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感染対策研修会を開催しました
行事食の紹介について

痩せるために
小さな習慣を取り入れましょう

宿泊人間ドックコースのお食事

第74回通常総会が開催されました

熱中症について



熱中症とは？

　ヒトは37℃前後の狭い範囲に体の温度を調節し

ている動物です。体内では生命を維持するために多

くの営み（これを代謝といいます。）がなされてい

ますが、そのような代謝や酵素が効率良く働くこと

ができるのがこの温度とされています。

　私たちの体では、運動や体内での様々な化学反応

によって常に熱が産生されるので、暑い環境下でも、

異常な体温上昇を抑えるための、体温調節機構が備

わっています。例えば、暑い時には末梢の血管が拡

張することで、皮膚に多くの血液が分布させ体温低

下を図ることができます。また、汗をたくさんかけ

ば、「汗の蒸発」に伴って熱が奪われる（気化熱）こ

とから体温の低下に役立ちます。

　体内で本来必要な重要臓器への血流が皮膚表面へ

移動し、また大量に汗をかくことで体から水分や塩

分（ナトリウムなど）が失われるなどの脱水状態が

起こり、この状態に対して、体が適切に対処できな

ければ、筋肉のこむら返りや失神（いわゆる脳貧

血：脳への血流が一時的に滞る現象）を起こします。

そして、熱の産生と熱を逃がすバランスが崩れてし

まえば、体温が急激に上昇します。このような状態

が熱中症です。（図1）

　外気温が高くなると、熱を体の外に逃がしにくく

なるため、主に汗をかくことによって熱を下げます。

汗をかくと水分や塩分

が体外に出てしまうた

め、体内の水分・塩分 

が不足し、血液の流れ

が悪くなるので、適切

な水分・塩分の補給が

重要です。お茶やコー

ヒー、紅茶などはカ

フェインを含んでおり、

脱水を助長しうるので、

経口補水液や麦茶など

がいいでしょう。

 熱中症が起こりやすい条件は？

　熱中症は平たく言えば、熱が体内にこもり、その

熱を上手く下げることが出来ないことで引き起こさ

れます。そのため、高温・多湿になる場所（工事現

場、運動場、体育館、一般の家庭の風呂場、気密性

の高いビルやマンションの最上階など）や、高齢者

や小児、低栄養や下痢、感染症等で脱水気味の人、

激しい運動などは熱中症を起こしやすい条件ですの

で、特に注意が必要といえるでしょう。思春期前の

子どもは汗腺をはじめとした体温調節能力がまだ十

分に発達していないために、高齢者と同様に熱中 

症のリスクが高くなります。小児で顔が赤く、ひど

く汗をかいている場合には、深部体温がかなり上昇

していることが予想されるので、涼しい環境下で十

分な休息を与えましょう。

　新型コロナウイルスの流行下にあり、マスクを着

用することが日常になった昨今ですが、マスク着用

下のジョギングなどでは呼吸障害を引き起こし熱中

症などが発生してしまう可能性があるとも報道で指

摘されているところです。一方、マスク着用が身体、

特に体温に及ぼす影響を学術的に研究した報告はあ

まりないようです。

　現時点ではマスクをつけて運動しているから必ず

熱中症になりやすいとも言えないようですが、心拍

数、呼吸数、二酸化炭素、体感温度の上昇が起こる

ことは報告されており、マスクをつけることで体に

負担がかかると考えられます。人との距離（２m以

上）が確保できており、会話をほとんど行わない場

合ではマスクの着用は不要でしょう。

（環境省のホームページにも明記されています。
　参考ホームページ：環境省へようこそ！ (env.go.jp) ）

熱中症の症状

