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◎編集後記

「工場

ただいた事務の伊藤さん。

こそできる

～事業所等の健康づくりの取組紹介～
健康づくりに積極的に取り組んでいる事業所を紹介します。

 

働き盛り世代の皆様へ

宮城県塩釜保健所から健康に

役立つ情報をお届けします！
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その結果，

血糖・血圧・血中脂質）

喫煙者が多く，以前は社内で自由に喫煙することができ

所を改装したタイミングで

に禁煙した従業員

日酔いをしなくなった」など禁煙

 

どんな取組で

取組の成果を教えてください。

その他に健康づくりに関して取り組んでいることはありますか？
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今回

 

今回のテーマは

～健康情報
テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

 

【お知らせ】

で，「歩こう！あと１５分」を目標としています。

動画を作ったのでぜひ御覧ください。

「１日，あと，

http://www.pref.miyagi.jp/site/sumart01/

熱中症に要注意！！

県内では６月末以降，

が増加しています

中です。

も注意が必要

生活習慣の乱れが熱中症を引き起こす

熱中症予防のために

以下の場合は特に気を付け
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出展：

          

今回の一句 

 歩こうよ

今回のテーマは

健康情報
テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

【お知らせ】 宮城県では，歩かない人が多いの

で，「歩こう！あと１５分」を目標としています。

動画を作ったのでぜひ御覧ください。

「１日，あと，15

http://www.pref.miyagi.jp/site/sumart01/

熱中症に要注意！！

県内では６月末以降，

増加しています

です。屋外で作業を

注意が必要です。

生活習慣の乱れが熱中症を引き起こす

熱中症予防のために

以下の場合は特に気を付け

□ 前日の深酒

アルコールは利尿作用があるため，

飲酒後の翌朝は脱水状態にな

があります

□ 朝食を食べ

朝食を食べないと体内の

が不足してしまいます

□ 睡眠不足

注意力や集中力が低下するとともに，

体温コントロールが難しくなります。

62
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（人）
熱中症による救急搬送者数

出展：宮城県総務部消防課「平成３０年宮城県内における熱中症による救急搬送状況」

平成２６年度脱メタボ標語

こうよ 

今回のテーマは 

健康情報～ 
テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

宮城県では，歩かない人が多いの

で，「歩こう！あと１５分」を目標としています。

動画を作ったのでぜひ御覧ください。

15 分歩こう
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熱中症に要注意！！

県内では６月末以降，熱中症により救急搬送される方

増加しています。発生場所で多いのは

屋外で作業をする人はもちろん，

です。 

生活習慣の乱れが熱中症を引き起こす

熱中症予防のためには，

以下の場合は特に気を付け

深酒，二日酔い

アルコールは利尿作用があるため，

飲酒後の翌朝は脱水状態にな

があります。 

を食べていない

食べないと体内の

が不足してしまいます

睡眠不足 

注意力や集中力が低下するとともに，

体温コントロールが難しくなります。
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「平成３０年宮城県内における熱中症による救急搬送状況」

平成２６年度脱メタボ標語

 みんなでいっしょに

熱中症

テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

宮城県では，歩かない人が多いの

で，「歩こう！あと１５分」を目標としています。

動画を作ったのでぜひ御覧ください。 

分歩こう スマートみやぎ
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熱中症に要注意！！ 

熱中症により救急搬送される方

発生場所で多いのは

る人はもちろん，

生活習慣の乱れが熱中症を引き起こす

，日常の健康管理も大切です。

以下の場合は特に気を付けましょう。

，二日酔い 

アルコールは利尿作用があるため，

飲酒後の翌朝は脱水状態になること

ない 

食べないと体内の水分・塩分

が不足してしまいます。 

注意力や集中力が低下するとともに，

体温コントロールが難しくなります。
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熱中症による救急搬送者数

「平成３０年宮城県内における熱中症による救急搬送状況」

平成２６年度脱メタボ標語 佳

みんなでいっしょに

熱中症

テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

宮城県では，歩かない人が多いの

で，「歩こう！あと１５分」を目標としています。

 

スマートみやぎ」 

http://www.pref.miyagi.jp/site/sumart01/ 

熱中症により救急搬送される方

発生場所で多いのは，意外にも家の

る人はもちろん，屋内にいる人

生活習慣の乱れが熱中症を引き起こす

日常の健康管理も大切です。

ましょう。 

アルコールは利尿作用があるため， 

ること 

水分・塩分 

注意力や集中力が低下するとともに， 

体温コントロールが難しくなります。 

「平成３０年宮城県内における熱中症による救急搬送状況」 

 

 

 

 

 

 

 

佳作 富谷町立成田中学校

みんなでいっしょに

熱中症です

テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

熱中症により救急搬送される方

，意外にも家の

屋内にいる人

生活習慣の乱れが熱中症を引き起こす!?  

日常の健康管理も大切です。 

発行元：

宮城県塩釜保健所

℡ 022

ホームページ
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd

富谷町立成田中学校 早川

みんなでいっしょに 脱

です 

テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします。 

熱中症

体温の調節機能や

バランスが崩れ

発行元： 

塩釜保健所 

022-363-5503（直通）

ホームページ 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd

熱中症

１ のどの乾きを感じなくても，

こまめに水分・塩分を補給する
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