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ご利用者・ご家族の皆さまへ

食中毒に気を付けましょう
　梅雨の高温多湿な時期から夏場にかけては特に、食中毒に対する注意が必要です。食中毒は食品
の取り扱いの不注意から起こることがほとんどです。食中毒を防ぐために、次のことに気を付けま
しょう。

夏場は特に注意！

夏場に気を付けたいこと

食中毒を防ぐために気を付けたいこと

　食中毒菌の中には、ウェルシュ菌やセレウス菌のように熱に強く、加熱しても死なない
菌がいます。これらの菌を増やさないように以下のことに注意しましょう。

●一度に大量に作ったり、作り置きを避ける

●調理したものは早めに食べるか、冷蔵保存する　
（カレーなどの冷めにくい料理は小分けにして早く
冷まし、室温で長時間放置しない）

●再加熱する場合は、十分に加熱して早めに食べる

　麦茶のおいしい季節ですが、雑菌が繁殖し
ないように作り方、保存方法に気を付けま
しょう。

●煮出した麦茶は氷水などですぐに冷やして粗熱を取る（煮出した
後、そのまま放置しない）

●好みの濃さになったらティーバッグは取り出す（入れたままにす
ると傷むスピードが速くなる）

●冷蔵庫で保存し、早めに飲み切る

●調理・食事の前には必ず手を
洗う

●野菜や魚を
水で洗う

●調理器具は
使うたびに
きれいに
　洗う

●肉や魚、野菜はしっかり加熱
する

●料理は早め
に食べる

●冷蔵庫で
保存する

熱に強い食中毒菌に注意！

麦茶の作り方・保存方法に注意！

　コロナウイルス感染症の対策
として、持ち帰り（テイクアウト）
や宅配（出前）などのサービス
を実施している飲食店も多いで
すが、持ち帰りや宅配の弁当な
どを原因とする食中毒も発生し
ています。購入した食品は速や
かに食べるようにしましょう。

持ち帰りや宅配の際の
注意点！

食中毒菌

ウェルシュ菌

セレウス菌

カレー、シチュー、肉類・魚介類・
野菜を使った煮物など

チャーハン、焼きそば、スパゲティ、
スープなど

主な原因食品

ご利用者・ご家族の皆さまへ

　梅雨の季節になりましたが、さまざまな体調不良に悩まされることはありませんか？ じめじめと
蒸し暑い日や雨で涼しい日など、気温や湿度の変化により、体のだるさ（けん怠感）や疲れ、食欲不振、
頭痛など、体調を崩しやすい時期なので、体調管理をしっかりと行うことが大切です。

梅雨の時期 体調管理の
体調の変化はありませんか？

■３食しっかり食べていますか？ バランスよく食べよう！
　朝食、昼食、夕食で「主食」「主菜」「副菜」を食べたかどうか、
チェックする習慣をつけましょう。食欲がないときは、食べや
すいもの、好きなものにするなど、食事内容の工夫をしましょう。
　また、食事の量が足りないと体重が減ってきます。定期的に
体重を測って記録するなど、自分の体調に気を配りましょう。

■服装で調整しましょう
　天気予報をチェックして、気温の変化に合わせた服装選びをすることも、健康を保つポイントです。
蒸し暑い日は吸水性・速乾性に優れた素材のものや、熱吸収率の低い白色や色の薄いもの、肌寒い
日は上着やストールなどを準備するなど、寒暖差と上手に付き合いましょう。

■運動をしてリフレッシュしましょう
　雨で外出が難しくても、家の中で体を動かすようにしましょう。家の中でじっとしていると、余
計に気分が落ち込んだり、体がだるくなったりします。家事をしたり、階段の上り下りなど、可能
な範囲で体を動かすことで、気分転換にもなります。

■入浴時は特に注意しましょう
　浴室は高温多湿になりやすいので、入浴前後に浴室の換気扇をつける（窓を開ける）
など、浴室の温度と湿度を下げておきましょう。また、長時間湯船に漬からないよう
にしたり、脱衣所に飲み物を置いておき、すぐに水分補給ができるようにしましょう。

チェック例　※「主食」「主菜」「副菜」を食べたら○を付けましょう

１日（　　）

２日（　　）

３日（　　）

４日（　　）

５日（　　）

主食 主菜 副菜 主食 主菜 副菜 主食 主菜 副菜
そのほかに
食べたもの 体重（㎏）日／曜日

朝食 昼食 夕食

● 主食…ごはん、パン、麺 など
● 主菜…魚、肉、たまご、大豆
　　　　製品など
● 副菜…野菜、海藻、きのこ類
　　　　など



ご利用者・ご家族の皆さまへ

食中毒に気を付けましょう
　梅雨の高温多湿な時期から夏場にかけては特に、食中毒に対する注意が必要です。食中毒は食品
の取り扱いの不注意から起こることがほとんどです。食中毒を防ぐために、次のことに気を付けま
しょう。

