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開催日 平成27年7月30日（木） 
 

参加者 19名 
    2階：6名 3階：9名 通所リハ：4名 
 
プログラム 
1 ．講話＆実技 「熱中症の予防と対処法 ～元気に夏をのりこえよう～」 

看護介護部主任 滝原 典子 
 
2 ．家族介護体験談 
   ３階ご利用中の中澤さまに、ご自宅での介護の様子についてお話を 
   していただきました。 
  
3 ．意見交換会 

利用されている療養棟・サービス別にグループを作り、ご家族同士でお互い
の抱えている介護の悩みについて話し合いました。 
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熱中症の予防と対処法 

   ～元気に夏をのりこえよう～ 
看護介護部主任 滝原 典子 

 みなさんこんにちは。只今夏真っ盛り。この時期、ニュースに報じられる「熱中症」。 

毎年のことだけに、多くの人がよく知っているように感じられますが、さて、みなさんは、 

熱中症について、ご存知でしょうか？ 

 今日は、熱中症の原因や予防、対処法について、すこしお話をしたいと思います。 

熱中症はどうしておこるのか、まずは人間の身体のしくみについてご説明します。 

人などの哺乳類は、ほとんど体温が変化しない「恒温（こうおん）動物」です。 

この体温を維持するために、人間の体は、気温が寒い時は、ぶるぶる震えることで、身体の 

中から熱を作って体温低下を防いだり、反対に気温が暑い時は、汗をかき、その汗が風などの 

力で蒸発することで、体温上昇を防ごうとしたりします。 

しかし、最近の気温は、体温よりも高い37～40℃となったり、湿度も75％を越えたり… 

このような時は、汗をかいても流れ落ちるばかりでほとんどほとんど蒸発しなくなってしまい

ます。そのため、体からの熱放散が妨げられ、体温を調整する機能がコントロールを失い、体

温がグングン上昇してしまいます。これが熱中症です。 

実は、室内で静かに過ごしていても、熱中症になることもあります。何度も言いますが、 

気温が高い、湿度が高い、風が弱い、日射が強いという条件は、外でも中でも要注意なのです。 

次に、代表的な症状をご説明します。 

①めまいや顔のほてり  

②筋肉痛や筋肉のけいれん  

③体のだるさや吐き気  

④汗のかきかたがおかしい  

⑤体温が高い、皮ふの異常  

⑥呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない  

⑦水分補給ができない 

症状⑥と⑦は大変危険な状態で、救急車要請が必要です。 

熱中症は、自分では「ちょっと体調が悪い」「少し気持ちが悪い」程度と思っている間に症状が

進んでしまうので、早めに気づくことが大切です。 

もし熱中症になってしまったら、 

・涼しい日陰やクーラーの効いた室内などに移動する 

・衣類をゆるめて休む 

・水分を補給する 

・体を冷やす 

氷や冷たい水でぬらしたタオルを手足に当てる。氷や冷たい水がない場合は、タオルやうちわ、

衣服などを使ってあおぎ、風を送って冷やす。この、冷やす行為が、後の生命救命に影響する

といっても過言ではありません。 
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ここで、もう一つお伝えしておきます。 

大事なのは、周囲のサポートが重要であるということです。 

先にお伝えしました通り、熱中症は、気づいたときは、かなり重症の場合があります。 

自分ではなく、家族や友人が熱中症かもしれないと感じた時は、ぜひこの4つは実行し、必要で

あれば、救急車要請、医療機関にすみやかに受診の手助けをしていただきたいと思います。 

また、レジャーなどにお出かけになる際は、タオルや冷たい水を入れた水筒、スポーツドリンク

や日陰をつくれるようなパラソル、レジャーシートなどを持参するのもお勧めします。 

 熱中症にならないために自分で出来ることは、水分補給です。 

市販で売っている経口補水液、オーエスワン®（OS-1: 大塚製薬工場）が普及していますね。

このOS-1は、下痢や嘔吐などの症状にも.推奨されています。 

 

 当施設では、手作りOS-1を利用者さまには飲んでいただいています。 

同じものを持ってきましたので、是非、飲んでみてください。 

作り方は、100%のりんごジュース500mlに対し、塩3gを混ぜるだけです。 

OS-1が飲みにくい方にはお勧めです。 

スポーツドリンクでの頻回な飲水でも問題ないですが、スポーツドリンクは塩分量が少なく、 

糖分が多いので、飲み過ぎには注意です。 

あと、梅昆布茶や味噌汁などもミネラル、塩分が豊富に含まれており熱中症の予防に有効と 

言われています。 

飲料水として必要なのは1日約800～1,300mlです。 

「ちょっと汗をかいたな」というときは、約1,800mlの水分を摂るように心がけてください。 

ただし、腎機能や心機能に異常があって水分を制限されている人は、医師の診断に従うよう

にしてください。 

そして、一度にがぶ飲みしてしまっては意味がありません。1回200ml程度を何度かに分け

て摂取するようにしてください。 

  

