
たいりょうはっかん すいぶん

大量発汗して水分だけを
たいりょう けっちゅう

大量にとることで、血中の
えんぶんのうど ていか いた

塩分濃度が低下。痛みをと
きんにく

もなう筋肉のけいれん。

すいぶんほきゅう あし すこ よこ まっしょう

水分補給。足を少しあげて横になり、末梢から
ちゅうしん

中心へマッサージするのもよい。
かいふく とき くち すいぶんほきゅう

回復しない時や、口から水分補給が
とき てんてき ひつよう

できない時は点滴の必要があるので
びょういん はこ

すぐに病院へ運ぶ。

ほ け ん だ よ り
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あつ ま ねっちゅうしょう ひがい ほんばん

暑さが増すこれからは、熱中症の被害も本番とな
まん いち てあ し

ります。万が一の手当てを知っておきましょう。

あつ なつ けんこう す

暑い夏を健康に過ごそう！

たとえば・・・
だいひょうてき だいす ちゃいろ たんさん

【代表的なスポーツドリンク】 【みんな大好き茶色い炭酸】

５００ｍｌのペットボトル

に３３．５ｇのさとうが
はい ひだり や

入っています。左の矢
じるし いち

印の位置までです。
あじ

味はさっぱりしていて
いがい おお

も意外に多いですね。

あつ とき の あせ あと

暑～い時に飲むジュースっておいしいですよね。汗をかいた後のスポーツ
たんさん あじ

ドリンク、シュワシュワしてスカッとする炭酸ジュース。さっぱりした味
たんさん き

や、炭酸のシュワシュワで気づかないかもしれませんが、そのジュースに
はい

は、とってもたくさんのさとうが入っているんですよ！

お あな

おいしいジュースにひそむ落とし穴・・・

ねつしっしん ねつひろう ねつ ねっしゃびょう

熱失神 熱疲労 熱けいれん 熱射病
けっかんかくちょう けつあつ

血管拡張により血圧が
ていか しっしん

が低下し、めまい・失神
がんめんそうはく

をおこす。顔面蒼白。

たいりょうはっかん すいぶんほきゅう

大量発汗して水分補給
だっすいじょうたい

がおいつかず脱水状態
は け ずつう

に。吐き気・頭痛・めま
い・だるいなど。

５００ｍｌのペットボトル
はい

に６５ｇのさとうが入っ
ひだり やじるし

ています。左の矢印の
いち

位置までです。

シュワシュワしていて
き

気づかないけど、とて
おお

も多いですね。

ねちゅうしょう よぼう ゆうこう の

熱中症予防にはスポーツドリンクも有効ですが、スポーツドリンクを飲みすぎると
とうぶん ひまん ば げんいん しょうひん せいぶん

糖分のとりすぎで肥満やむし歯の原因になってしまいます。商品の成分もチェック
じょうきょう おう じょうず りよう

しながら、状況に応じて上手に利用するようにしましょう。

せいりしょくえんすい みず しお

生理食塩水（１ℓの水に塩
しょくえんすい ほきゅう

９ｇの食塩水）を補給。
かいふく とき びょういん はこ

回復しない時は病院へ運ぶ｡

きゅうきゅうしゃ ようせい どうじ いっこく はや たい

すぐに救急車を要請。同時に一刻も早く体
おん さ しょち はじ

温を下げる処置を始める。
あし すこ よこ みず

足を少しあげて横になり、水をかけてうちわ
ひょう わき した くび ふと

であおいだり、氷のうで脇の下や首など太
けっかん ひ

い血管を冷やす。
かいふく ばあい うんどう ちゅうし びょういん じゅしん

回復した場合も、運動は中止し、できるだけ病院を受診するように
ねっちゅうしょう よぼう たいせつ ふだん むり

しましょう。熱中症は予防が大切です。普段から無理をせず、こま
きゅうけい すいぶん ほきゅう

めに休憩と水分補給をしましょう。

ばしょ はこ いふく

すずしい場所へ運び、衣服をゆるめる

ちゅうすうきのう いじょう たいおん あ

中枢機能に異常をきたし、体温が上が
いしき いじょう よ おう

りすぎる。意識の異常(呼びかけに応じ
げんどう

ない・言動がおかしいなど）。
た ぞうき しょうがい いのち きけん おお

多臓器障害となり命の危険が大きくなる。

か

蚊にさされないようにするは・・・・

かゆいわぁ。

はだ で ぶぶん

★肌が出ている部分には
むし

虫よけスプレーをかける
くさき おお ところ やま

★草木の多い所や山では
なが なが き

長そで、長ズボンを着る

じ き か

この時期、蚊にさされて「かゆい～！！」
き ぶ ん おお おも

と、イヤ～な気分になることが多いと思います。
か ち す さい だ えき

かゆみは、蚊が血を吸う際に出すだ液によって
ひ お

引き起こされます。

むし

