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◯安静第一！  

 症状が落ち着くまでは、でき

るだけ静かに過ごしましょう。 

 熱が下がった後も、様子を見

ながら徐々に生活リズムを戻し

ます。 

 

◯こまめな水分補給! 

高熱が出ると、汗をかき呼吸も

荒くなるので体からどんどん水

分が失われます。おっしこの量

や回数、唇の乾燥などに注意し

ながら脱水症を防ぎましょう。

こまめに飲ませる事が大切で

す。 

 

◯食事は 

無理をしない！  

食欲がない時は、水分補給の

みで構いません。食欲がある時

には、水分の多い消化の良いも

のからすすめていきます。離乳

食はひとつ前の時期に戻して

みましょう。 

 

       

 また新しい年がスタートしました。皆さん、お正月はどのように過ごされたでしょうか。 

美味しいものも沢山食べましたか？ 食べ過ぎてしまった時は少し体を動かす事も意識出来る 

といいですね！ まだまだ寒い日が続きそうですが、暖かくして体調管理に気を付けてください！  

 

 

 

 

 

  

 

■予防対策 

①手洗い・うがい・マスクの着用 

⇒ウイルスを洗い流し、のどを保湿することで感染予防 

②適度な保温と加湿 

⇒気温と湿度が低いとウイルスの動きが活発に 

③免疫力をつける 

⇒免疫力が落ちると、感染しやすい傾向に 

食事・睡眠・運動の規則正しい生活を送ることが大切 

④予防接種をうける 

⇒感染時の症状軽減にも繋がる 

 

 

■感染してしまった時には 

 

2017年も宜しくお願いいたします。 

インフルエンザに気をつけよう！ ！  

皆さん、予防接種は受けましたか？ 今年もインフルエンザの流行する時期がやってきました。 

昨年の 12月頃から患者さんでもちらほら・・・少しでも感染しないよう、日頃の予防を 

しっかり行いましょう。少しでも気になる症状がでたら、医師に相談して検査をしましょう。 

＜免疫力を高める食材＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発酵食品もおすすめです 
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身体を冷やすことは熱中症予防のために大切ですが、

冷房の使いすぎや冷たい飲み物・食べ物の摂りすぎは

身体に良くありません。扇風機や保冷グッズ等を上手

く活用しましょう。外でじんわり汗をかいたり、お風呂に

ゆっくりつかる事も実は大切です。 

お子さんの場合は体内の水分が出やすく、暑さに強

くありません。こまめな水分補給や生活習慣を整えて

対応出来る環境にしてあげて下さい。 

 梅雨も終わりをむかえ、そろそろ夏本番です。 

           今年も昨年以上の猛暑が続くのでしょうか・・・ 

           ７月後半は、多くのお子さんが夏休みをむかえます。 

           楽しく夏を過ごせるよう、早めのうちに暑さ対策をしておきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 こんな生活になっている場合は、生活を見直してみましょう。 

 

□冷房が常に効いている 

□冷たい飲み物や食べ物を好む 

□汗をかくことが少ない 

□睡眠不足ぎみ（夜更かし） 

□食事をしっかりとらない 

暑さ対策を始めよう！ ！  

小さいお子さんでも夏は食欲が落ちがちです。 

そんな時こそ、夏野菜を食卓にとりいれてみましょう！ 

夏野菜には、体を中から冷やしてくれる効果や、食欲増進効果などがあります。 

＜代表的な夏野菜＞ 

■トマト（食欲増進､血流改善）    ■オクラ（胃腸を強くする） 

■きゅうり（熱の放出）          ■ピーマン（風邪予防） 

■なす（熱の放出）               ■モロヘイヤ（疲労回復） 

■ゴーヤ（消化力向上）           ■とうもろこし（疲労回復） 

 

 

夏野菜をとりいれよう！ ！  

一緒に食べると 

疲労回復により効果的！ 
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６月は食育月間です！学校や保育園、幼稚園でも様々な取り組みがあるのでは 

ないでしょうか。今年は６月１１日(土）１２日(日)にビッグパレットふくしまで、 

『第１１回 食育推進全国大会』が開催されました。全国の食育の取り組みや、 

新しい食の情報など、多くの展示や講演があり大盛況だったようです。これからも

食育活動が地域の皆さんに広まることを期待したいと思います。 

 
『食べる力』 ＝ 『生きる力』 

 