1日のサイクルとしては、朝目覚めたとき、午前10時と午後3時のおやつのとき、入浴前後、

寝る前などにコップ1杯ずつの水を飲むこと。 

これ以外に1日3回の食事のときにも1杯ずつ飲めば、1日1,600ml程度の水分が補給できま

す。この水分補給の中に、OS-1を入れ込むことで、さらに予防強化につながります。 

こまめな水分補給を心掛けてください。 

熱中症は馬鹿にできない症状であること。 

しかし、ちょっとした注意で防ぐことができるということです。 

まだまだ暑い夏は続きます。行楽シーズン、色々と出かける機会も増えると思いますが、無理の

ない生活で、楽しい夏をお過ごしください。 

【効果的に水分を摂取するには?】 

朝起きて 

10時のおやつ 

3時のおやつ 

入浴前 

入浴後 

寝る前 
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３階ご利用中の中澤さまに、ご自宅での介護の様子についてお話をしていただき
ました。 

家族介護体験談 

 妻の美知子が3階でお世話になっております。 

以前5カ所くらいの婦人会に入っており、役員も務めていたので 

アルボースのような施設にもよくボランティアできていました。 

就労支援の施設にも行っていたので、そこで売っている靴などを 

よく自分に買ってきてくれました。 

 かあちゃんは、30年前、車の事故を起こして腕を骨折しました。 

そこで病院に入院したとき、糖尿病が発覚して45日間くらい入院 

しました。自分は毎日病院に通いました。 

入院してからも、月に1回、伊勢崎市民病院に糖尿病の検査をするために 

通っていましたが、その検査のたびに本人は極端に食事を控えていました。 

低血糖を起こして、昔はブドウ糖ではなくコップに砂糖を入れて飲ませていました。 

意識がもうろうとしてしまい、飲ませようとしても飲めずに、何度も私の顔に砂糖水を吹き

かけられました。そこで知人から、口移しで飲ませるという方法をアドバイスしていただき、

もうこの歳だし最後だからと思って口移しで飲ませたら、飲んでくれました。 

低血糖を起こしては意識がなくなり、砂糖水を飲ませて意識が戻るということを何度も繰り

返していました。 

また、ある時は病院で検査をしたら血糖が上がりすぎて測定不能になってしまい、検査がで

きないこともありました。すぐに入院し、血糖測定器を買って、家でちょっとおかしいな？

と思うときに測っていました。 

                   トイレが近くなり、いつもトイレに行っていて 

                   そのたびに私も付き添っていたので、家では大変 

                   だと思って近くの恵風荘に相談に行きました。 

                   「そろそろうちのかあちゃんもお世話になん 

                   なきゃなあ」と言ったら、すぐにケアマネージャー 

                   に繋いでくれて、介護保険を申し込みました。 

                   要介護2が出てデイサービスに週3回行くように 

                   なりました。 

かあちゃんは、元々婦人会にも入っていて、人と話すことは大好きなので楽しく通うことが 

できていました。 
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少しして恵風荘の入所をお願いしたところ、血糖が 

不安定だから医療の環境が整っているところの方が 

よいということで、アルボースにお願いをすることに 

なりました。 

アルボースに入所したときは、脳の病院が隣にあるから 

やはり重症な方が多いなあと感じました。 

 今は入所とショートステイを繰り返し利用しながらどうにか家でみています。 

家では、毎日朝5時くらいに起きて5時半～1時間くらい散歩に連れて行っています。 

前に比べると年齢につれて、だんだんと歩けなくなってきているのを感じます。 

家にいても一人で歩こうとするけど、危ないのでいつも自分がついていっています。 

また、夜のトイレが多くて自分自身大変で眠れていない状況があります。 

しかし、同じ部屋でテレビを観て過ごしたり、食事をしたり何気ない生活も一緒に家にいるから 

できています。 

             

            今後は歳をとるにつれ、病気もあるしよくなるとは思っていません。 

            先のことはわかりませんが、今のように入所とショートステイを 

            繰り返し利用しながら自分がみられる限り、アルボースにお世話に 

            なろうと思っています。 

アンケート集計 

Ⅰ．アンケートに回答された方について 

 
性別 男性：4名  女性：11名  無回答：2名 

住所 市内：8名 県内その他：4名 県外：2名 無回答：3名 

年齢 50代：5名 60代：5名 70代：5名 80代：1名 無回答：1名 

利用者との関係 

   夫：3名 妻：3名 母：1名 息子：2名  

   娘：5名 妹：1名 その他：2名 
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Ⅱ ．話を聞いてのご感想 

