垂の方なども夏バテになりやすい傾向にあります。

　

○夏バテの症状は？
　●不眠、睡眠不足

　●だるさ、疲れやすさ

　●食欲不振

　●胃もたれ、消化不良

　●体重減少　など
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暑い夏に向けて、食生活と
　 水分補給を上手に調整し、
　　　　夏バテを撃退しよう！

○夏のだるさの原因は？
①暑さが原因

　暑さによって大量の汗をかくと、血管内の水

分が減って「血管内脱水」が起きます。すると

血液がドロドロの状態となり、老廃物が溜まっ

てだるさを感じるようになります。また、暑さ

で夜眠れなくなると睡眠不足となり、疲労感が

残ります。

②冷房が原因

　冷房の効き過ぎによる体の冷え、さらに外気

との大きな温度差に体がついていけず、自律神

経失調状態になり、だるさが起こります。自律

神経は日中「交感神経」が、夜間「副交感神

経」がそれぞれ優位に働き、体を調整していま

す。冷房で自律神経が乱れると、夜間も「交感

神経」が優位に働いたままになり、緊張が解け

ず１日中リラックスできない状態になってしま

い、疲労感が残ってしまいます。

○夏バテを防ぐには、まずは食事から！
　自然なリズムの生活のもとに、栄養バランスの

とれた規則正しい食生活を実行することが重要で

す。

　次に挙げる項目に気をつけましょう。

【規則正しい生活】
　１日３回、規則正しく、よく噛んで食べる、

夜遅くまで飲食しない、充分な睡眠をとる、適

度な運動をする、などの注意が必要です。

【うなぎや豚肉など、ビタミンＢ１を摂る】
　夏場はさっぱりした食べ物を好み、甘い清涼

飲料水をよく飲むので、脂肪が少なく糖質の多

い食生活になりがちです。脂肪や糖質をエネル

ギーにかえるには、ビタミンB１が必要です。ビ

タミンB１が不足すると、疲労感や脱力感が生じ、

また胃腸の消化・呼吸能力が低下し、食欲が落ち

るなど、夏バテ症状を悪化させてしまう原因にな

ります。

　ビタミンB１は、うなぎや豚肉、レバーなどに

多く含まれています。昔から夏バテ防止に土用の

丑の日にうなぎを食べる習慣がありますが、理に

かなった知恵といえるでしょう。

【緑黄色野菜を摂る】
　夏の緑黄色野菜は、カロチン、ビタミンB１、

B２、Cや鉄、カルシウム、カリウムなどのミネ

ラルが多く含まれています。ビタミンの必要量が

増大する夏場には、たっぷり摂りたい食品です。

カロチンは油に溶けて体内に吸収されるので、野

菜炒めや揚げ物など油を使った調理法がお勧めで

す。

～ひと口メモ！！～

●ビタミンＢ１を多く含む食品

　豚肉・大豆・ゴマ・ホウレンソウ

●ビタミンＣを多く含む食品

　ブロッコリー・レモン

●パントテン酸を多く含む食品

　豚レバー・かつお・まぐろ・鶏肉

　これらを毎日摂る必要はありません。１週間に１

～２回程度摂ればよいでしょう。

○夏バテ予防の食事法はこれだ！

①１日３食、できるだけ決まった時間に食事を

しましょう。

②消化がよくなるよう、よく噛んで食べましょ

う。（目安は20～30回）

③食後30分は休憩しましょう。

④良質のタンパク質を積極的に摂りましょう。

⑤冷たいものを摂り過ぎないようにしましょう。

⑥ビタミン、ミネラルが不足しないように、野

菜・果物など十分に摂りましょう。

　ビタミン、ミネラルが不足するとエネルギーが

有効活用されず、乳酸が溜まって疲労を招きます。

特に摂りたい栄養素は、疲労回復に有効なビタミ

ンＢ１です。ビタミンＢ１は冬場に比べて体内消

費量が約３倍になりますので、多く摂るようにし

ましょう。また、だるさや疲労感を取り去るビタ

ミンＣと自律神経を整えるパントテン酸を多く含

む食品も摂りましょう。

　なお、１日に必要なエネルギー量は標準体重か

