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宮島水族館の日
2011（平成23）年のこの日、世界遺産の厳島神社がある
広島県廿日市市の宮島で、宮島水族館がオープンしたこと
を記念し、制定されました。宮島水族館は中国地方最大級
の水族館で、瀬戸内海の魚をはじめ、スナメリやアシカ、ペン
ギンなどの水生動物が多く展示されています。

ゆかた（浴衣）の日
この日、兵庫県豊岡市城崎町で「城
崎ふるさと祭り」が開催されることに
ちなみ、城崎温泉観光協会が制定し
ました。
夏祭りや温泉旅館で着るイメージが
強い浴衣ですが、城崎では季節を問
わず、温泉街を浴衣で歩く「外湯めぐ
り」をするのが定番となっています。

吊り橋の日
「は（８）し（４）」の語呂合わせにちなみ、日本最長の鉄線つ
り橋「谷瀬の吊り橋」など、約60ヶ所の吊り橋がある奈良県
吉野郡十津川村が制定しました。

ビーズの日
数字の「８」をアルファベット「B」に見立てて、「ビー（B）ツ（ズ）
―（２）」の語呂合わせにちなみ、株式会社ビーズマニアが制
定しました。ビーズアクセサリーの普及を目的としています。

石言葉 甘い思い出

誕生石 シトリン

石言葉 追憶

誕生石 ブルー・カルセドニー

石言葉 驚嘆

誕生石 クリソベリル・キャッツアイ

石言葉 引き付ける魅力

誕生石 ピンク・ゴールド

オクラの日
オクラの切り口が星の形に似ていることから、月遅れの七夕
に当たるこの日を記念日として、岩手県盛岡市の青果物店
「やおやささき」が制定しました。
オクラのネバネバは、食物繊維ペクチンと糖タンパク質ムチ
ンからできています。これらには、整腸作用や胃の粘膜を保
護するなどの効能があるため、オクラは夏バテ防止に適した
食材とされています。

広島平和記念日
1945（昭和20）年のこの日、午前８時15分に広島県広島
市に世界初の原子爆弾が投下されました。
爆心地から1.2㎞では、その日のうちにほぼ半数の人が亡く
なったといわれています。爆心地近くに
あった産業奨励館は、二度と同じ悲劇を
繰り返さないという願いを込めた「原爆
ドーム」として戦後も残され、1996（平成
８）年に世界遺産に登録されました。

鳩の日
「は（８）と（10）」の語呂合わせにちなみ、制定されました。
電話などの通信技術が発達する前は、手紙を脚に付けて飛
ばし遠く離れた人に情報を伝える「伝書鳩」が、盛んに使用
されていました。また、ギリシャ神話や、群れを作る習性から平
和の象徴とされています。

石言葉 自立

誕生石 アイオライト

石言葉 平安

誕生石 ダークグリーン・ジルコン

石言葉 たわむれ

誕生石 イエロー・アパタイト

〈活動展開のヒント〉

211ページの「創作ぬり絵」の浴衣に好きな色を塗りましょう

〈活動展開のヒント〉

164～166ページの「ハサミでできる！ 切り紙レッスン」をしましょう
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2
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参加者はお手玉を持ち、
床の上に置いた札の周
りを囲んで座る。
スタッフは「群れで泳ぐ魚
です」「漢字で『魚へん』
に『弱い』と書きます」な
どのヒントを出す。参加
者は正解と思う札に、お
手玉を投げる。別々の札
に１個ずつ投げたり、同
じ札に２個投げても良い。
スタッフが正解を発表し、正解の札にお手玉を２個乗せた
人＞１個乗せた人の優先順位で、札を渡す。同順の正解者
が複数いた場合、スタッフとじゃんけんをして勝った人が札を
もらう。投げたお手玉を持ち主に戻してこれを繰り返し、一番
多く札を手に入れた人が勝ち。