 

・大変参考になりました。飲み物も参考になりました。飲み方、作り方 

・気をつけたいと思いました 

・よかったので参考にしたい 

・とても飲みやすいOS-1を教えていただいて、家でも作りたいと思います 

・水分の摂取の仕方やレシピなど分かりました 

・初めて参加したので、ためになった 

・とても参考になるお話しでした。熱中症もよく理解できたし、手作りOS-1は、 

 ぜひ作り母に飲ませたいです 

・とてもわかりやすく、聞くことができました 

・わかりやすく、とても参考になりました 

・熱中症の予防、大変参考になった 

・大変わかりやすいお話で参考になった。OS-1のレシピはよかった。とても参考になりました 

・大変わかりやすく説明をしていただきました 

・男性の方で、よく介護なさっているなあと 

・奥さまを大事に思っている感じがとても伝わってきました 

・介護を通して相手への思いやりに感心しました 

・体験談も参考になった 

・介護をするのも愛情が全面にでたお話でした。苦労も多いでしょうが奥さまは幸せだと思いま

した 

・男性が介護することって、本当に大変なことだと感じました 

・ご主人が奥さまを介護するのは、いろいろご苦労があると思いますが、苦もなくなさっている

様子で本当に頭が下がります 

・家族が協力して頑張っていると思いました 

・奥さまが利用されているとのこと、大変ですね 

・介護する人が家庭にできると、大変だということを感じました 

 

【熱中症の予防と対処法 ～元気に夏をのりこえよう～】 

看護介護部主任 滝原 典子 

【家族介護体験談】 
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・制度についての講話 

    介護保険制度：4名 後期高齢者制度：1名 

・病気についての講話 

    脳血管障害：5名 認知症：6名 高血圧：2名 糖尿病：2名 その他：2名 

・介護方法についての講話 

    オムツ介助：3名 入浴介助：1名 食事介助：3名 その他：1名 

・リハビリについての講話 

    自宅でできるリハビリ：4名 その他：1名 

・実技をともなう講話 

    介護教室：3名 治療食の作り方：1名 会話の仕方：2名 

Ⅳ ．今後の家族会についてのご意見・ご感想 

 

【ご家族同士の意見交換会】 

・家族会の交流は大変元気をもらいます 

・大変よかったと思う 

・みなさんの話を聞くと明日からまた頑張れる気がします 

・これからの生活を考えていきたいと思います 

・自分の気持ちを皆さまに話し聞いてくださるだけで、すっきりした気分になり、 

 このような場があり、ありがたいと思っています 

・各ご家庭のお話が伺えて有意義な時間でした 

・中澤さんのようにありたいと思います 

・とても参考になりました 

・出席されている皆さまのお話を聞き、自分自身も一緒に頑張っていきます 

Ⅲ ．家族会に参加されてのご感想 

 
 とても参考になった：13名  少し参考になった：1名  無回答：3名 
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Ⅴ ．介護についてのお悩み 

 

Ⅵ ．開催時期についてご意見・ご提案 

 

Ⅶ ．アルボースに対するご意見・ご要望 

 

・こちらも疲れていると、つい冷たい態度をとってしまい、後で嫌な気持ちになってしまいます 

・自宅に帰ってからの介護 

・今後介護する私の健康が心配。これ以上長命だと不安ばかり広がる。 

 そのことに話しをするが本人の不安は少ない 

・親の面倒見るのですが、介護する側の体調管理も大切だと思いました 

・退所後の１ヶ月半が昼夜問わずの介護で心身共に大きな負担となっています 

①曜日について（複数回答可） 

  日曜日：2名 月曜日：2名 火曜日：2名 水曜日：1名  

  木曜日：5名 金曜日：3名 土曜日：1名 無回答：8名 

②時間について（複数回答可） 

  午前：1名 午後：10名 夜：1名※平日限定  

  無回答：5名 

・本当に感謝しているアルボースあってよかったが感想です 

・いつもよくしていただいて助かっています。ありがとうございます 

・いつもお世話になりありがとうございます 

・皆さまが大変親切で優しく接してくださるので感謝しております 

・いつも親身にお世話をいただき感謝しております 

・いつもあたたかく見守っていただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします 

公益財団法人脳血管研究所 介護老人保健施設アルボース 

 住所：群馬県伊勢崎市太田町427-3 

 TEL/FAX：0270-21-2700/0270-21-2704 

 Email：arbos@mihara-ibbv.jp 

 URL：http://mihara-ibbv.jp/arbos 

発行：地域交流広報部会 
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