ら求めることができます。標準体重の計算式は次

のとおりです。

標準体重＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22

　（例）身長160㎝の場合

1.6×1.6×22＝56.3kg

　標準体重１kgあたり30～35kcalが目安となりま

すので、身長160㎝の場合でしたら、次のとおり

となります。

　１日に必要なエネルギー量
30kcal×56.3kg＝1,689kcal

【水分・ミネラル不足に注意】
　汗をかいたら、みそ汁、牛乳、お茶、スポーツ

ドリンクなどで水分、ミネラルを補給しましょう。

胃腸を冷やす冷たい飲み物ばかりではなく、緑茶

など温かい飲み物にするのもよいでしょう。

○脱水症とは？
　体にとって不可欠な体液が不足した状態を「脱水

症」と言います。よく誤解されるのですが、脱水症

とは単なる水の不足ではありません。脱水症は体液

が失われた状態ですから「体から水分が失われるだ

けではなく、電解質も同時に失われた状態」のこと

です。

○脱水症状による体のトラブルについて
　体液に含まれる水分と電解質は、生命の維持に不

可欠な働きをしています。その体液が脱水症で失わ

れると体にさまざまなトラブルが生じます。

≪体のトラブル≫

・倦怠感　・発熱　・意識障害　など

○水分はどれだけ摂ればいいの？
　１日に必要なエネルギー量と同じ量をとればよい

でしょう。例えば１日の必要エネルギーが

1,600kcalの方は水分1,600ccが目安となります。

なお、食事から必要な水分の半分程度は摂取できま

すので、飲む水分の量としては800～1,000ccを目

安にするとよいでしょう。（夏場はさらに500ccほ

ど多めにとっても構いません。）心不全、腎臓病な

どで水分制限のある方は、主治医にご相談ください。

　なお、水分の摂り過ぎは胃の機能低下を招き、食

欲不振や栄養不足、だるさの原因ともなりますので

摂り過ぎないように注意しましょう。

○飲む水分はどんな種類がいいの？
　普段は水やお茶、麦茶などにしましょう。多量に

汗をかいたときや発熱、下痢の症状があるときはス

ポーツ飲料を飲むとよいでしょう。なお、スポーツ

飲料は思いのほかカロリーがあります。ちょっと汗

をかいたときなどは、水やお茶などを飲む方がよい

でしょう。

〇水分を十分補給しても熱中症になる？
　夏場や激しい運動などで、急激にたくさんの汗を

かくような場合は、「お水を飲んでいれば大丈夫」

とは言い切れません。大量の発汗によってナトリウ

ム、つまり塩分がいつもより大量に失われてしまい

ます。体内の塩分や糖分のバランスを生命維持でき

るように整えるためには、水分だけではなくナトリ

ウムの補給も必要になってくるのです。

　「急にたくさん汗をかいた」というときは、お水

だけでなく、塩コンブや梅干しなど、塩分も一緒に

補ってください。最近は、熱中症対策として、ナト

リウムが含まれたキャンディーやイオン飲料なども

販売されていますので、上手に活用してください。

○おわりに
　３食規則正しく食べる、睡眠を十分にとる、冷房

で温度を下げ過ぎない、入浴や運動などで気分転換

を図る方法を身に付け、食事や水分を上手に摂り、

今年の夏を乗り切ろう！
ひんやりしたところが好きで、冷房をつけた
部屋で過ごすことが多い。

暑くなるとどうしても外に出る気がしない。

暑くなると寝付きが悪くなったり生活が不規
則になったりして、睡眠時間がとれない。

食事が偏っているという自覚がある。特に夏
は麺類やさっぱりしたものになってしまう。

冷たい飲み物ばかり飲んでしまう。
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　●だるさ、疲れやすさ