札…海の生き物の写真やイラストとその名前を書いたもの
お手玉…１人２個（それぞれに参加者の名前を書い

たシールを貼っておく）

「海の生き物探索ゲーム」をしましょう

やり方

準備物

活動展開の
ヒント

ハサミの日
「は（８）さみ（３）」の語呂合わせにちなみ、美容家・山野学苑
創設者の山野愛子が制定しました。
この日、東京の増上寺などで、使えなくなったハサミの供養
が行われます。

【今日の出来事】
少女漫画雑誌「りぼん」が創刊
日本で初めて裁判員制度を適用した裁判の初公
判が行われた

1955年
2009年

【今日の出来事】
多摩川でアゴヒゲアザラシを発見。「タマちゃん」
と名付けられ、連日ニュースで話題となる

2002年

トイレットペーパーの
芯を、切り込みがあ
る方を下にして１人
１つずつ積み上げ
ていく。どんどん高く
積んでいき、倒して
しまった人の負け。

トイレットペーパーの芯の一方に切り込みを入れて広
げたもの…たくさん

やり方

準備物

活動展開の
ヒント 「グラグラゲーム」をしましょう

歌に合わせて以下の動作を繰り返します。

活動展開の
ヒント

糸やテグス（片側に結び目
を作っておく）に、１人15個
のビーズを通し、誰が一番
早くできるかを競う。

活動展開の
ヒント 「ビーズ通し競争」をしましょう

ピサの斜塔が着工
1173年のこの日、イタリアのピサ市でピ
サの斜塔が着工されました。
ピサ大聖堂の鐘つき堂として建設された
もので、イタリアの人気の観光地の１つで
す。着工当初は直立していましたが、地盤
がやわらかかったため、次第に塔が傾い
てしまい、現在の状態になったといわれて
います。

石言葉 忠誠

誕生石 イエロー・ゴールド

【今日の出来事】
東京都内で初めて歩行者天国が銀座・新宿・池
袋・浅草で実施された
カシオ計算機が、パーソナル電卓「カシオミニ」を発売

1970年

1972年

「鳩ぽっぽ」の歌に合わせて
指運動をしましょう

１日（火）

２日（水）

４日（金）

６日（日）

７日（月）

10日（木）

３日（木） ９日（水）

タクシーの日
1912（大正元）年のこの日、東京・数奇屋橋のタクシー自
動車株式会社が、日本で初めてのタクシーの営業を開始し
ました。
このタクシーは「辻待ち自動車」と呼ばれ、次第に全国に広
まっていきました。当初は運賃がバラバラでしたが、1924
（大正13）年に、市内を１円均一で走る「円タク」が大阪に
登場し、２年後には東京でも始まりました。

石言葉 恋のチャンス

誕生石 サンストーン・キャッツアイ

〈活動展開のヒント〉

タクシーを呼ぶ練習をしてみましょう

〈活動展開のヒント〉

平和への祈りを込めて折り紙にメッセージを書き、折り鶴を
作りましょう

〈活動展開のヒント〉

オクラの切り口でスタンプをし、絵はがきを作りましょう

５日（土）

立秋

そろばんの日
そろばんをはじく音「パチ（８）パチ（８）」の語呂合わせにちな
み、全国珠算教育連盟が1968（昭和43）年に制定しました。
そろばんは紀元前から存在しており、中国から日本へ伝来し
たと言われています。昭和の
中ごろまでは、そろばんの級を
取得すると就職で有利になる
として、多くの小中学生がそろ
ばん教室に通いました。

石言葉 永遠の絆

誕生石 ラウンドカット・ダイヤモンド

【今日の出来事】
長崎市の平和公園で、平和祈念像の除幕式が
開催された
中国・北京で第29回夏季オリンピック（北京オ
リンピック）が開幕した

1955年

2008年

【今日の出来事】
フランス・パリでルーヴル美術館が開館
海部俊樹が第76代内閣総理大臣に就任し、初
の昭和生まれの首相が誕生した

1793年
1989年

８日（火）

〈活動展開のヒント〉

そろばんの思い出を話し合ったり、そろばんを使ってみましょう
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　「尿意を感じる」「トイレへの移動・入室」
「トイレ内の動作」「リスク管理」「清潔にす
る」「自席へ戻る」といった行程で、作業が安全
に行えているのかを見ていきます。
　過介助を減らし「できること」を「しているこ
と」に変えていくことを目的に、それぞれの行程

