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第13回 鶴見病院地域医療連携懇話会 及び がん診療セミナー
事務管理職研修会
介護老人保健施設シェモア鶴見でのひととき
コンビニが新しくなりました
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厚生連だより 大分２

大分県厚生連鶴見病院　食事療養科　科長　丸　尾　　　恵

夏に向けて

まる お めぐみ

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

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？
　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。

※重要事項
【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】

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。

夏バテ予防の食事法

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Ｂ

１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・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。

バランスのよい
食事のポイント

①毎食主食を摂りましょう（ご飯なら茶碗１～２杯、

パン１～２枚、麺は１玉）

②主菜として、肉、魚、卵、豆腐など１食に１種類

合わせて１日に３種類は摂りましょう。

③豆製品、芋類、海藻類も食べましょう。

④野菜を食べましょう。１日４００ｇが目安です。

⑤果物も１日１回は食べましょう。

⑥牛乳、乳製品も１日１回は摂りましょう。

⑦油は大さじ１～２杯は摂りましょう。

　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

　５６.３kg×３０kcal＝１,６８９kcal

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るなどして、夏バテを撃退し

ましょう。

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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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Ｂ

１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・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。

バランスのよい
食事のポイント

①毎食主食を摂りましょう（ご飯なら茶碗１～２杯、

パン１～２枚、麺は１玉）

②主菜として、肉、魚、卵、豆腐など１食に１種類

合わせて１日に３種類は摂りましょう。

③豆製品、芋類、海藻類も食べましょう。

④野菜を食べましょう。１日４００ｇが目安です。

⑤果物も１日１回は食べましょう。

⑥牛乳、乳製品も１日１回は摂りましょう。

⑦油は大さじ１～２杯は摂りましょう。

　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

　５６.３kg×３０kcal＝１,６８９kcal

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るなどして、夏バテを撃退し

ましょう。



厚生連だより 大分 ５

医師紹介

第13回 鶴見病院地域医療連携懇話会
及び がん診療セミナー

　６月13日、亀の井ホテルにて、別府市をはじめ、地域の医療機関の先生方との連携を深
めることを目的とした懇話会を開催しました。
　鈴木院長より開会のご挨拶をさせていただいた後、鶴見病院の医療紹介がありました。
　神経内科部長の荒川医師が「脳卒中診察の現状と地域連携」と題して発表し、形成外科部
長の矢野医師が「キズの話　治らないキズには、わけがある｣と題して発表し、緩和ケア科
　特任副院長の赤嶺医師が「緩和ケアにおける最新情報」と題して発表を行いました。
　これからも地域に根ざした医療を推進し、地域医療連携を深めてより充実した病院運営を
目指していきたいと思います。

鈴木院長あいさつ 懇話会



事務管理職研修会

　６月12日鶴見病院にて事務管理職研修会が開かれました。
　「最新の医療情勢と今後の厚生連の方向」と題し、全国厚生農業協同組合連合会
瀧前常務が講師を努めました。
　高齢化に伴う地域医療構想や厚生連の運営体制など有意義な研修会となりました。

★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。

　今回はうみたまごへ出かけました。水

の中で優雅に泳ぐ動物たちとふれあい貴

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。

研修会様子

全厚連　瀧前常務

厚生連だより 大分６



厚生連だより 大分 ７

コンビニが新しくなりました
　５月29日より長らくご愛好いただいたＪマートが閉店し、６月３日より新しくコンビニをリ
ニューアルしました。６月３日～６月５日にはオープニングセールが行われ、各種商品割引の
ほか1000円分のお楽しみ袋や販売個数でギネスにも認定されたあの海老名メロンパンなどが
売り出されました。店内では様々な商品がそろっていますのでぜひ立ち寄ってみてください！

店内様子コンビニ入口

1位
ランチパック
味の種類が多く、手軽に食べられます。
パッケージがかわいいのも人気の理由

人気不動の日清カップヌードル！
おいしさは説明不要です。

1位
BOSS
カフェオレ
甘すぎず、コクが
深くまろやかです。
ブラックもおすすめ！

2位
モンスター
疲れたあなたの体を一瞬で目覚めさせます。
飲み過ぎ注意・・・

3位
ピルクル
カルシウムとれます。
風呂上り飲むと最高です。

食べ物編

飲み物編

2位
弁　当
栄養のバランスがとれ、
野菜不足な方にもおすすめ

3位
日清
カップヌードル

おすすめランキング



　暑い暑い夏がやってきました。

 部屋で涼むのもいいですが、

海、山、川、夏らしいレジャー

がたくさんあるので、羽を思

いっきりのばして夏を満喫しま

しょう。（S.T）
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杵築市役所
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健健 康康 のの
ワンポイント

～健康な肌を保つために～

健康管理センター

５月の健診/受診結果
国 東
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山 香
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日 田
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豊後大野
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安心院
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受診者数総合計 2,271名
（うちJA 834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

《５月健診》

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

281 
10 
29 
1 
13 
12 
2 

107 
9 
13 
22 
8 
31 
4 
23 
2 

213 
43 
3 
8 
0

※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/

　健康な肌を保つためには、

紫外線や乾燥を避けることが

大事です。紫外線は肌の弾力

やハリを保つためのコラーゲ

ンやエラスチンを変性させ、

皮膚の老化を促進させるた

め、外側から化粧水やクリー

ムなどで水分を補うスキンケ

アを行うことが大切です。ま

た、外側からだけでなく内側から栄養を取ることも大切で

す。とくに皮膚の成分の70％を占めるコラーゲンの生成

には、ビタミンCが必要になり

ます。

　レモンやピーマンやキウイな

どに多く含まれていますので積

極的に摂るとよいでしょう。