　●食欲不振

　●胃もたれ、消化不良

　●体重減少　など

○夏のだるさの原因は？
①暑さが原因

　暑さによって大量の汗をかくと、血管内の水

分が減って「血管内脱水」が起きます。すると

血液がドロドロの状態となり、老廃物が溜まっ

てだるさを感じるようになります。また、暑さ

で夜眠れなくなると睡眠不足となり、疲労感が

残ります。

②冷房が原因

　冷房の効き過ぎによる体の冷え、さらに外気

との大きな温度差に体がついていけず、自律神

経失調状態になり、だるさが起こります。自律

神経は日中「交感神経」が、夜間「副交感神

経」がそれぞれ優位に働き、体を調整していま

す。冷房で自律神経が乱れると、夜間も「交感

神経」が優位に働いたままになり、緊張が解け

ず１日中リラックスできない状態になってしま

い、疲労感が残ってしまいます。

○夏バテを防ぐには、まずは食事から！
　自然なリズムの生活のもとに、栄養バランスの

とれた規則正しい食生活を実行することが重要で

す。

　次に挙げる項目に気をつけましょう。

【規則正しい生活】
　１日３回、規則正しく、よく噛んで食べる、

夜遅くまで飲食しない、充分な睡眠をとる、適

度な運動をする、などの注意が必要です。

【うなぎや豚肉など、ビタミンＢ１を摂る】
　夏場はさっぱりした食べ物を好み、甘い清涼

飲料水をよく飲むので、脂肪が少なく糖質の多

い食生活になりがちです。脂肪や糖質をエネル

ギーにかえるには、ビタミンB１が必要です。ビ

タミンB１が不足すると、疲労感や脱力感が生じ、

また胃腸の消化・呼吸能力が低下し、食欲が落ち

るなど、夏バテ症状を悪化させてしまう原因にな

ります。

　ビタミンB１は、うなぎや豚肉、レバーなどに

多く含まれています。昔から夏バテ防止に土用の

うなぎを食べる習慣がありますが、理にかなった

知恵といえるでしょう。

【緑黄色野菜を摂る】
　夏の緑黄色野菜は、カロチン、ビタミンB１、

B２、Cや鉄、カルシウム、カリウムなどのミネ

ラルが多く含まれています。ビタミンの必要量が

増大する夏場には、たっぷり摂りたい食品です。

カロチンは油に溶けて体内に吸収されるので、野

菜炒めや揚げ物など油を使った調理法がお勧めで

す。

～ひと口メモ！！～

●ビタミンＢ１を多く含む食品

　豚肉・大豆・ゴマ・ホウレンソウ

●ビタミンＣを多く含む食品

　ブロッコリー・レモン

●パントテン酸を多く含む食品

　豚レバー・かつお・まぐろ・鶏肉

　これらを毎日摂る必要はありません。１週間に１

～２回程度摂ればよいでしょう。

○夏バテ予防の食事法はこれだ！

①１日３食、できるだけ決まった時間に食事を

しましょう。

②消化がよくなるよう、よく噛んで食べましょ

う。（目安は20～30回）

③食後30分は休憩しましょう。

④良質のタンパク質を積極的に摂りましょう。

⑤冷たいものを摂り過ぎないようにしましょう。

⑥ビタミン、ミネラルが不足しないように、野

菜・果物など十分に摂りましょう。

　ビタミン、ミネラルが不足するとエネルギーが

有効活用されず、乳酸が溜まって疲労を招きます。

特に摂りたい栄養素は、疲労回復に有効なビタミ

ンＢ１です。ビタミンＢ１は冬場に比べて体内消

費量が約３倍になりますので、多く摂るようにし

ましょう。また、だるさや疲労感を取り去るビタ

ミンＣと自律神経を整えるパントテン酸を多く含

む食品も摂りましょう。

　なお、１日に必要なエネルギー量は標準体重か

ら求めることができます。標準体重の計算式は次

のとおりです。

標準体重＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22

　（例）身長160㎝の場合

1.6×1.6×22＝56.3kg

　標準体重１kgあたり30～35kcalが目安となりま

すので、身長160㎝の場合でしたら、次のとおり

となります。

　１日に必要なエネルギー量
30kcal×56.3kg＝1,689kcal

【水分・ミネラル不足に注意】
　汗をかいたら、みそ汁、牛乳、お茶、スポーツ

ドリンクなどで水分、ミネラルを補給しましょう。

胃腸を冷やす冷たい飲み物ばかりではなく、緑茶