　熱中症は症状の程度によって３段階に分類されま

す。それぞれの重症度で症状が異なります。軽症で

あれば、熱感やめまい、立ちくらみや足がつる（こむ

ら返り）などの症状が現れます。多くは軽症～中等症

ですが、重症になれば死に至ることもあります。倦

怠感や頭痛、意識の状態がおかしいと思えば、速や

かに医療機関を受診するようにしてください。（図２）

　すぐにできるケアとしては、涼しい環境で休ませ

ること、服を緩めて、身体を冷やすことなどが有効

です。

　文中やイラストでも示しているように、体表近く

に太い静脈がある場所を冷やすのが最も効果的です。

具体的には、頚部の両側、腋の下、足の付け根の前

面（そけい部）等です。そこに保冷剤や氷枕（なけれ

ば自販機で買った冷えたペットボトルやかち割り

氷）をタオルなどで包んで当てます。冷やした水分

(経口補水液)を摂らせることは、体内から体を冷や

し水分補給にもなるため、有効です。熱が出た時に

顔の額に市販のジェルタイプのシートを張っている

お子さんをよく見かけますが、残念ながら体を冷や

す効果はありませんのでご注意ください。

熱中症の予防

　熱中症は生命にかかわることのある病気ですが、

予防法を知っていれば防ぐことができます。日常生

活における予防は、脱水と体温の上昇を抑えること

が基本です。体温の上昇を抑えるには、薄着になる、

日陰に移動する、水浴びをする、冷房を使う等が挙

げられます。日常生活では、体調への配慮と行動の

工夫（暑さを避ける、活動の強さ、活動の時期と持

続時間）および住まいと衣服の工夫が必要です。

おわりに

　熱中症は適切に対処すれば予防可能な疾患です。

これからが夏本番です。こまめな水分補給を心掛け

ながら、夏を乗り切りましょう！

出典：環境省　熱中症環境保健マニュアル2022

外で活動をする際は、
日陰などで休憩をとりながら、
こまめな水分補給を！

図1　熱中症が起こる仕組み（環境省　熱中症環境保健マニュアル2022を改変し作成）
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熱中症のリスク（環境省　熱中症環境保健マニュアル2022を改変し作成）

熱中症を引き起こす可能性

〈環　境〉
・気温が高い
・湿度が高い
・風が弱い
・日差しが強い
・閉め切った室内
・エアコンがない
・急に暑くなった日
・熱波の襲来

〈からだ〉
・高齢者、乳幼児、肥満
・からだに障害のある人
・持　病
　（糖尿病、心臓病、精神疾患等）
・低栄養状態
・脱水状態
　（下痢、インフルエンザ等）
・体調不良
　（二日酔い、寝不足等）

〈行　動〉
・激しい運動

・慣れない運動

・長時間の屋外作業

・水分が補給しにくい行動
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オトメクジャク
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け分布しています。
　山地の岩、道路の法面、水田
の畦の石垣の間といった日当た
りのよい場所に生えています。
　葉の長さは10～15㎝で、葉
先は長く伸びて先端に芽を付け、
芽が地面に接することにより増
殖します。

安心院鏝絵　宇佐市

　鏝絵とは、家の漆喰の壁面に
鏝を使って顔料を入れて色漆喰
を作り薄肉状に盛り上げた浮き
彫りを施し、彩色をしたもので
す。
　宇佐市安心院町の鏝絵は戸袋
一面を使ったものや大壁一面を
使ったものなど、ダイナミック
な技法・手法が使われているの
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　熱中症は症状の程度によって３段階に分類されま

