
冬の脱水にご用心！
● 工夫がキラッと光る
　福祉用具のご紹介
● やさしいお料理レシピ
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福岡市介護実習普及センター

特集

福岡市消防局からのお知らせ

●「唐人町」駅から徒歩約7分
●「大濠公園」駅から徒歩約10分

●「黒門」バス停から徒歩約5分
●「福大若葉高校前」バス停からすぐ

交通の
ご案内

福岡市営
地 下 鉄 西鉄バス

　冬のこの時期、肌の乾燥を日々実感されていると思います。空気の乾燥によ
り知らないうちに脱水症が進んでいます。脱水症は十分予防できるものです。
今回の特集を参考に、早めの水分補給を心がけ、脱水症知らずの生活を送っ
てください。

編 集
後 記

◆ 冬場に多発！！ヒートショックにご用心

◆ 救急車を呼ぶか迷った時は…

ヒートショックは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度の変化により血圧が上下に
大きく変動することなどが原因で起こります。
気温が下がる冬場に多く見られ、失神や不整脈のほか、死に至ることもあります。

緊急の場合は迷わず119番！！救急車を呼ぶかどうか迷った時は、福岡県救急医療電話相談
『＃7119』に電話すると、救急車の利用や最寄りの医療機関についてアドバイスがもらえます。

〈予防のポイント〉
・入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。
・お風呂の温度は４１℃以下、湯につかる時間は１０分までを目安にしましょう。
・浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
・アルコールが抜けるまで、また、食後すぐの入浴は控えましょう。
・入浴の前に同居者に一声掛けて、見回ってもらいましょう。

お問い合わせ：福岡市消防局救急課 市民啓発係　℡092-725-6574
福岡市消防局ホームページはこちら http://119.city.fukuoka.lg.jp/

福岡市介護実習普及センター

092-731-8100
092-731-5361

午前10時～午後6時
毎月第3火曜日・12月29日～1月3日
http://www.fukuwel.or.jp/practice/

TEL
FAX
HP
休館日
開館時間

〒810-0062 福岡市中央区荒戸三丁目3-39
福岡市市民福祉プラザ（愛称：ふくふくプラザ）3階



冬の脱水症にご用心！冬の脱水症にご用心！
　「冬に脱水症…なぜ？」
　冬は汗をかくほど体温が上がることは少なく、日常生活ではそれほど気をつけなくても
脱水症にはならないと思いがちです。しかし、冬には冬の脱水症のリスクが潜んでいます。

　冬は夏場に比べると脱水に気づきにくく、知らず知らずのうちに脱水症になってしま
う人も少なくありません。脱水症の時間や程度が進むと重症化しやすいため、早期に発
見することが大切です。

　高齢者は一般的に、のどの渇きといった自覚症状が乏しいことから水分補給が不十分である
ことも多いとされています。また、脱水症によって転倒やせん妄（突然わけのわからないことを
叫んだり、うろうろ歩き回ったり、いるはずのない人や物が見えたりする）などのリスクが高く
なります。

　高齢者本人が脱水症状に気づかないことがあるため、周囲の人が水分摂取量や室内環境など
に気をつけましょう。例えば、寒いからと暖房器具をつけたまま寝ていると、室内の湿度が更に
下がり乾燥します。加湿器の適切な使用や寝る前のコップ一杯の飲水が、睡眠中の脱水予防に
つながります。
　ほかに、なんとなく元気がない、言葉数が少ない、食欲がないなど、体のサインにも注意しま
しょう。周囲の人が気づいてあげることが大切です。

●体内の水分量が少ない
●食事量が全体的に不足しやすい
●のどの渇きを自覚しにくい
●トイレを気にして水分制限する
●腎臓の水分吸収機能低下に
　より多尿や頻尿になる
●利尿作用を持つ治療薬の使用
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冬にみられる脱水症の原因