を細やかに評価していきます。それにより、施設
内での「できること」「していること」の確認だ
けではなく、リハビリテーション会議や担当者会
議などで、ご家族・在宅サービス事業者と情報共
有したり、自宅の環境設定や介助方法の目安など
を分かりやすく伝えることにも役立ちます。

ポイント

ポイント

トイレ内動作の観察・評価の主なポイント（片麻痺の方の場合）

1 2

3

正しい位置取りができる

立位保持／下衣の上げ下ろし

ブレーキ／フットサポート操作／
立ち上がり／方向転換立ち上がりやすい位置に車イスを停め

ることができているか

● 手すりから両手を離して立っていられるか（姿勢・バランス）
● バランスを崩したときにいつでも手すりを使用できるように

なっているか
● 下衣の上げ下ろしの際のバランス（お辞儀ができるか、お辞儀

した状態から元に戻ることができるか）
● 下衣の上げ下ろしの際の上肢の動き（特に、下衣の後ろ側を上

げることができるか）

● 下衣のウエスト部にゴムが入っているものにすれば、膝下まで
落ちにくい

● 手すりや壁に寄りかかりながら立位を保ち、支持側の上肢で
下衣の上げ下ろしを行う場合もある

● 便器に対して90°の位置（手すり
の正面）に車イスをつける

● 手すりに手が届く位置につける
● 支持側が便器側にくるようにする

● 車イスから立ち上がる前に、ブレーキをかけて
フットサポートを上げているか

● 手すりにつかまり、支持側を軸に足を踏み替え
ながら回転できているか
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職場環境整備
　事業所の理念や方針をスタッフ全員が共有してい
ることが必要です。同じ方向を向いて努力すること
で活気のある職場が生まれます。
　また、困ったときには相談し合える関係を築くこ
とも必要です。メンター制度の導入には助成金も申
請できるので検討するとよいでしょう。

人材育成のPDCA
　目標設定できるようにキャリアパスを明示し、
「目標設定→研修→成果の検証→評価」のPDCAサ
イクルを行うことでレベルアップを図ることができ
ます。
　また研修だけでなく、「研究発表」などの機会を
設け、日々の介護を振り返る習慣をつけることも大
切です。その際に、スタッフ同士でお互いの気づき
を認め合いたたえ合うことで、自信が生まれ、さら
に「より良い介護」を求める風土が生まれます。

「職場環境整備」「育成」「評価」が柱
　対人援助職の介護事業では、人材の質がサービス
の質に直結すると言っても過言ではありません。ス
タッフ個人の印象が、事業所全体の印象につながり
やすく、サービス全体の質よりもお客様評価を左右
してしまう可能性があります。
　意欲的なスタッフを育て、活気のある職場にする
ためには、職場環境整備のほか、研修制度と人事評
価制度が柱になります。

評価
　人材の質はモノのように単純には評価できません
し、評価者の主観に左右されてもいけません。まず
は大きく２軸でとらえておきましょう。意欲（向上
心や誠意）とスキル(技術や知識)です。技術や知識
の向上のためには「研修」が欠かせません。そして
意欲を高めるためには本人が納得できる「評価」が
必要です。

