
健康おきなわ21リーフレットより抜粋

ちゃんと朝食 あぶら控えめ おいしいごはんちゃ

朝食抜きの人はまずひと口からスタートしよう！
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1日1回 体重測定

適正体重(kg)＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22
あなたの適正体重は？

＊5ｋｇ減らすには：5×7000kcal=35000kcal消費

ー

6ヶ月で適正体重に近づくには？
減らしたい体重×7000ｋcal＝ A

どうやって B kcall消費する？

A kcal ÷ 6ヶ月 ÷ 30日＝B 35000kcal÷6÷30日＝約195kcal
1日195kcal減らせばよい

【参考】体重ｋｇ÷身長（ｍ）×身長（ｍ）＝25以上は肥満です

●運動で減らすには？

●食事で減らすには？

【参考】体重1ｋｇ減らすには＝7000kcalの消費が必要

1日 B kcal 減らせばよい

まずは量って見てみて、自分の体重♪

健康おきなわ21リーフレットより抜粋
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頑張りすぎず適度な運動
今より10分（1000歩）多く歩こう！

内臓脂肪を減らすには、脂肪を落とす運動と筋肉をつける運動を平行して行うことが効果的。
軽めの筋肉とレーニンで筋肉を増やせば、それだけで基礎代謝が上がり脂肪を燃やしやすい身体に。その
上で有酸素運動を組み合わせると、効果的です。

が
ん

有酸素運動には、ウォーキング、エアロビクス、ジョギング等があります。
その中で、手軽にできるのがウォーキングです。普段より速度をあげて、ちょっと息がはずむ程度に、
テンポ良く歩いてみましょう。

＊ウォーキングコース ｐ3～掲載

健康おきなわ21リーフレットより抜粋

視線は遠くに あごは引く

足を伸ばす

腕は前後に大きく振る

胸を張る

肩の力を抜く

背筋を伸ばす

歩幅はできるだけ広くとる
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十分な休養 ストレスと上手に付き合おう
ひとりで悩まず相談を

じ
ゅ

・起きる時間を決める
・毎日、朝日をあげて体内時計を整える（早寝ができなくても、まずは早起きから）
・朝食はしっかり、夕食は腹八分目
・定期的な運動習慣
・昼寝は短く（10～20分程度）
・睡眠時間にこだわらない
・夕食後のコーヒーや寝酒を避ける （お酒は睡眠の質を悪くし、快眠の助けにはなりません）
・夕食後の空腹を和らげるためにはホットミルク。心地よい眠りを誘います。
・ハーブティーや音楽などでリラックス

快適な睡眠を得る生活習慣のポイント

ストレスとは

ストレスと上手につきあうには？

相談窓口 ｐ18参照

日本人の5人に1人は不眠を抱えています。生活の中に下記のポイントを取り入れてみませんか？

●刺激とは？
温度、湿度、騒音、臭い、痛みやかゆみの元となる物質や出来事
人の感情に影響を与える、さまざまな出来事。おめでたい事でもストレスの要因になります。
（親しい人の死、転居、転校、結婚、離婚、就職、転職、昇進・昇格など）
日常の些細なイライラ。（仕事上、人間関係、家庭生活のイライラなど）

●上記のような、さまざまなストレス要因でおきた「ひずみ」が解消かれないまま、刺激が積み
重なると身体的・精神的な症状として現れます。

物理的・心理的刺激的刺激によって、身体的または精神的に「ひずみ」が生じた状態です。

【自分を知ろう！】
ストレスを感じる要因、度合いはそれぞれです。自分がどんな事にどれくらいのストレスを感じるのか？
知っていると対処がしやすいです。

【刺激の除去・軽減】
人間関係：避ける、話しあう、相手を理解する、一緒に何かをする、仲介者に入ってもらう 等
仕事関係：改善する、整理する、断る、教わる、任せる、学ぶ
生活関係：「時間の使い方」「お金の使い方」「趣味の持ち方」を変えてみる

【とらえ方を変える】ストレスを生まない「とらえ方」に変える。
その刺激は自分にとって「損」「害」「脅威」となるものと思われるか
発生した刺激に対し、対処することが可能と思えるか
過去の出来事に囚われない。過ぎてしまった事は変えられないので、
そこから得た・学んだ事に視点を向ける。