虫よけスプレー
しようじょう

は、使用上の
ちゅうい よ

注意をよく読んで
しよう

使用しましょう。

バケツやじょうろの
みず

ような、水がたまる
か はっせい

ところは蚊が発生
します。

みず

水ががたまらない
ようにちゃんと
しまってね。

ねっちゅうしょう よぼうたいさく わす なつやす せっきょくてき そと

熱中症の予防対策は忘れずに、夏休みも積極的に外で
あそ てきど よ ねむ だ

遊びましょう。適度なつかれは、良い眠りをうみ出し、
せいかつ なつやす ちゅう はやね はやお きそくただ せいかつ つづ

生活リズムがととのいますよ。夏休み中も、早寝早起きの規則正しい生活を続けて
くださいね！

あ つ ひ つづ つゆ あ きおん あ

じめじめとした暑い日が続いていますね。梅雨が明けたら、気温はさらに上がって
あつ ま きそく ただ せいかつ じぶん げんき

きます。暑さに負けないように、規則正しい生活で自分をパワーアップさせて、元気
いちがっき

に一学期をしめくくりましょう！

ねっちゅうしょう しゅるい てあ

＜熱中症の種類と手当て＞



しょくちゅうどく

食中毒にならないために

しょくちゅうどく がつ はっせい とく つゆ じき しつど

食中毒は、７～９月にかけてよく発生します。特に梅雨の時季は湿度が
たか た もの しょくちゅうどく きけんせい たか

高く、食べ物がいたみやすいので、食中毒の危険性が高くなります。
れいぞうこ れいとうこ なか しょくひん き

また、冷蔵庫や冷凍庫の中にずっとしまっておいた食品を、決められた
おんど ほうほう ほかん しょうひきげん た もの

温度や方法できちんと保管していなかったり、消費期限（その食べ物を
た きかん す きん ふ

食べられる期間が過ぎてしまったりすると、菌が増えてしまうこともあ
ります。

あいだ

つめの間

ゆび

指のつけね

てくび

手首

てあら

手洗いをすると
こうか

こんな効果があります
びょうき よぼう

【病気の予防】
びょうき きん あら なが

→病気のもとになる菌を洗い流
びょうき

すことで、病気にかかりにくく
なります。

ふくつう しょくちゅうどく よぼう

【腹痛（食中毒）の予防】
きん て しょくじ

→菌のついた手で食事をすると
いた

、おなかが痛くなることがあり
しょくじ まえ かなら て

ます。食事の前には、必ず手を
あら

洗いましょう。

か もの かえ

①買い物をしたあとは、すぐに帰る
さかな にく なま も なが じかん あつ

魚や肉、たまごなどの生ものを持ったまま、長い時間暑いところにいる
きん きゅう ふ

と、菌やウイルスが急に増えます。
あら た もの あら

②洗える食べ物は、よく洗う
やさい くだもの あら りゅうすい あら

野菜や果物など、洗えるものは流水でよく洗いましょう。
て あら

③手を洗う
てあら しょくちゅうどく ふせ たいせつ

手洗いは、食中毒を防ぐための大切なポイントです。
りょうり しょくじ まえ かなら て あら

料理をするときや食事の前には、必ず手を洗いましょう。

て よご のこ ばしょ

手の汚れが残りやすい場所

ただ て あら かた

正しい手の洗い方

て

①手のひらでせっけ
あわだ

んで泡立てる

て こう

②手の甲をこすって
あら

洗う

ゆび いっぽん

③指を一本ずつてい
あら

ねいに洗う

りょうて

④両手をもむように
ゆび ゆび あいだ

して、指と指の間
あら

を洗う

のこ

⑥せっけんが残らない
りゅうすい

ように、流水でせっ
あら なが

けんを洗い流す

せいけつ すいぶん と

清潔なタオルやハンカチで水分をしっかりふき取りましょう。
て くうきちゅう さいきん

手をぬれたままにしておくと、かえって空気中の細菌がつきや

すくなります。

ひふ せいけつ

皮膚を清潔にしよう
からだ なか すいぶん ひ ひょうめん で あせ

体の中の水分が「かんせん」から皮ふの表面に出て汗となり、
あつ じょうはつ からだ ねつ たいおん さ

暑さで蒸発するときに、体の熱がうばわれ、体温が下がります。
とく きおん たか あせ だ たいお あ ふせ

特に気温が高くなると、汗をたくさん出すことで、体温が上がるのを防いでいます。
せいけつ あせ ひ のこ あせ だ

清潔にしていないと、汗やあかが皮ふに残って、汗を出すかんせんをつまらせてし
ひ なか あせ えんしょう お

まうことがあります。かんせんがつまると、皮ふの中に汗がたまって炎症を起こし、
ひ あか つよ

皮ふがポツポツと赤くはれ、強いかゆみがでます。

つめ あいだ あら

⑤爪の間を洗う

かんせん
あせ だ ほそなが くだ

汗を出す細長い管

ひふ

皮膚