活気のある職場をつくるための３つの柱

総論

活気のある職場づくりの３つの柱

評価の２軸

職場環境整備

意欲

人材育成 適切な評価
働きやすく働
きがいのある
職場づくり

研修

研究発表

スタッフ評価表

面談

● ● ●

● ●

意欲が高い
スキルは低い

目標設定
研修計画

研修成果の
検証

育成
（研修・OJT）

評価・処遇
昇進・昇格

P

C

DA

意欲が低い
スキルが低い

意欲が高い
スキルが高い

意欲が低い
スキルが高い

ス
キ
ル

人材育成のPDCAサイクル
採用→配属→（P）目標設定・研修計画→

（D）育成（OJT・Off -JT）→（C）研修成果の検証→
（A）評価・処遇（報酬等）・昇進・昇格



混合介護の全国的なルールの
整理・明確化

規制改革答申で「混合介護」の整理・明確化
などを盛り込む
　５月23日、規制改革推進会議が開催され、「混合介護」などの議論を統括した「規制改革推進に関する
第1次答申～明日への扉を開く～」をまとめた。

内閣府

　既存の制度では、介護保険の対象となる介護保険
サービスと全額負担となる保険外サービス（以下「両
サービス」という）を同時に提供する「混合介護」は
認められているが、例えば訪問介護において、食事提
供・洗濯・買い物などのサービスを利用者の家族の分
も同時に行う場合は保険外となるなど、運用ルールは
自治体によってまちまちであり、こうした実情は介護
事業者が両サービスを組み合わせて提供する際の障壁
になるとの指摘があった。そのため答申は、訪問介護
と通所介護における両サービスの柔軟な組み合わせを
実現、多様なサービスを選択可能かつ適切に行われる
ようにするため、一覧性や明確性を持たせた新たな通
知を発出し、自治体や介護事業者に周知することを求
めた。

ア．介護保険サービスと保険外サービスの組
合せにかかわる新たな通知の発出と周知
【2017年度検討・結論、2018年度上期中に速
やかに措置】

イ．訪問介護サービスにおける柔軟な組合せ
の実現等
【ａ：2017年度検討・結論、ｂ：2017年度検討
開始】

ａ　両サービスの組合せにかかわる現行のルールの整
理（両サービスの連続的な提供に係るルールの
明確化を含む）について検討し、結論を得る。

ｂ　両サービスの同時一体的な提供の在り方につい
て、「自立支援・重度化防止の阻害のおそれ」「保
険給付増加の呼び水となるおそれ」「適正な保険
給付を担保するサービスの区分」「ケアマネ
ジャーなどによる適切なマネジメント」などの
課題を踏まえて検討。 

ウ．通所介護サービスにおける柔軟な組合せ
の実現

【2017年度検討・結論】

通所介護事業所への送迎の前後または送迎と一体的に
有料の保険外サービスを提供すると、道路運送法上の
有償運送に該当し得ると指摘されているため、下記の 
a ～ｃについて検討し、結論を得る。

ａ　関係法令の解釈の明確化

ｂ　通所介護サービスを提供中の利用者に対し、保険
外サービスを提供する場合のルールの在り方

ｃ　保険サービスを提供していない日・時間帯におけ
る、事業所の人員・設備を活用した保険外サー
ビスの提供や、同一事業所内に両サービスの利
用者が混在する場合のサービスの提供にかかわ
る現行のルールの整理

エ．保険サービスと関係する保険外サービス
にかかわる柔軟な価格設定の在り方

【2017年度整理開始】

特定の介護職員による介護サービスを受けるための指
名料や、繁忙期・繁忙時間帯に介護サービスを受ける
ための時間指定料として利用者の自費負担による上乗
せ料金を徴収することについて、利用者保護などの多
くの課題や論点の整理。

オ．利用者の自費負担で介護保険と同等の
サービスを提供する場合の価格規制の明
確化

【2017年度検討・結論】

保険サービスと同等のサービスを利用者の自費負担に
より提供する場合には、両者の間に不合理な差額を設
けることが禁じられている。しかし、「不合理な差額」
という文言の解釈があいまいなため、地方自治体ごと
に指導がまちまちであり、介護事業者が保険外サービ
スを提供するに当たっての障壁となっているとの指摘
があるため、「不合理な差額」の解釈を明確化する。