  

 

 

 

 

※この時期の食生活が生涯に 

繋がるため、非常に重要です 

 

  

□心と身体の健康を維持できる      □食事の重要性や楽しさを理解する 

□食べ物の選択や食事づくりができる   □一緒に食べたい人がいる（社会性） 

□日本の食文化を理解し伝える事ができる □食べ物やつくる人への感謝の心 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

①『つけない』・・・下処理の場所・方法に注意、食品や手をこまめに洗う、調理器具の消毒・使い分け 

②『増やさない』・・・早めに食べる、早めに冷まして冷蔵庫へしまう 

③『やっつける(殺菌する)』・・・しっかりと加熱をする、器具は熱湯や塩素で消毒する 

妊娠(胎児)期 高齢期 成人期 思春期 学童期 乳幼児期 

 食育で育てたい『食べる力』 

 

家庭でも是非考えてみて下さい 

６ 月は食中毒にも注意しましょう 

食べる意欲の基礎を 

つくり、食の楽しさを 

感じます 

食の体験を深め、 

自分らしい食生活

を実現します 

健全な食生活を実践し

次世代へと伝えます 

食を通じた豊かな生活、

食文化や食の知識・体験

を次世代に伝えます 
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新年度がスタートして早１ヶ月。だいぶ暖かい日が続くようになりました。 

５月はゴールデンウィークに始まり、運動会や遠足など楽しい行事も続きますね！ 

                 気候もちょうど良いこの時期に、何か新しい事にチャレンジするのもいいかもしれませんね♪ 

 

 

『 子どもの便秘 』 

＜便秘とは＞・・・便が長い時間でないか、でにくいことをいいます。 
以下の場合も便秘と考えます。 

 

■週に 3回より少ない ■5日以上でない日が続いている 

■毎日でているが、出す時に痛がる。肛門がきれて血がでる 

■少量の便が何度も漏れでる ■小さいコロコロの便がでる 

＜便秘の悪循環＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜便秘の治療の中心＞ 

 

 

 

 

※お薬の量や回数は医師･薬剤師と 

しっかり相談しましょう。 

生活習慣 食事療法 薬物療法 

◆規則正しい生活 
を送ろう 
 

◇早寝早起き 

 

◆十分な運動 

 

◇我慢せずに 
トイレに行く習慣 

 
◆ゆっくりとトイレ

に座る習慣 

◆食事量(哺乳量) 
の見直し 
 

◇十分な水分摂取 

 
◆食物繊維を十分 

に摂ろう 
 

◇お菓子･ジュース
は摂りすぎ注意 

 
◆発酵食品で腸内 

を整えよう 

 

◆浸透圧下剤の使用
(マルツエキスなど) 
 
◇刺激性下剤の使用
(ラキソベロンなど) 

 

◆座薬の使用 

 
◇その他： 
消化管運動亢進薬、
漢方薬 

生活習慣の 

見直し 

食事療法 

薬物療法  

子どもの 10 人に１人 

もしくはそれ以上に 

見られています。 

便秘症は放置しておくと、だんだん

悪くなることが多い病気です。 

 

特に子どもは、硬い便をだし痛い思いをす

ると次の排便を我慢する傾向にあります。 

そうすると、便が腸内にどんどん溜まり、

出す時にさらに痛みを伴うようになりま

す。益々子どもは我慢する習慣になり、悪

循環となってしまうのです。 

こどもの便秘-正しい知識で正しい治療を-  パンフレットより引用 
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食品名 重量 目安量 食物繊維総量
ほうれん草 70g 1/3把 2.5g