夏場は特に注意！

夏場に気を付けたいこと

食中毒を防ぐために気を付けたいこと

　食中毒菌の中には、ウェルシュ菌やセレウス菌のように熱に強く、加熱しても死なない
菌がいます。これらの菌を増やさないように以下のことに注意しましょう。

●一度に大量に作ったり、作り置きを避ける

●調理したものは早めに食べるか、冷蔵保存する　
（カレーなどの冷めにくい料理は小分けにして早く
冷まし、室温で長時間放置しない）

●再加熱する場合は、十分に加熱して早めに食べる

　麦茶のおいしい季節ですが、雑菌が繁殖し
ないように作り方、保存方法に気を付けま
しょう。

●煮出した麦茶は氷水などですぐに冷やして粗熱を取る（煮出した
後、そのまま放置しない）

●好みの濃さになったらティーバッグは取り出す（入れたままにす
ると傷むスピードが速くなる）

●冷蔵庫で保存し、早めに飲み切る

●調理・食事の前には必ず手を
洗う

●野菜や魚を
水で洗う

●調理器具は
使うたびに
きれいに
　洗う

●肉や魚、野菜はしっかり加熱
する

●料理は早め
に食べる

●冷蔵庫で
保存する

熱に強い食中毒菌に注意！

麦茶の作り方・保存方法に注意！

　コロナウイルス感染症の対策
として、持ち帰り（テイクアウト）
や宅配（出前）などのサービス
を実施している飲食店も多いで
すが、持ち帰りや宅配の弁当な
どを原因とする食中毒も発生し
ています。購入した食品は速や
かに食べるようにしましょう。

持ち帰りや宅配の際の
注意点！

食中毒菌

ウェルシュ菌

セレウス菌

カレー、シチュー、肉類・魚介類・
野菜を使った煮物など

チャーハン、焼きそば、スパゲティ、
スープなど

主な原因食品

ご利用者・ご家族の皆さまへ

　梅雨の季節になりましたが、さまざまな体調不良に悩まされることはありませんか？ じめじめと
蒸し暑い日や雨で涼しい日など、気温や湿度の変化により、体のだるさ（けん怠感）や疲れ、食欲不振、
頭痛など、体調を崩しやすい時期なので、体調管理をしっかりと行うことが大切です。

梅雨の時期 体調管理の
体調の変化はありませんか？

■３食しっかり食べていますか？ バランスよく食べよう！
　朝食、昼食、夕食で「主食」「主菜」「副菜」を食べたかどうか、
チェックする習慣をつけましょう。食欲がないときは、食べや
すいもの、好きなものにするなど、食事内容の工夫をしましょう。
　また、食事の量が足りないと体重が減ってきます。定期的に
体重を測って記録するなど、自分の体調に気を配りましょう。

■服装で調整しましょう
　天気予報をチェックして、気温の変化に合わせた服装選びをすることも、健康を保つポイントです。
蒸し暑い日は吸水性・速乾性に優れた素材のものや、熱吸収率の低い白色や色の薄いもの、肌寒い
日は上着やストールなどを準備するなど、寒暖差と上手に付き合いましょう。

■運動をしてリフレッシュしましょう
　雨で外出が難しくても、家の中で体を動かすようにしましょう。家の中でじっとしていると、余
計に気分が落ち込んだり、体がだるくなったりします。家事をしたり、階段の上り下りなど、可能
な範囲で体を動かすことで、気分転換にもなります。

■入浴時は特に注意しましょう
　浴室は高温多湿になりやすいので、入浴前後に浴室の換気扇をつける（窓を開ける）
など、浴室の温度と湿度を下げておきましょう。また、長時間湯船に漬からないよう
にしたり、脱衣所に飲み物を置いておき、すぐに水分補給ができるようにしましょう。

チェック例　※「主食」「主菜」「副菜」を食べたら○を付けましょう

１日（　　）

２日（　　）

３日（　　）

４日（　　）

５日（　　）

主食 主菜 副菜 主食 主菜 副菜 主食 主菜 副菜
そのほかに
食べたもの 体重（㎏）日／曜日

朝食 昼食 夕食

● 主食…ごはん、パン、麺 など
● 主菜…魚、肉、たまご、大豆
　　　　製品など
● 副菜…野菜、海藻、きのこ類
　　　　など



今月の職員用資料

■熱中症対策を始めましょう
●事業所の対策
　熱中症は真夏だけでなく、梅雨の晴れ間や梅雨明けの蒸し暑い時期にも起こりやすいため、６月
から対策を行いましょう。事業所でどんな対策を行うとよいか考え、実行しましょう。

例）・さまざまなサイズのコップを用意し、一度にたくさん飲めない方には小さいコップでこまめに飲
んでもらう

　　・食事にみそ汁やスープ、おやつに果物やゼリーなど、水分の多いものを提供する

　　・季節を感じる飲み物を提供する（梅ジュース、しそジュースなど）

　　・真夏の暑さを乗り切れる体力づくりを行う　　など

■食中毒の発生やまん延を防止しましょう
●食中毒の対策
　梅雨から夏の時期は、腸管出血性大腸菌（О157、О111など）やカンピロバクターなど、細菌に
よる食中毒に注意する必要があります。これらの細菌は目に見えないため、さまざまなところに存
在している可能性があります。職員が食中毒病原体の媒介者とならないためにも、事業所内でどん
な対策を行うとよいか考えましょう。