【気分・感情・身体を鎮める】リラクゼーション
（腹式呼吸、ストレッチ、イメージトレーニング、ヨガ 等）

【相談する】家族や友人、同僚や上司、相談機関へ相談する。一人で抱え込まない
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うれしいね 禁煙で あなたも私も快適に！う

受動喫煙って何のこと？

タバコを吸わない人が、タバコの煙を吸わされることをいいます。タバコの煙には2種類あります。

1 主流煙 喫煙者が口から吸い込むタバコの煙のことです。

2 副流煙 タバコの先から立ち上る煙のことです。副流煙には主
流煙よりも高い濃度で、多くの有害物質が含まれてい
ます。

特に未成年者や妊婦の近くではタバコを吸わないようにしましょう。

八重山管内の禁煙外来対応医療機関

（平成26年3月現在）
☆印がある医療機関は、保護者同伴であれば、未成年者への禁煙
治療・相談を受け付けています。

〈禁煙補助剤〉
ニコチンを含まない飲み薬（チャンピックス）や皮膚か

らニコチンを吸収させる貼り薬（ニコチンパッチ）を医師の

禁煙指導に従って使用します。通常は8～12週間で終了し

ます。

また、一定の条件が充たされれば健康保険が適用されます。

沖縄県禁煙施設認定推進制度

県内で受動喫煙防止対策に取り組んでいる施設を応援する制度です

私たちはおいしい料理と、
きれいな空気を
提供しています。

肺の機能が低下し、呼吸困難を招く病気で、最大の原因は喫煙といわれています。悪化すると息苦
しくて日常的に酸素吸入をしないと生活できなくなります。タバコを吸っている方で、坂道や階段の上
り下りで息切れがする、せきやたんが多くなかなか治らない、口をすぼめて息をするようになった、
など心当たりのある方は病院で検査を受けてください。
また、タバコをやめることで病気の進行を遅らせることも可能です。

COPD（慢性閉塞性肺疾患）を知っていますか?

〈敷地内完全禁煙認定施設〉
敷地内全て（駐車場含む）が禁煙で、タバコの吸い殻も落ちていない施設
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八重山福祉保健所ホームページで施設認定を受けている飲食店をご紹介しています

〈敷地内完全禁煙認定施設〉
施設内が禁煙で、屋外に喫煙可能区域を設置する場合は、施設内に煙や
臭いが流れ込まない施設

＊どちらも出入り口に禁煙標示をすることが認定要件の一つです。

八重山福祉保健所 タバコ 禁煙施設 で検索



おくちの健康 3点セット 歯ブラシ・フッ素・フロスお

沖縄県は、60歳で自分の歯を24本以上持つ人(6024)の
割合、80歳で20本以上持つ人(8020)の割合のどちらも全
国平均の6割程度です。
歯を失う主な原因は「むし歯」と「歯周病」。 むし歯や歯
周病を防ぐには自分で行う予防（セルフケア）と歯科医院で
行う予防(プロフェッショナルケア）が必要です。特に働き盛
りは歯周病予防が大事です！

■毎日の歯ブラシ

■歯科医院でのケア■フッ素の応用

■デンタルフロス・歯間ブラシ

最適な歯ブラシは個人により異なり、口や手の大
きさ、歯並びなどの口の状態、歯間や歯肉の状
況に合わせて選んで下さい。歯科医院でアドバイ
スを受けるとよいでしょう。

歯周病予防のためには歯と歯肉の境目の歯垢を
取り除くことが大切です。

歯ブラシだけでは取り除けない歯垢もデンタルフロス
や歯間ブラシを利用すれば効果的に取り除けます。
歯ブラシにあわせてお使い下さい。

歯質を強化することができる「フッ素の応用」は
むし歯予防の最も効果的な方法です。

「フッ素塗布」「フッ素洗口」「フッ素入り歯みがき
剤」の3つの方法があります。
幼児から高齢者まで生涯を通じて応用できます。

＜歯周病セルフチェック＞
①歯肉に赤く腫れた部分がある
②口臭が何となく気になる
③歯肉がやせてきたみたい
④歯と歯の間に物が詰まりやすい
⑤歯をみがいた後、出血する
⑥歯と歯の間の歯肉がうっ血していてブヨブヨしている
⑦時々歯が浮いたような感じがする
⑧唾液がネバネバする
⑨指で触るとぐらつく歯がある
⑩歯肉から膿が出る