春菊 70g 1/3把 2.2g

小松菜 70g 1/3把 1.8g

ブロッコリー 30g 大きめ１かけ 1.4g

にんじん 30g 乱切り１切れ 0.7g

にら 50g 1/2把 1.0g

ゴボウ 70g 小鉢で金平1回分 6.0g

大豆もやし 70g 2.4g

ぜんまい 40g 1.9g

キャベツ 40g 千切り付け合わせ 0.8g

カリフラワー 30g 大きめ１かけ 0.8g

ピーマン 30g 小1個 0.7g

玉ねぎ 40g 小1/2個 0.6g

大根 40g 煮物半月1個 0.5g

トマト 50g 小1/2個 0.4g

きゅうり 40g 小1/2本 0.3g

大豆（乾） 20g 小鉢の煮豆40g位 3.4g

きなこ 7g 大さじ約1杯 1.2g

おから 40g 小鉢の卯の花 3.9g

木綿豆腐 100g 1/4丁 0.4g

寒天 1.4g 1/6本 1.1g

ひじき（干） 2g 一食分 0.9g

わかめ（もどし） 6g 小鉢和え物 0.3g

食品名 重量 目安量 食物繊維総量
米 75g ごはん165g 0.6g

そば（生） 90g 一食分 2.4g
うどん（生） 90g 一食分 1.1g 
食パン 60g 一枚 1.4g
玄米 25g 一食分 0.9g

スイートコーン 150g 1/2本（芯付き） 5.1g
ライ麦粉 25g 一食分 3.2g
強化押し麦 20g 一食分 2.0g
里芋 130g 一食分 2.5g

さつま芋 70g 一食分 1.2g
ジャガ芋 100g 一食分 1.1g 

インゲン豆（乾） 25g 一食分 4.8g
えんどう豆（乾） 25g 一食分 4.4g
キウイフルーツ 180g 小2個 5.2g

みかん 300g 小3個 3.9g
バナナ 160g 1本 1.7g
柿 180g 中1個 2.4g
パイン 150g 5切れ 2.3g
りんご 180g 1個 1.9g
いちご 260g パック8分目 3.3g
もも 230g 中1個 2.4g
なし 240g 1個 1.8g

＜食物繊維含有量＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜摂取目安＞ 

【子ども(６歳～)】15g前後【大人】20g 前後 

※年齢・性別によって数値は多少前後します 

乳幼児の目標数値はないので、表を参考に食事に取り入れましょう 

 

＜毎日食べたい！発酵食品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

■ヨーグルト ■納豆 ■キムチ ■チーズ類 

■ぬか漬け  ■パン ■テンペ ■かつお節 

■味噌、醤油、みりん、酢、塩（醤油）麹  

 

おすすめは、押し麦入りご飯です！白米(２合)を炊飯する時に押し

麦を１～2 割(50g位)入れるだけでも食物繊維の量が UPします！ 

ヨーグルトは離乳食の中期から摂取可能なので、赤ちゃんでも 

少しずつ続けて食べさせると、腸内環境が整います！ 

 手稲家庭医療クリニック HP 参照 
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   暖かく気持ちのよいぽかぽか陽気と共に、新年度がスタートしました！子どもたちに 

とっても、新たな生活が始まりますね。ウキウキ、わくわく過ごしている方も多いこと 

でしょう。新しい環境での疲れに気を付けながら、元気に過ごして下さい！  

 

 

 

 

種類 内容 影響 

①孤食 家族が不在で一人で黙々と寂しく孤独に食べること 
■偏食、栄養不足 

■社会性、協調性の欠如 

②個食 家族それぞれが、自分の好きな物を単品で選ぶこと 
■栄養の偏り■わがまま 

■好き嫌いの増加 

③固食 自分の好きな物、同じような物しか食べないこと 
■栄養の偏り、生活習慣病 

■わがまま、キレやすい 

④小（少）食 いつも食欲がなく、食べる量が少ないこと 
■栄養不足 ■無気力 

■代謝低下  

⑤粉食 パンや麺など、粉を使った主食を好んで食べること 
■肥満 ■運動能力低下 

■咀嚼力（噛む力）低下 

⑥濃食 加工食品など濃い味付けの物を好んで食べること 
■味覚障害 

■腎機能障害 

 

この他にも・・・・・ 
戸（外）食、虚食、子食、五食、混食 など様々な『コショク』が存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６つの『コショク』知っていますか？ 

『コショク』は健康に悪いだけでなく、心にも悪

影響を与えるものです。また、正しい食習慣や

食文化、命の大切さを知る機会を妨げてしま

います。 

新年度を機に、ご家庭に『コショク』が入ってい

ないか見直してみてはいかがでしょう。 

休日だけでも家族で食卓を囲む習慣をつけた

り、メモや交換日記を残してコミュニケーション

不足を解決するのも一つの方法です！ 

 

最近の子どもたちに多く見られる 

「孤食」「欠食」「個食」「固食」 

の頭の文字をとって 

『コケッココ ＝ ニワトリ症候群』 

と言われています。 
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