例）・食事介助の前は必ず手洗いおよび手指消毒を行う
　　（特に排泄介助後に食事介助を行う場合は、十分な手洗いと手指消毒を

行う）

　　・食事は清潔な食器・器具で提供する

　　・調理に使った調理器具は洗剤で洗った後、熱湯やアルコール消毒液で
消毒する

　　・提供する食事やおやつの作り置きをしない

　　・ドアノブや手すりを定期的にアルコール消毒する　　など

●ご利用者への働き掛け
　６月から熱中症対策を行っているご利用者は少ないため、今の時期から対策を行ってもらえるよ
う働き掛けましょう。

例）・ご利用者向けに熱中症予防の勉強会を行う

　　・経口補水液を実際に作り、試飲する。自宅でも作れるようにレシピを配布する

　　・１日にペットボトル３本分（1,500㏄）の水分補給を促す
　　  （のどが渇いていなくても、こまめに水分を補給。塩分・糖分・ミネラルも摂取）

　　・体を冷やす食材やメニュー（和食・洋食）の資料を配布する

　　・自宅で室温を確認する習慣をつけてもらう（エアコンを活用して室温を28度以下にする）　など

６月の取り組み
今月の職員用資料

■雨天時の送迎で気を付けることは何ですか？
　６月は雨の多い時期です。雨の日は、衣服などが濡れてしまったり、地面が濡れているため転倒
しやすくなるなど、リスクが高まります。雨天時の送迎のリスクと解決策を考えましょう。

雨天時の送迎について

●路面が滑りやすくなるため、慎重に運転する
・スピードを落とす
・車間距離をとる
・急ブレーキを踏まない　など

●ほかの車がはね上げる水しぶきで、視界が遮
られないように注意する

・車間距離をとる
・水しぶきを浴びるかもしれないと予測し、対向車
などに注意を払う

●左折や進路変更の際は振り向いて、自分の目
で確認する

雨天時の運転のポイント

●車イスごと着用できるレインポンチョやビニール素材のひざ掛けを用意する
●大型の傘を差したり、バスタオルを羽織ってもらう

ご利用者が濡れない工夫

●水たまりのない場所
に停車する

●足場が安定するよう
に、なるべく水平な
場所に停車する

●マンホールやグレーチングなどを避ける（乗
り降りの際にご利用者が通らなくて済む位置
に停車する）

送迎介助を行う場所
●雨天時の危険場所を書き出す
・地面がぬかるみやすい場所
・水没しやすい場所
・見通しが悪い場所
・渋滞しやすい場所
・雨で見づらくなるカーブミラー　など

●送迎ルートを変更する場合は、通常の送迎と
比べてどのくらい時間がかかるか調べる

送迎ルートの確認

●エアコンやデフロスター（霜取り装置）を活
用する

●ガラスが汚れていると曇りやすいため、日ご
ろからきれいにしておく

車のガラスが曇る場合は？

●タイヤの空気圧を確認する

●タイヤの溝が1.6㎜以上あるか確認する

●タイヤにヒビが入っていないか確認する

車のタイヤの状態を確認

雨天時の送迎のリスク 解決策
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●路面が滑りやすくなるため、慎重に運転する
・スピードを落とす
・車間距離をとる
・急ブレーキを踏まない　など

●ほかの車がはね上げる水しぶきで、視界が遮
られないように注意する

・車間距離をとる
・水しぶきを浴びるかもしれないと予測し、対向車
などに注意を払う

●左折や進路変更の際は振り向いて、自分の目
で確認する

雨天時の運転のポイント

●車イスごと着用できるレインポンチョやビニール素材のひざ掛けを用意する
●大型の傘を差したり、バスタオルを羽織ってもらう

ご利用者が濡れない工夫

●水たまりのない場所
に停車する

●足場が安定するよう
に、なるべく水平な
場所に停車する

●マンホールやグレーチングなどを避ける（乗
り降りの際にご利用者が通らなくて済む位置
に停車する）

送迎介助を行う場所
●雨天時の危険場所を書き出す
・地面がぬかるみやすい場所
・水没しやすい場所
・見通しが悪い場所
・渋滞しやすい場所
・雨で見づらくなるカーブミラー　など

●送迎ルートを変更する場合は、通常の送迎と
比べてどのくらい時間がかかるか調べる

送迎ルートの確認

●エアコンやデフロスター（霜取り装置）を活
用する

●ガラスが汚れていると曇りやすいため、日ご
ろからきれいにしておく

車のガラスが曇る場合は？

●タイヤの空気圧を確認する

●タイヤの溝が1.6㎜以上あるか確認する

●タイヤにヒビが入っていないか確認する

車のタイヤの状態を確認

雨天時の送迎のリスク 解決策