す。それぞれの重症度で症状が異なります。軽症で

あれば、熱感やめまい、立ちくらみや足がつる（こむ

ら返り）などの症状が現れます。多くは軽症～中等症

ですが、重症になれば死に至ることもあります。倦

怠感や頭痛、意識の状態がおかしいと思えば、速や

かに医療機関を受診するようにしてください。（図２）

　すぐにできるケアとしては、涼しい環境で休ませ

ること、服を緩めて、身体を冷やすことなどが有効

です。

　文中やイラストでも示しているように、体表近く

に太い静脈がある場所を冷やすのが最も効果的です。

具体的には、頚部の両側、腋の下、足の付け根の前

面（そけい部）等です。そこに保冷剤や氷枕（なけれ

ば自販機で買った冷えたペットボトルやかち割り

氷）をタオルなどで包んで当てます。冷やした水分

(経口補水液)を摂らせることは、体内から体を冷や

し水分補給にもなるため、有効です。熱が出た時に

顔の額に市販のジェルタイプのシートを張っている

お子さんをよく見かけますが、残念ながら体を冷や

す効果はありませんのでご注意ください。

熱中症の予防

　熱中症は生命にかかわることのある病気ですが、

予防法を知っていれば防ぐことができます。日常生

活における予防は、脱水と体温の上昇を抑えること

が基本です。体温の上昇を抑えるには、薄着になる、

日陰に移動する、水浴びをする、冷房を使う等が挙

げられます。日常生活では、体調への配慮と行動の

工夫（暑さを避ける、活動の強さ、活動の時期と持

続時間）および住まいと衣服の工夫が必要です。

おわりに

　熱中症は適切に対処すれば予防可能な疾患です。

これからが夏本番です。こまめな水分補給を心掛け

ながら、夏を乗り切りましょう！

出典：環境省　熱中症環境保健マニュアル2022

図２　熱中症の重症度と応急処置（環境省　熱中症環境保健マニュアル2022を改変し作成）

このような症状があれば・・・ 熱中症の応急処置

重症度
Ⅰ度

意識ははっきりしている
手足がしびれる
めまい、立ちくらみがある
筋肉のこむら返りがある（痛い）
現場で対応し経過観察
涼しい場所へ避難して服をゆるめ体を
冷やし、水分・塩分を補給しましょう。
誰かがついて見守り、良くならなけれ
ば、病院へ

（軽症）

重症度
Ⅱ度

吐き気がする・吐く
頭ががんがんする（頭痛）
からだがだるい（倦怠感）
意識が何となくおかしい

医療機関を受診
すみやかに医療機関を受診しましょう。

（中等症）

重症度
Ⅲ度

意識がない
呼びかけに対して返事がおかしい
からだがひきつる（けいれん）
まっすぐ歩けない・走れない
からだが熱い
救急車要請
救急車を呼び、到着までの間、積極的
に冷却しましょう。

（重症）

もし、あなたのまわりの人が熱中症になってしまったら・・・。
落ち着いて、状況を確かめて対処しましょう。最初の処置が肝心です。

チェック１ 熱中症を疑う症状がありますか？
（めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗・頭痛・不快感・吐き気・
　嘔吐・倦怠感・虚脱感・意識障害・けいれん・手足の運動障害・高体温）

チェック２ 呼びかけに
応えますか？

はい

いいえ
チェック３ 水分を自力で

摂取できますか？

はい いいえ
チェック４ 症状がよく

なりましたか？

涼しい場所へ避難し、
服をゆるめ体を冷やす

救急車を呼ぶ

涼しい場所へ避難し、
服をゆるめ体を冷やす

すみやかに医療機関へ

水分・塩分を
補給する

そのまま安静にして
十分に休息をとり、
回復したら帰宅しましょう

救急車が到着するまでの間
に応急処置を始めましょう。
呼びかけへの反応が悪い場
合には無理に水を飲ませて
はいけません

氷のう等があれ
ば、首、腋の下、
太腿のつけ根を
集中的に冷やし
ましょう

本人が倒れたとき
の状況を知ってい
る人が付き添って、
発症時の状態を伝
えましょう

大量に汗をかいている
場合は、塩分の入った
スポーツドリンクや
経口補水液、食塩水が
よいでしょう

救急車を待つ間

あ　じ　む　こて　え

熱中症について

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分４
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そら豆ごはんの松花堂弁当 韓国ランチ赤飯の松花堂弁当

厚生連だより 大分 ５

感染対策研修会を開催しました

行事食の紹介について

感染発生報告 盛り付け弁当箱の準備 部屋ごとに食事の準備

お弁当箱で提供

お茶

　シェモア鶴見では６月に感染対策研修会の実地訓練を行
いました。
　感染症の拡大を防止するため、部屋ごとに分かれて食事
をする為、調理スタッフも事前に、マニュアルの再確認を
行いました。
　普段の食事と違い、食札（食事の名札）や食器など全て
使い捨ての物を使用しました。お茶についても、普段はヤ
カンを使用していますが、感染時はペットボトルのお茶へ
変更となっています。
　事前に、マニュアルの再確認を行いましたが、使い捨てのお弁当箱に盛り付
けをし、部屋ごとに分けて、使用した食器類を入れる袋を付けて配膳するとい
う普段とは違う作業に調理スタッフも戸惑っていました。
　訓練の中で、問題点や時間配分を調理師が記録をし、反省会でマニュアルの
見直しを行いました。
　今回の研修で、普段からマニュアルを再確認しておく事の重要性や、実際に
やってみて問題点等の見直しを随時行っていく必要性を調理スタッフ全員が実
感させられました。

　シェモア鶴見では、食事を通して楽しみを持って頂くために定期的に行事食を提供してい
ます。今回は人気のあったメニューをご紹介します。
　松花堂弁当２種類は、見た目も味付けも良いと好評でした。
　世界のランチも今回は韓国料理でしたが、チキンも辛過ぎず美味しいと言われていました。
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厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