使える！役立つ！ 週間ツール
①お盆・デイ休業日の在宅支援について（102ページ）

②運営推進会議について（103ページ）

③利用者増の取り組みについて（104ページ）

④敬老月間の準備について（105ページ）

⑤自主トレ実施記録表（106ページ）

ミーティングテーマ別資料「送迎について」
・安全で気持ちの良い送迎を行うためのポイント（90ページ）

・送迎時の安全運転を心掛けましょう（92ページ）

必要なページをコピーして
お使いください

４

１

運営お助け資料「送迎について」
・送迎技術習得マニュアル（94ページ）

・交通安全　８つのポイント（96ページ）

・送迎時のチェック項目（97ページ）

・送迎車チェック表（98ページ）

・送迎情報書（99ページ）

２

デイからご利用者・ご家族に配布する資料
・送迎の満足度調査表（100ページ）

・８月のデイの予定カレンダー（101ページ）

３

※週ごとにコピーしてご利用ください
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安全で気持ちの良い送迎を行うためのポイント

　利用者にとって気持ちの良い送迎であれば、その日の利用も「楽しい」「次回も楽しみだ」と感
じるでしょう。反対に、いやな気持ちになったり怖い思いをする送迎であれば、その日の利用も
「つまらない」「もう来たくない」と感じるかもしれません。
　デイを気持ち良く利用していただくためにも、安全で気持ちの良い送迎を行うようにしましょう。

　車両に異常があった場合は整備などの対応が必要
となるので、時間に余裕を持って送迎前にチェック
を行います。各部をチェックする際は、実際にエン
ジンをかけてエンジン音や燃料などのチェックも行
いましょう。
　また、傷・へこみ、タイヤの空気圧、燃料の残
量、シートの汚れ・ごみといった車両の環境、必要
物品（ティッシュ、ビニール袋、傘など）がきちん
と準備できているかなどもチェックしましょう。

１． 送迎前に車両をチェック

　当日の送迎担当者と送迎ルートを確認しておきま
す。特に、一方通行や停車場所などの間違いがない
ようにしましょう。
　当日の利用キャンセルなどによる送迎変更がない
かどうかも、再確認しておきます。

２． 当日の送迎者、送迎ルートを確認

　利用者は、体力や体幹バランスが低下しているた
め、運転には特に注意が必要です。
　急発進、急ハンドル、急ブレーキをせず、乗車者
が気付かないくらいのゆっくりとしたスムーズな停
止・方向転換を心掛けましょう。

３．ゆっくりとスムーズな停止・方向転換
　 を心掛ける

傷、へこみなどをチェック

ルートを確認

送迎について
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骨盤運動①

第５回 身体を洗う動作の維持・改善

効果 骨盤の動きの向上 効果 骨盤の動きの向上

効果 手首の動きの向上

タオルを片手に持ち、骨盤を左右に動かします。片側の
骨盤を上げる際、お尻の下にタオルを入れ込むようにし
ましょう。

腰の後ろでタオルを両手で持ち、骨盤を前後に動かしま
す。骨盤を前に動かすときは、タオルをお尻の下に入れ込
むようにしましょう。

座位で行う

改善体操

骨盤運動②1 2

手首の運動3

「座位で行うADL・IADL改善体操」の動画
をお役立ちツールCD８月号に収録
※DVDプレイヤーでは再生できません。 定価600円（＋税）

動画で学べます！

定価1,000円（＋税）お役立ちツール動画DVD

動画をDVDで販売！テレビでも見られます別売

ＮＰＯ法人日本介護福祉教育研修機構

理学療法士  野田 和美 介護福祉士  川原 つくし

上げたお尻の下に
タオルを入れるお尻の下に

タオルを入れる

骨盤を
後ろに倒す

左右交互に

骨盤を
前に起こす

前後３回ずつ 左右３回ずつ

両手で同時に６回、左右交互に６回

タオルを１枚使って行いましょう

タオルを両手で持ち、前に伸ばします。そのまま手首を上下に動かしましょう。次に、左右交互に動かしてみましょう。
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　この連載では、事業所のウリづくり、ケアマネジャーへのＰＲや効果的な営業方法、見学率アップなど、
黒字化につながるデイの取り組みについて紹介します。

