
第26号　令和4年夏号

『元気に夏を乗り切ろう！』～高齢者は特に気を付けたい夏バテ対策～
　　●入る量●

・食べ物　　　1.0L

・飲料水　　　1.2L

・代謝水＊1 　  0.3L

　合　計　  　  2.5L

　

＊1 　代謝水：物質の代謝により体内で作られる水
＊2 　不感蒸泄：皮膚や粘膜、呼気から蒸発する水分 ( 発汗は有感蒸泄であり含まない）

・食べ物の中には水分が含まれており、食事摂取回数や量が減ると、水分不足になるので、  水分量を

  増やす工夫をしましょう。

1日に必要な水分量は2.5Lです。

　○体温を調整する

　○酸素や栄養素を体に運ぶ

　○老廃物を尿として排泄する

　○体液を構成する

　○細胞の代謝を助ける

　

　　

　
　体がだるい　食欲がない　よく眠れない　疲れやすいなど

　　　　　　　  　　「夏の暑さのためにばててぐったりと疲れること。」（広辞苑より）夏バテとは？
　  症 　 状

　
　①高齢者は特に、暑さやのどの渇きを感じにくい。

　　汗や尿、呼吸からも水分が失われる。

　　⇒水分（ミネラル）不足になりやすい　
  　②暑い時にはさっぱりしたものを好み、肉や魚を避けてしまいがち

　　⇒栄養（特にタンパク質）不足になりやすい　

g 　 原 　 因

　
　夏バテになると『栄養不足から体力が低下し、回復力も弱まり病気になりやすい体に』

　

　①水分をとる

   ②栄養バランスの良い食事をとる

   ③十分な休養と睡眠をとる

   ④室温を適正に保つ（環境省推奨「28℃」目安）

　　

　 対 　 策

　   体内での水分の役割

体内の水分量は体重の 50% 以上であり、

体の半分以上が水分で構成されています。

入る量と出る量のバランス

　　●出る量●

・便・尿　　 1.6L

・不感蒸泄＊2 0.9L

　合　計　 　2.5L

　

表：不感蒸泄と発汗による水分喪失量（成人）

発熱、発汗時は通常より多く体内の水分を喪失するので、飲水量を増やしましょう。

室内は 28 度以上にならないようにしましょう。状況によっては受診しましょう。

★腎臓病や心臓病などで水分を制限されている方は、 医師の指示に従ってください。

 食事から水分をとりましょう
　・１日３食きちんととる

　・食事摂取量が少ない方は…間食の利用や水分の多い食品を選ぶ　

　　例）野菜、果物、ゼリー、プリン、ヨーグルトなど

　・汁物をとりいれる

 時間を決めて、こまめに飲みましょう
　・起床時、朝食時、１０時、昼食時、１５時、夕食時、入浴前後、就寝前

 量を決めて、確実な量を飲みましょう
　例）500ml のペットボトルの麦茶を毎日必ず２本飲む

　　　透明のお茶容器に１日必要量の印をつけて飲む

水分補給のポイント

先日は、アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。
貴重なご意見を今後の運営の参考とさせていただきます。今回はアンケート集計の結果、要望が多か
った、「夏バテ」についてご紹介します。

参考文献：厚生労働省「健康のため水を飲もう」ポスター

参考文献：北岡建樹「チャートで学ぶ輸液療法の知識」

★発汗が著しい場合は塩分も喪失しています。食事がとれない時は容易に熱中症や脱水に
　　なるので、吸収のよい経口補液等で水分を補いましょう。

「こまめに水分補給を心がけましょう」

  対策①：水分をとる
今回は対策①②についてご紹介します。

体内の水分量が不足すると、熱中症や脳梗塞、心筋梗塞、

様々な体の不調といった健康障害の原因となります。

日頃からこまめな水分補給を心がけましょう。

  　
★不感蒸泄、発汗などで体外に出た水分はしっかり補いましょう。

発行元：ヘイセイ訪問看護ステーション　　担当者：小山・田邉・櫻井　　倉敷市老松町4丁目4-7　TEL:086-427-3251

新 人 紹 介

肉や魚などのタンパク質をとることで栄養不足が解消され、身体の不調が起こりにくくなります。 【栄養たっぷりお味噌汁】

よろしく
お願いします！

いつもの食事にプラスで栄養価アップ　対策②：栄養バランスの良い食事をとる（ひまわり 24 号参照）

『夏バテしたくない』
を合言葉に日頃の食事を見直して体力や免疫力をつけ、夏を乗り切りましょう！

夏 夏野菜を食べよう！
季節の物を食べることで免疫力を高めます

バ バランスよく食べよう！
病気のリスクを減らすことができます

テ 鉄分不足に注意！
汗と共に流れ出るため貧血予防も必要です

し
食欲が増す工夫を！
香味野菜や酸味で食欲増進をはかります

た
たんぱく質をとろう！
疲れにくくなり体力低下を防ぎます

く
果物でビタミンを補おう！
疲労回復や栄養吸収を高める効果があります

な 納豆やウナギで疲労回復！
ビタミン B群を多く含み疲労回復効果が高いです

い 胃腸に優しい食事のとり方を心がけよう！
アイスやジュースは糖分が多いため注意しましょう

例）トマト、ナス、きゅうり、ピーマン、とうもろこし、枝豆 など

例）あさり、レバー、小松菜、ひじき、納豆 など

例）レモン、しょうが、ニンニク、しそ、みょうが など

例）卵、肉、大豆、魚、乳製品（牛乳・チーズ） など

例）スイカ、桃、キウイ、オレンジ、パイナップル など

お好きな野菜のお味噌汁　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

卵　　イモ類　　キノコ類

豆腐　肉類（鶏肉・豚肉）

とりすぎ NG

★普通のお味噌汁が、　おかずに代わるような栄養たっぷりのお味噌汁に大変身！

＋

【ミルクめんつゆ】

＋お好きな麺　　　　　＋ めんつゆ（３倍希釈） 牛乳　　　
（そうめん・うどんなど）

作っ
てみ
まし
た！

★牛乳にはタンパク質やカルシウムが入っていてコクもありおいしい！

水の代わりに牛乳を！

【タンパク質をもっとおいしく簡単に】

『高タンパク質』をうたっている栄養補助食品（お菓子、飲料、

ヨーグルト等）の商品も増えています。

いつもの食事にプラスしてみても良いですね！

　例）明治「タンパクト」シリーズ、森永「クリミール」シリーズなど　　　　　

★商品についてはスタッフにもお気軽にご相談ください！

 作業
療法士 黒川　恵子

くろかわ　けいこ　  理学
療法士 松永  亮太
 理学
療法士

まつなが　りょうた　 理学
療法士  武田  大輝
 理学
療法士

たけた　  たいき　  言語
聴覚士 秋田 美菜穂

あきた　み な ほ　

広報「ひまわり」のバックナンバーをご希望の方は訪問スタッフまでお声かけください。

参考：桜川市学校給食センター給食だより
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