など温かい飲み物にするのもよいでしょう。

○脱水症とは？
　体にとって不可欠な体液が不足した状態を「脱水

症」と言います。よく誤解されるのですが、脱水症

とは単なる水の不足ではありません。脱水症は体液

が失われた状態ですから「体から水分が失われるだ

けではなく、電解質も同時に失われた状態」のこと

です。

○脱水症状による体のトラブルについて
　体液に含まれる水分と電解質は、生命の維持に不

可欠な働きをしています。その体液が脱水症で失わ

れると体にさまざまなトラブルが生じます。

≪体のトラブル≫

・倦怠感　・発熱　・意識障害　など

○水分はどれだけ摂ればいいの？
　１日に必要なエネルギー量と同じ量をとればよい

でしょう。例えば１日の必要エネルギーが

1,600kcalの方は水分1,600ccが目安となります。

なお、食事から必要な水分の半分程度は摂取できま

すので、飲む水分の量としては800～1,000ccを目

安にするとよいでしょう。（夏場はさらに500ccほ

ど多めにとっても構いません。）心不全、腎臓病な

どで水分制限のある方は、主治医にご相談ください。

　なお、水分の摂り過ぎは胃の機能低下を招き、食

欲不振や栄養不足、だるさの原因ともなりますので

摂り過ぎないように注意しましょう。

○飲む水分はどんな種類がいいの？
　普段は水やお茶、麦茶などにしましょう。多量に

汗をかいたときや発熱、下痢の症状があるときはス

ポーツ飲料を飲むとよいでしょう。なお、スポーツ

飲料は思いのほかカロリーがあります。ちょっと汗

をかいたときなどは、水やお茶などを飲む方がよい

でしょう。

〇水分を十分補給しても熱中症になる？
　夏場や激しい運動などで、急激にたくさんの汗を

かくような場合は、「お水を飲んでいれば大丈夫」

とは言い切れません。大量の発汗によってナトリウ

ム、つまり塩分がいつもより大量に失われてしまい

ます。体内の塩分や糖分のバランスを生命維持でき

るように整えるためには、水分だけではなくナトリ

ウムの補給も必要になってくるのです。

　「急にたくさん汗をかいた」というときは、お水

だけでなく、塩コンブや梅干しなど、塩分も一緒に

補ってください。最近は、熱中症対策として、ナト

リウムが含まれたキャンディーやイオン飲料なども

販売されていますので、上手に活用してください。

○おわりに
　３食規則正しく食べる、睡眠を十分にとる、冷房

で温度を下げ過ぎない、入浴や運動などで気分転換

を図る方法を身に付け、食事や水分を上手に摂り、

今年の夏を乗り切ろう！



厚生連だより 大分 ５

ふ れ あ い
看 護 体 験

～ 看護の心をみんなのこころに ～

未来の看護師を目指して
　５月９日、鶴見病院にて別府鶴見丘高校より5名の高校生を迎え、
ふれあい看護体験を行いました。
　この取り組みは看護に対する理解を深めるとともに、「看護の
日」・「看護週間」について普及啓発を行うものです。患者さん
のお世話を体験することで看護の心に触れ、看護について関心を

高めることにより、体験者の看護
職への就職促進を図ることを目的
としています。

実際に看護体験を行って
　鈴木院長より委嘱状並びに激
励の挨拶があった後、３班に分
かれ、３・４・５病棟を回りな
がら、看護の仕事についての説
明や現場での様々な体験などが
紹介されました。高校生が入院
患者さんの足浴・洗髪・検温な

どを体験し、患者さんから感謝や激励の言葉をいただくなど医
療の現場を肌で感じていました。

是非、未来の看護師へ
　すべての体験を終えた後、増田看護部長、黒
木看護科長、３・４・５病棟の看護師長を交え、
意見交換会を行いました。
　意見交換会では、看護を体験した高校生から
「実際に患者さんとふれあう中でコミュニケー
ション力が必要なことを知った」や「入浴やリ
ハビリの風景を見ることができ、とてもよい経

験ができた」など、多くの感想が出ていました。
　最後に増田看護部長が「今日の体験を活かし、
是非、看護師になってください」と激励の言葉
をかけ、意見交換会は終了しました。
　今回の体験をきっかけとし、看護師への道を
選択されることを期待しています。 意見交換会の様子