「冬脱水」の症状

高齢者は特に注意が必要です！

高齢者が脱水症に
なりやすい原因

体重あたりの水分量 

　　空気の乾燥
◆暖房で室内も乾燥
◆現代の住宅は気密性が高く
　湿度が上がらない

体から自然に
水分が失われる

水分補給が足りない
◆水分を失っている自覚がない
◆のどの渇きを感じにくい

ウイルス感染
◆発熱、嘔吐（おうと）、
　　下痢で大量に水分を失う

　 空気の乾燥
・ 冬場の湿度は50％以下になることがあり、乾燥した環境下では、特に自覚がないまま皮膚や
　粘膜、呼気から水分が失われることが多くなります。
・ 気密性の高い室内でエアコンやファンヒーターなどの暖房器具を使用すると湿度がさらに下が
　り乾燥します。

　 水分補給不足
・ のどが渇きにくく、水分を失っている自覚が少なく、夏場に比べ水分をとる機会が減ります。

　 ウイルス性の風邪や胃腸炎
・ 冬は乾燥によって、ウイルスが空気中に増え、感染しやすくなります。
・ 発汗、嘔吐（おうと）、下痢で大量に水分を失います。

◆手先などの皮膚がカサカサする
◆口の中がネバつく
◆体がだるく、やる気が低下する
◆めまいや立ちくらみが起こる
◆頭痛、吐き気、

おうと

嘔吐（脱水症がかなり進行している状態）

❶

❷

❸

水分補給が
必要です！

成人男性 60% 成人女性 55% 高齢者 50～55%



～「見て触れて」脱水チェックしましょう！～
□ 手をさわると冷たい

□ 舌が乾燥している、舌の赤みが強い、舌に線や亀裂が入っている

□ わきの下が乾いている

□ 親指の爪先を押して離した後、2秒以内に赤みが戻らない

□ 手の甲をつまみ上げて離した後、つまんだ形が3秒以内に戻らない

◆コーヒーや緑茶には利尿作用があるカフェインが多く含まれています。お茶で水分補給する

場合は、カフェインが少ないほうじ茶やカフェインを含まない麦茶を選びましょう。

◆アルコールでは水分補給はできません。アルコールには強い利尿作用があり、飲めば飲むほど

尿量が増えていきます。ビールよりも日本酒やワインといったアルコール濃度が高いものほ

ど利尿作用は強くなります。

「冬脱水」の予防対策

飲み物の利尿作用に注意！

　 室内の湿度を50～60％前後に保ちましょう。
・ 温湿度計を見える高さに設置し、見て確認する習慣をつける

・ 最適な湿度を保つには、加湿器を使用する

・ 部屋の中に洗濯物や濡らしたバスタオルを干す、部屋の中に観葉植物を置くなどして加湿する

・ 換気を定期的に行う

・ 室内の照明を発熱量の少ないLEDに変える

　 のどが渇いていなくても、定期的に水分補給を行いましょう。
・ こまめな水分補給を心がける

　 ３食以外でも、朝起きた時、午前10時と午後３時のおやつの時

　 入浴前後、夜寝る前、夜トイレに起きた時など

・ 白湯など、体を温めつつ水分を補える飲料をゆっくりと飲む

・ 果物や野菜・汁物など水分を多く含む食品をとる

　 冬に流行するインフルエンザや感染性胃腸炎による発熱、
おうと

嘔吐、下痢

　 で体内の水分と共に電解質を失った場合、水分補給だけではなくナト

　 リウムやカリウムなどの電解質の補給を行いましょう。
・ 脱水症予防にはスポーツドリンクを飲む

・ 大量の発汗、嘔吐（おうと）や下痢が続き脱水症を疑う場合は、水分吸収速度が速い経口補水液を、

　少しずつ500mlを30分から60分ほどかけて飲む

　糖尿病や高血圧症、心臓や腎臓などの持病のある人は、塩分や水分の取り過ぎ

に注意が必要です。普段から主治医に日常生活の注意点を聞いておきましょう。
おうと

嘔吐を繰り返したり、水分を取っても吐いたり、水分を飲み込めなかったりする

場合は、医療機関を受診しましょう。（意識がない場合は、直ちに救急車を呼んで

ください。）

　脱水症は予防ができます。日頃からしっかりと睡眠と食事を取り、室内の湿度

を50～60％前後に保ち、空気の乾燥とウイルス感染を防ぎましょう。また、のど

の渇きを感じていなくても、こまめな水分補給を心がけてください。
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❶