痩せるために小さな習慣を取り入れましょう
　健診に携わっていると、いかに痩せることが難しいか、
痛感しております。
　体重を減らしましょう、お酒を減らしましょう、タバ
コは止めましょう、と毎日口を酸っぱくして伝えていま
すが、健診者さんにとって、年に１度健診の際に言われ
るぐらいでは、全くもって響いていないようです。平成
20年４月から特定健診、いわゆるメタボ健診が始まり
だいぶ経ちますが、指導を受けても痩せられる方はほん
の一握りです。どうせ痩せないからとか、今困っていな
いからこのままでいいとか自分で頑張るとか、指導を受

けないと拒む方もいらっしゃいます。
40歳～74歳の男性で、メタボリック
シンドロームが強く疑われる方は約
３割、その予備軍と考えられる方を
合わせると、約２人に１人が該当す
ると報告されています。

　では本当に自分で痩せることができるでしょうか。い
ろんなダイエット方法がメディアで取り上げられては消
えていきますが、ダイエットに王道はありません。痩せ
る方法は皆さんご存知のとおり、摂取エネルギーを減ら
し消費エネルギーを増やすことです。すなわち食事を減
らし運動を増やすことです。
　
　ダイエットに失敗する人は、急に大きな目標を持つこ
とが失敗の要因かもしれません。「明日から夕食は食べ
ない」とか、「１か月で10㎏痩せる」など、継続する
のが難しい目標をたてているようです。
　これらの目標は現実的ではありません。大きな目標を
達成するためには、小さな成功を積み重ねることが重要
となってきます。大きな目標を成功させるために、小さ
な目標に分けて考えていきましょう。まずはスモールス
テップからです。小さな目標をひとつずつ積み重ねるこ
とによって、大きな目標を達成できる可能性が高まりま
す。

　そしてモチベーションに頼らないことも大事です。
　モチベーションだけでは、習慣化はできません。三日
坊主という言葉にもあるように、モチベーションが続く
のはせいぜい数日だと思います。短期間でダイエットに
成功できても、元の食生活に戻せばリバウンドが待って
います。

　では痩せるためにはどうしたら良いのでしょうか。実
行できるように細かいスモールステップに分けていきま
しょう。

　痩せるためのスモールステップの例を以下に挙げてい
きます。

□ 毎日体重測定
□ 食事の記録（食事量を把握することが目的）
□ 飲み物は水などノンカロリー
□ コンビニに寄らない
□ 日常生活でちょこちょこ
　 動くよう心掛ける
□ 気づいたときに良い姿勢をとる
　 （お腹をひっこめる）
□ 十分な睡眠をとる

　毎日体重測定もなかなか続かない方が多いです。朝起
きた時、歯磨きの時、お風呂入る前など、時間を決めて
測定することを習慣化しましょう。測定するハードルも
下げるために体重計もすぐ測れるよう準備しておくこと
が重要です。
　食事の記録も重要です。自分の摂取カロリーを把握す
ることが第一歩だと思います。健診者さんへ食事量を減
らしましょうと伝えると、「そんなに食べてないんで
す」と言われることがほとんどです。そして本当に食べ
ていないのか詳しくお聞きするとしっかり食べている方
がほとんどです。食べている量とご自身に必要な摂取カ
ロリーを把握してコントロールしていきましょう。自分
に必要な量の食事を習慣化していきましょう。目標の体
重に到達したから元の食事量に戻すと、当たり前ですが
体型も元通りです。たまに食べすぎることはあると思い
ますが、前後数日で摂取カロリーをコントロールすれば
いいだけです。

　ダイエットが成功するか否かは基本食
事にかかっていますが、もちろん運動も
重要です。
　ストレス解消になるし、血行が良くな
るし、心肺機能も高まります。筋肉量が増えれば消費カ
ロリーも増えます。いいことずくめです。

　千里の道も一歩から。自分にできる小さな習慣からひ
とつだけ毎日の習慣に取り入れてください。習慣化する
には約１か月かかります。そしてその習慣が当たり前に
なった頃に新たな習慣を取り入れる。それを繰り返すこ
とで、大きな目標はいつの間にか達成できていることで
しょう。