看護体験の様子

鈴木院長より委嘱状を受ける高校生

病棟で説明を受ける高校生

看護体験をした高校生

※５月12日を含む日曜日から土曜日が「看護の日」・「看護週間」と定められています。



厚生連だより 大分６

★介
護老人保

健施設
シェモア鶴見でのひととき★

☆野外レクを行いました☆
　５月に介護老人保健施設

シェモア鶴見では野外レクを

行いました。

　今回はきつき衆楽観でお芝

居を見に出かけました。お芝

居を観る機会は滅多にないの

で、貴重な体験ができたと思

います。

　次回は、別府市のゆめタウ

ンでショッピングをする予定

です。

肝臓の治療
最前線

見て・聴いて・知ろう市民公開講座の開催

市民公開講座の様子

講演をする曽我部長

　５月13日㈯、トキハ別府店７階

大会議室にて鶴見病院主催の公開

講座を開催しました。

　初めに肝疾患センター長　大河原均　医師が「進歩した肝炎治療」～C型肝炎は怖くない～と題し、

現代の肝炎治療について、実例を踏まえての講演を行いました。続いて、大分県厚生連健康管理

センター保健事業部長　曽我佳代　保健師が「肝臓を

守るための知識と自己管理」と題し、肝炎に関する

知識、肝炎にならない為の予防策について、講演を

行いました。

　次回は、７月にトキハ別府店で開催予定ですので、

是非ご参加ください。
講演をする大河原センタ－長



運動を始める前に

ストレッチを欠かさず、

ケガを予防しよう！

リハビリ技術科 考査役科長
理学療法士

脇 屋 裕 文

厚生連だより 大分 ７

ストレッチで
　リフレッシュ！！

・急にのばさず、息を吐きながらゆっくりと。

・痛いけど、気持ちいいくらいの強さで。

・伸ばされているな～と感じる程度で行いましょう。

～ 運動前に！ 簡単ストレッチ〈腹部・下半身編〉～

左右に10秒ずつ

左右に10秒ずつ 左右に10秒ずつ

左右に５回ずつ 左右に10秒ずつ

○体ひねり ○足首まわし ○お尻のばし

○アキレス腱のばし ○太ももの裏のばし

手軽にできる
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

210

大分空港道路

塩浜 至 大分空港

杵築市役所

杵築大橋

杵築警察署

至 別府

守　江　湾

【大分県厚生連】

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会 　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームーページにアクセス

　http://www.ok-kenkou.com/

健康管理センター

４月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
日 田
臼 杵
野 津
佐　伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

134
0
0
0
0

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計 3,826名
（うちJA 137名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
下 郷 農 協

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

《４月健診》

編集
後記

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部
　６月に入り、梅雨の季節がやってきました。雨が多いと

湿度が上がり、蒸し暑さを感じます。体調管理には十分気

を付けましょう。また、夏に向けて、旅行の計画を立てて

みるのもいいですね。（S.S）

人権の
おはなし

とはパ ワ ハ ラ
　「パワーハラスメント」の略です。職場の上司など権限
を持つ者が立場の弱い部下などに対して、力にものを言わ
せて無理難題を強要したり、私生活へ介入したり、ときに
は人権の侵害にあたるような嫌がらせを繰り返し行うこと
を言います。
　パワハラは、法令上は明確に定義されていません。何が
パワハラなのか、いまだ不明確な部分もあります。しかし、
一般的には「職場内での地位や権限を利用した　いじめ」
を指し、「職権などの優位にある権限を背景に、本来の業務
範囲を超え、継続的に、相手の人格と尊厳を侵害する言動
を行い、就労環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与え
ること」などと言われることもあります。

　パワハラの防止には社員に向けた
啓発活動をはじめ、一貫した防止体
制の構築が求められます。組織的に
取組まなければ解決していかないも
のです。

５月１日付で鶴見病院に
赴任した新任医師をご紹介します。

NEW FACE

腎臓外科・泌尿器科
あ べ さと き

安　部　怜　樹

【お詫びと訂正】

小坂 真理子 → 小坂 麻里子 先生です。
先月、５月号の新任医師紹介のページ（5P）で氏名の誤植がありましたので訂正致します。