一つでも当てはまる人は要注意！
歯科医院でのチェックをお勧めします。
また、歯石がついてしまうと歯ブラシではとれません。
歯石は定期的に歯科医院で除去してもらいましょう。

出典：歯周病ガイド、歯の健康リーフレット、歯のケアポスター(沖縄県）
歯周病セルフチェック（8020推進財団）49



休肝日をつくろう お酒はほどほどに
未成年や妊婦は飲みません・飲ませません

き

沖縄県は、アルコール性肝疾患の割合が全
国より高くなっています。また、若い世代や女
性の多量飲酒者の割合も高い状況です。
多量飲酒を避け、節度ある適度な飲酒（1日
あたり純アルコールで20g程度）を心がけるこ
とが大切です。
また、週に2日程度は休肝日をもうけるように
しましょう。

■いいお酒を飲むには・・・

■飲んではいけない人・・・すすめてもいけません。
未成年、妊婦・授乳中、アルコール依存症の人など。

＜未成年＞
・脳の機能を低下させる恐れがある
・肝臓等臓器に障害を起こしやすくなる
・性ホルモンに異常が起こる恐れがある
・アルコール依存症になりやすくなる
・未成年の飲酒を禁じる法律がある

＜妊婦・授乳中＞
・女性は男性に比べ、少ない量で短
期間で影響が出やすい
・妊婦の飲酒は胎児の流産、早産、
死産と関係している
・授乳中の飲酒も直接母乳に出るた
め注意が必要

ダメ!!

そして、薬と一緒にお
酒を飲まない！

肝臓はアルコールの
処理を先に行うため薬
が身体に残り、副作用
が増大してしまいます。

■適度な飲酒の目安：純アルコールで20ｇとは・・・

出典：健康おきなわ21リーフレット(沖縄県）、未成年者飲酒防止ポスター(厚労省）

（ただし、適度な量は個人差があります）
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仲間・家族で行こう！健康診断・がん検診な

働いている人：職場で健康診断を実施しています。
働いていない人（職場健診の対象でない方）
40才未満：お住まいの市町村で実施しています。
40才以上：加入している医療保険者で実施しています（特定健診）
生活保護世帯：お住まいの市町村にて健康診断を実施しています。

健康診断を受けるには？

がん検診を受けるには

大切なのは、受けっぱなしにしないこと（相談窓口）ｐ17参照

お住まいの市町村で実施しています。

石垣市健康福祉センター（電話：88-0088）
竹富町役場 健康づくり課（電話：82-6191）
与那国町役場 長寿福祉課（電話：87-2241）
＊職場で実施しているところもあります。

【市町村窓口】
石垣市健康福祉センター（電話：88-0088）
竹富町役場 健康づくり課（電話：82-6191）
与那国町役場 長寿福祉課（電話：87-2241）

国で定めているがん検診は、下記の5つです

＊職場健診が優先です

【職場】
50人以上の以上の事業所は各職場で産業医
等へ相談。
50人未満の事業所は地域産業保健センター
（電話：88-5633）

大切な人のため、自分のため、幸せな毎日のための健康管理

健診結果を持って、健康相談に行きましょう
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種類 検査項目 対象者 受診間隔

胃がん 問診及び胃部エックス
線検査

40歳以上 年１回

子宮がん 問診、視診、子宮頚部
の細胞診及び内診

20歳以上 ２年に１回

肺がん 問診、胸部エックス線検
査及び喀痰細胞診

40歳以上 年１回

乳がん 問診、視診、触診及び
乳房エックス線検査（マ
ンモグラフィ）

40歳以上 ２年に１回

大腸がん 問診及び便潜血検査 40歳以上 年１回

厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」
（平成20年4月）



大きな輪 みんなで支える「健康・長寿」わ

健康応援団：みなさんも活用してください♪
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八重山地域の
応援団の紹介

応援団 活動分野

八重山地区医師会 全般

八重山地区歯科医師会 全般

沖縄県栄養士会 八重山部会 食生活

八重山歯科衛生士会 全般

（社）沖縄県食品衛生協会 八重山支部 食生活

八重山調理師会 食生活

沖縄県 製パン組合 八重山支部 食生活

NPO法人 Love Peer Price やいま 全般

（社）日本３B体操沖縄県支部 先島グループ 運動

総合型スポーツクラブ 歩きニスト 運動、食生活、全般

八重山テニポン協会 運動

ちゃーがんじゅうおきなわ応援団ホームページ より http://www.kenko-okinawa.jp


