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はじめに

大分県厚生連鶴見病院　食事療養科 科長　丸　尾　　　恵
まる お めぐみ

夏に向けて

　暑い夏を乗りきり、病気を予防する為には規則正し

い生活を送ることが大切です。冷たい食べ物や飲物を

摂りすぎたり、暑いからといって外に出ることが少な

くなり運動不足になっていませんか。

夏バテの症状は？
●全身の疲労感　　●体がだるい　　　
●無気力になる　　●イライラする
●熱っぽい　　　　●立ちくらみ
●むくみ　　　　　●食欲不振
●下痢・便秘

夏バテ予防の食事とは？

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
（目安は一口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。

夏バテの原因は？
●体内の水分・ミネラル不足…………脱水症状
　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。

●暑さによる食欲の低下………………栄養不足

●暑さとエアコンによる冷えの繰り返し
　…………………………………自立神経失調症
　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

まずは、夏バテになりやすいか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。

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り生活が不規則に
なったりして、睡眠不足になりがちである。

食事が偏っているという自覚がある。麺類や
さっぱりしたもの、冷たい物になってしまう。

冷たい飲み物ばかり飲んでしまう。

○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
垂の方は夏バテになりやすい傾向にあります。

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。
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Ⅳ期

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1,000cc前後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。

　水分はのどが渇いてからより、渇く前にこまめに摂

るようにしましょう。

　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

過ぎにも注意しましょう。

バランスのよい食事をとりましょう

①主食（御飯、パン、麺類など）
…毎食１種類・御飯150ｇ前後、パン１枚、麺１玉

②主菜（肉、魚、卵、大豆製品）
…毎食１～２種類・肉か魚70ｇ前後、卵１個、豆
腐100ｇ

③副菜（野菜、きのこ、海草、こんにゃくなど）
…毎食１～２皿100～150ｇ前後

④果物
…１日１回１種類・バナナ小１本、リンゴ１/２個、
みかん２個

⑤牛乳・乳製品
…１日１回１種類・牛乳200ml、ヨーグルト150ｇ

⑥油（植物油、バター、ナッツ、マヨネーズなど）
…１日１～２回１種類・10～15ｇ

　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。

●ビタミンＢ１を多く含む食品
　豚肉・鰻・玄米御飯・ホウレンソウ

●ビタミンＣを多く含む食品
　ブロッコリー・赤ピーマン、じゃが芋

●パントテン酸を多く含む食品
　鶏レバー・鶏肉・納豆・アボカド
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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、スポーツ飲料に

は砂糖が含まれているものもありますので飲みすぎに

は気をつけましょう。

　

　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

５６.３kg×３０kcal＝１,６８９kcal

夏を上手に乗り切る生活法は？
●睡　　眠
…夜更かしせずに、しっかり睡

眠をとって、疲れを翌日に持

ち越さないようにしましょう。

●運　　動
…適度な運動は生活にリズムを

つけ、自立神経の働きを整え

る効果が高く、ストレス解消

や食欲増進にも有効です。朝

や夕方の日差しが弱く涼しい

時間帯にウオーキングなど軽い運動をしましょう。

運動時には水分補給も忘れずにしましょう。

●入　　浴
…ぬるめのお湯にゆっくり入る

ことは、自立神経の働きを整

えて、心身ともにリラックス

できます。入浴前後の水分補

給も忘れずにしましょう。

●エアコン
…設定温度は27～28度を目安

とし、暑いときには湿度を下

げるようにして、冷やしすぎ

には気をつけましょう。外出

するときはカーディガンやス

トールを持っていきましょう。

おわりに
　コロナ感染予防の為にも新しい生活様式で、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

身に付けるなどして、夏バテを撃退しましょう。
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もらいました！

医療関係者へ感謝の意を述べる日浦部長（右）

いちごを受取る鈴木院長

い ち ご
　５月８日㈮ＪＡおおいた東部事業部杵築いちご研究会よりいちご200パックを贈呈してい

ただきました。

　式ではいちご研究会を代表して日浦悠青年部長より「医療関係者の方に応援する気持ちを

伝えたいと思い、イチゴを持ってきた。今年はとてもおいしくなっているので食べてもらい

たい」と医療関係者への労いのお言葉をいただきました。

　贈呈されたいちごは赤く、大きく実っており、スタッフ全員でおいしくいただきました。
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お花で元気に！
　　ビタミンＦプロジェクト
　６月２日より、健康管理センターや老人保健施設シェモア鶴見にて生販

連携機会創出事業花の一環としてお花を展示していただきました。明るく、

生き生きとしたお花により、利用者及び職員は元気をもらっております。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、花やみどりの需要減退は著し

く、更に緊急事態宣言により、生産者や生花店、フラワーデザイナーをは

じめ花やみどりに関係する方々には甚大な影響を受けるに至っています。

このような中、花やみどりの魅力、花やみどりの素晴らしさをＰＲするこ

とで、需要の回復を目指しており、このプロジェクトを通じて、みなさん

に元気になってほしいという想いも込められております。
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筋力
　トレーニング!!

リハビリ技術科 技士長

脇　屋　裕　文

有酸素運動
● 効　能　・体力向上

・下肢筋力向上
・認知症予防

● 回　数　・30分／日 以上を目標
　（何回かに分けてＯＫ）
・３回／週 以上を目標

有酸素運動
● 効　能　・全身の有酸素運動

・体力づくり
● 回　数　・３分／回 程度を目標に

　できれば合計30分を
　目指しましょう。

①背筋を伸ばし、顎を引き、踵から接地し、爪先で蹴って足を振り出す事を意識しましょう。

　いつもより少し大股で、目線は20ｍほど先を見ましょう。

②慣れてきたら、徐々に坂道や階段を取り入れましょう。

①背筋を伸ばして、背もたれに背中がつかないように椅子に腰かけます。

②もも上げと腕振りを、歩くようにして行います。

③他の運動と合わせて１日の合計で30分以上、週３回を目標に行いましょう。

○ウォーキング

○座位ウォーキング

手軽にできる

【注意点】
※頭のてっぺんから
　吊り上げられた
　イメージで
※ペースは早歩きで、
　息切れしない程度

【注意点】
※ペースを変えることで
　負荷量を調整できます。
※他の運動を合わせて
　合計30分の
　有酸素運動を目標に！

基礎体力を

　つけよう！



　６月に入り、梅雨の季節がやってきました。気温とともに湿度も高くなり、部屋にこもり

がちの６月ですが、息抜きをしながら、体調管理に気を付けましょう。　　　　　 （S.T）
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編集
後記

※鶴見病院のホームーページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.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/

人権の
おはなし

　近年の情報化や国際化等による社会の変化に伴い、様々な人権問題

の中で、特に、プライバシー（個人情報等）の保護、犯罪被害者とそ

の家族の人権問題、ネット社会の人権問題、性同一性障害（心と体の

性が一致しない状態）や人種差別等の人権問題が社会の課題となって

います。

　人はみな、かけがえのない存在

であり、様々な個性や可能性を

持っています。そして、誰もが

「一人の人間として自分らしく生

きる」権利を持っています。私た

ちが自分らしく生きられる社会と

は、一人ひとりの人権が尊重され

る社会です。