「体験利用時の工夫」
北海道南幌町

医療法人やわらぎ 介護老人保健施設ゆう
自律支援部 部長　松本 太一1

　当施設は、北海道札幌市に隣接する人口約7,800人の南幌町に位置しています。この小さな町で運営する通所リハ
ビリは、運営手法を見直し、4年をかけて通常規模から大規模事業所Ⅱとなりました。

　新規利用の依頼を受けた場合、「事前訪問」の実施と「体験利用」を行ってから本利用につなげるよう

に努めています。以前の事前訪問は、相談員のみで行っていましたが、相談員とセラピストなどの専門職

が同行する体制に変更し、利用前から担当するセラピストと利用者の顔合わせができるようにしています。

これによって利用者や家族に安心感を持っていただくことにつながり、セラピストが専門的な視点から利

用者本人の状態を詳細にとらえ、ほかの職員へフィー

ドバックすることもできます。また、医療対応が必要

な方の場合、事前訪問の際に「病院が遠い」「独居で

病院に通うのが大変」という情報を得ることがあった

場合は、医療ニーズに対するアプローチも通所リハビ

リの役割と考え、併設病院での健康チェックや受診を

すすめ、実際に医師からリハビリについてのアドバイ

スや注意点を示してもらうなど、基礎健康管理の一環

として取り組んでいます。このように当日までに受け

入れ体制を確立することで “安心して利用できる事業体

制づくり” を行っています。

　利用後には、利用時の様子を含め、リハビリの評価な

どについて時系列にまとめた用紙を家族へ渡して説明し

ています。従来、このような体験利用後のアプローチは、

ケアマネジャーに頼っていたところもありましたが、自

事業所のデイケアを利用してもらうために必要なことと

して率先して行っています。この取り組みによって

95％の方が体験利用後の契約につながっています。

体験前・後の取り組みで本利用につなげる1

体験利用後の評価・報告用紙。内容を時系列にまとめる
ことで一日の様子、それぞれのプログラムでの評価が分
かりやすくなっている
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呉羽総合病院通所リハビリテーション　森山 忠（理学療法士）

利用開始段階から改善イメージを伝え、活動・参加につなげる

施設の概要
定員：10名×２回
平均要介護度：要介護２前後
一日平均利用者数：17名前後
営業日：月～土（※祝祭日休み）

サービス提供時間帯：１-２（ 9：00～10：10、10：20～11：30）

１名
１名
４名

０名
３名

０名
０名
０名

０名
０名

０名

医師
看護師

理学療法士
作業療法士

言語聴覚士
介護士

２名 ０名運転手
合計 11名０名 ０名

人員配置
職種 常勤 非常勤 職種 常勤 非常勤

短時間通所リハで活動・参加を意識づける工夫第５回

通 所 リ ハ 通所リハビリテーション（以下、通所リハ）には心身機
能の訓練だけでなく、活動・参加につながるリハビリを
期間を設定して提供することが求められ、それによる
加算なども設けられています。加算算定にあたって工
夫した点や、運営上のメリット・デメリットなどをお伝
えしていきます。