❷

◆経口補水液は、スポーツドリンクと同じく電解質に加え糖分も含んでいますが、スポーツドリ

ンクに比べてナトリウム量が多く糖分が少ないため、迅速に水分を補給できるのが特徴で

す。医薬品に準じた商品のため、薬局・ドラッグストアで購入できます。購入時にお店の人か

ら必ず説明を受けてください。

経口補水液

❸ (参考資料：環境省熱中症環境保健マニュアル 2018 )

[　　　　　　　　　　　　　　　]



　冬に起こりやすい脱水症予防のため、食べる
スープでミネラルと水分を補ってはいかがですか？
大ぶりに切った野菜とソーセージをじっくり煮込
みます。スープを飲み、具を粒マスタード等でいた
だけば、簡単にできてとってもおいしいです。

じゃがいもは皮をむき、４等分にして水にさらす。
人参は皮をむき、１ｃｍ幅の斜め切りにする。
きゃべつは芯をつけたまま、半分に切る。
ソーセージには切込みを入れておく。
鍋にじゃがいも、人参、きゃべつ、水、固形スープ
の素、ローリエを入れ、中火にかけ煮立ったら、
塩、こしょうを加え、弱火にしてじっくり煮る。
ソーセージは煮すぎると、旨味が出てしまうの
で、最後に加え煮込む。
好みで、具に粒マスタードをつけて食べる。

１．
２．
３．
4.
5.

6.

7.

ソーセージと野菜のポトフ
栄養士：岩津 慶子 氏

ソーセージ・・・・・・・（１人２本程度）

じゃがいも・・・・・・・（１個）

人参・・・・・・・・・・・（１本）

きゃべつ・・・・・・・・（１／４個）

　水・・・・・・・・・・・（４カップ）

　固形スープの素・・（２個）

塩、こしょう・・・・・・（各少々）

粒マスタード・・・・・（お好みで適量）

あればローリエ

　下敷きとして使うと紙が滑らず、片手で字が書ける滑り止めシート。ランチョンマット
代わりに使用すると、人目を気にせず片手で食べることができます。使いやすい大きさや
形状にはさみで切ったり、両面テープを使えば色々なところに貼ることもできます。勉強
机やダイニングテーブルなど様々な場所で活躍すること間違いなしです！

お料理
やさしいレシピ （２人分） 作り方材 料
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 ★スベラナイト

工夫がキラッと光る！ 福祉用具のご紹介
福祉用具は、使う方の「できる」を助け、日常の生活を豊かにし、    介護をする方の負担軽減にも役立つものです。
安心・安全に使えるよう工夫がされていますが、ご本人の体の状   態や使う環境、目的に合わせて選ぶことが大切です。
今回は、福祉用具展示場（ふくふくプラザ3階）にあるアイデアあ   ふれる福祉用具の中から、２点の製品をご紹介します！　  

片マヒの方に役立つ用具！

　くるっと反転して使える杖先ゴムで、屋外で使用した杖の汚れを気にせずそのまま室内で使
用することができます。ボタンを押すとワンタッチで反転し、手を汚さずに室内用（白色）と屋
外用（黒色）のゴムにチェンジできます。屋外用は安定感があり、すり減りにくいハード仕様、
室内用は床を傷つけず、杖をつく音を軽減するソフト仕様です。16mm・18mm・19mmの太さ
の杖に対応可。

 ★杖先くるりん 室内外で一本杖を利用されている方に便利！ 

製造元　(株 ) 甲南医療器研究所　　　　サイズ　  200mm×290mm×0.3mm　　
価　格　1,500円（2枚入り・税抜）　  重　さ  　約 12g

製造元　キヨタ(株 )
価　格　1,800円（税抜）
サイズ　114mm×51mm×40mm
重　さ　 80g

※用具をお試しになりたい方、購入を希望される方　は当センターへお気軽にご相談ください。（展示場で販売はしておりませんが、お近くの販売店をご紹介します。）

※その他に、玉ねぎやブロッコリー、鶏の手羽元、
　かぶなどでも作れます。

水洗い
できる♪

片手でアイスクリームが
食べられる♡

ボタン

屋外用（黒色） 室内用（白色）

文鎮や手で押さえなくても
紙が滑らない。
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