総会の様子

ヒレカツ ・・・・・・・・・・・・・120ｇ
エビフライ ・・・・・・・・・・・・・２本 
　とんかつソース……20ｇ　　レモン ……0.12個
　タルタルソース……20ｇ　　からし…………５ｇ
小鉢（野菜系酢の物・おひたし　等）・・・・ ２個 
茶碗蒸し ・・・・・・・・・・・・・・１個 
　鶏肉・タケノコ・ほうれん草・エビ・かまぼこ　等
ライス ・・・・・・・・・・・・・・180ｇ
本日のサラダ 50ｇ ・・・・・・・・・１個
　レタス・ベビーリーフ・人参・パプリカ　等
みそ汁 ・・・・・・・・・・・・・・150cc
　わかめ・ほうれん草・麩・豆腐・えのき・ネギ　等
本日のフルーツ ・・・・・・・・・・・１個
ドレッシング ・・・・・・・・・・・・・・30ｇ

国産豚のヒレカツとエビフライ御膳
ヒレカツは、一度低温調理を行っていますので中がほんのりピンク色（血の色ではなく、肉本来の色）です。
揚げ方もゆっくりと時間をかけて揚げていますので、程よい水分でジューシーな仕上がりとなっております。

４種類のメニューがございますが、そのうちの一つのご紹介となります。
当健康管理センターの宿泊人間ドックコースを受けて是非ご賞味あれ！

宿泊人間ドックコースの夕食
大分県厚

生連

健康管理
センター

ご紹介します！

厚生連だより 大分 ７

第74回通常総会が開催されました
　６月30日、大分県農業会館で大分県厚生連の第74回通常総会が開催されました。開催にあたり経営
管理委員会佐藤隆博会長より、感染症指定医療機関として県の重点医療機関に指定されたことによる
一般診療機能の縮小や新型コロナウイルス感染患者を受け入れる中、昨年に引き続きＪＡグループ各
種団体をはじめ、関連業者や地域企業の方々から多大な支援を受けたことに感謝の意を表しました。

　可決議案
第１号議案　令和３年度貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、
　　　　　　注記表、附属明細書及び事業報告承認に関する件

第２号議案　定款の一部変更に関する件
佐藤会長あいさつ

議長をする矢羽田組合長
（大分大山町農協）
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　高温多湿となる８月は、体力が

低下したり、食欲不振などの不調

を感じたり、いわゆる「夏バテ」

の症状が出てきます。

　基本的なことですが、睡眠・食

事・体力づくりをして生活リズム

を整え、自分にあった夏バテ解消

法を取り入れて、夏を楽しみま

しょう！　　　　　　（Ｎ.Ｓ）

6月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院
日 田
玖 珠
九 重

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計
3,598名

（うちJA 1,171名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《６月健診》

東部事業部

中部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

西部事業部
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5
24
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名
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名
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名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
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編集後記

大分県福祉保健部健康づくり支援課 検索

熱中症予防 ×
　　　コロナ感染防止

健康の
ワンポイント

◆体調に応じて、屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が
確保できる場合には、適宜マスクをはずすようにしましょう。

◆暑さを避け、水分をとるなどの「熱中症予防」と、マスク、
換気などの「新しい生活様式」を両立させましょう。

～屋外ではマスク着用により、熱中症リスクが高まります～

《マスク着用時は》
□ 強い負荷の作業や、激しい運動は避けましょう
□ のどが渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう
□ 気温・湿度が高いときは特に注意しましょう

熱中症の症状　少しでも異変を感じたらいったん作業を離れる

熱中症者への対応　一人きりにしない！　※帰宅後の重症比例も
①　意識を確認する。意識がはっきりしていなければ、ただちに救急搬送
②　意識がはっきりしている場合は

涼しい場所（エアコンの効いた室内、風通しの良い日陰など）へ避難させる
衣服をゆるめ、からだを冷やす（特に首の回り、脇の下、足の付け根など）
水分・塩分、経口補水液（水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの）などを補給する
自力で水分が取れなければ、ただちに救急搬送

熱中症の予防対策ポイント
こまめに水分を
補給しましょう
１日あたり1.2Lを目安に
大量に汗をかいたときは塩分も補給

温度と湿度の調整
エアコンや扇風機での風を
利用して、体感温度を
さげましょう

暑さを避けましょう
涼しい服装、日傘や帽子
少しでも体調が悪くなったら
涼しい場所へ移動

暑さに負けない体づくり
無理のない範囲で適度に運動
十分な睡眠
朝ごはん

Ⅰ度　めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、　　　筋肉痛、筋肉の硬直（こむら返り）
Ⅱ度　頭痛、嘔吐、倦怠感、脱力感、集中力や判断力の低下　　　※Ⅱ度以上は医療機関受診
Ⅲ度　意識障害、痙攣発作など