　当事業所は、平成21年の介護保険改定で新設さ

れた１時間以上２時間未満の短時間通所リハビリ

を実施しています。開始当初から、「短い提供時

間内でいかに日常生活の変化を促せるか」という

ことに取り組んできましたので、事例と共にご紹

介します。 

実態調査には理学療法士が同行

「実態調査」には必ず担当理学療法士が同行し、改善イメージを伝える 

　短時間通所リハビリでは、直接リハビリを行う

時間が限られているため、リハビリ担当者とケア

マネジャー、ご利用者とご家族が、具体的で達成

可能な共通の目標を設定し、目指すべき方向性を

共有することが大切だと考えています。

　リハビリを希望する方の話を聞くと、多くの方

が “歩きたい” “手の動きを良くしたい” といった身

体機能や動作の改善を目的としています。そこ

で、なぜ歩きたいのか、歩くことで何がしたいの

かといった背景を掘り下げて聞くことで、「普段利

用している銀行までの500ｍを歩いて行きたい」

「かかりつけの病院まで電車とタクシーを乗り継い

で一人で行きたい」といった活動や参加につなが

る目標が見えてきます。

　当事業所の短時間通所リハビリでは、実態調査

を行う際に相談員だけでなく、必ず担当の理学療

法士が一緒にご利用者宅に伺います。理学療法士

が介助が必要となるまでの経緯や現在の身体機

能、自宅や周辺の環境を確認し、リハビリによっ

て改善が期待できる動作能力だけでなく、活動範

囲の広がりや社会参加の可能性をその場で提案す

るよう心掛けています。また、必要に応じてリハ

ビリテーション会議を行うことで、ケアプランや

サービス内容を検討する機会を増やし、目標や目

指す方向性の共有を図ることで生活の変化を促し

ていけるよう取り組んでいます。
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ぬり絵の色見本 ぬり絵などの手本や参考として
ご利用ください。

印刷して使える色見本が
お役立ちツールCD８月号
に収録されています

P.206　ステンドグラス風ぬり絵（初級）「ハイビスカス」 P.207　ステンドグラス風ぬり絵（中級）「スイカ」

P.205　８月の花「ハナトラノオ」 P.208　曼荼羅ぬり絵「ひまわり」
まん だ ら
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●コピーしてお使いください

熱中症○×クイズ
〇か×で答えましょう

答え ご利用者にお渡しするときは見えないように隠してください

熱中症は、体温の調整機能が
うまく働かなくなって起こる

室内にいるときや夜間は、熱
中症になりにくい

高齢者は脱水状態になりにく
く、熱中症にもなりにくい

室内での熱中症を防ぐには、部
屋の風通しを良くすると良い

外出時の熱中症を防ぐには、
直射日光を浴びると良い

問題１ 問題２ 問題３

問題７ 問題８ 問題９

湿度が高いと熱中症になりに
くい

熱中症になったときのため
に、緊急時の連絡先を携帯し
ておくと良い

寝不足だと熱中症になりや
すい

汗をかく量が少ないと、体に
熱がたまりやすい

問題４ 問題５ 問題６

〇問題１ 熱中症は、水分や塩分のバランスが崩れたり、体
温の調整機能がうまく働かなくなって起こる症状
のことである

湿度が高い環境では、汗が乾きにくく体に熱がた
まりやすいため、熱中症になりやすい

問題３×

高齢者は、体内にとどめておける水分量が少なく
脱水状態になりやすいため、熱中症になりやすい

問題５×

熱中症は、室内にいるときや夜間にもなることがある問題２×

寝不足など体調不良だと、体温の調整機能が働
きにくくなるため、熱中症になりやすい

問題４ 〇

×問題８ 外出時の熱中症を防ぐには、帽子や日傘を利用し
たり、日陰を歩くなど、直射日光を避けると良い

〇問題６ 汗をかく量が少ないと、体から逃げる熱の量も少
ないため、体に熱がたまりやすくなる

熱中症になった場合のために、家族やかかりつけ
医などの緊急時の連絡先を、手帳などに書いて携
帯すると良い

問題９ 〇

風通しの良い場所では、体の熱が逃げやすいた
め、熱中症予防につながる

問題７ 〇

土火月日 水 木 金

【今月の目標】

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

9

2

16

23

30

10

17

3

24

31

8

15

1

22

29

7

14

21

28

メ モ

2017 年
デイ運営カレンダー ８月 （葉月）August

は づき
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