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 食中毒と聞くと、みなさんはどのようなものを思い浮かべるで

しょうか。 

 ノロウイルスやO157などは大きなニュースになったこともあり、

ご存じの方も多いと思います。 

 食中毒の原因にはいろいろありますが、大きく分けると 

①微生物 ②自然毒 ③化学性 ④その他 の4つに大きく分けることが出来

ます。 

 ①の微生物はたとえば、前述のノロウイルスや病原性大腸菌（O157など）、

サルモネラ菌カンピロバクター、黄色ブドウ球菌などがあります。②の自然毒

には、毒キノコ、青梅、ジャガイモなど、③の化学性にはヒ素などが当てはまり

ます。  

2012年5月23日付の長崎新聞によると2011年度の長崎県の食中毒患者数

は13件124人で、原因別ではカンピロバクターや黄色ブドウ球菌などの細菌性

が4件66人、ノロウイルスが3件32人、フグなどの自然毒が3件6人でした。（3件

20人は原因を特定できず） 

 このように食中毒で数が多いのは微生物性（細菌性・ウイルス性）です。 

 微生物性には季節性があり、細菌性は夏に多く、ウイルス性は冬に多い傾

向があります。つまりこれから夏に向かって、細菌性の食中毒を起こす危険性

が高くなってくるのです。 

 厚生労働省にホームページに「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」と題して注意点が記載さ

れています。そのホームページより一部抜粋してお伝えしますので参考にしてください。  

 ●ポイント１ 食品の購入 

  →賞味期限などの表示をチェック。 

   肉・魚はそれぞれ分けて包む。出来れば保冷剤などと一緒に。 

   寄り道しないでまっすぐ帰ろう。 

 ●ポイント２   家庭での保存 

  →肉・魚は汁がもれないように包んで保存。 

   冷蔵庫は10℃以下に維持。冷凍庫は－15℃以下に維持。 

   入れるのは7割程度に。 

   停電中に庫内温度に影響を与える扉の開閉は控えましょう。 

 ●ポイント３  下準備 

  →ゴミはこまめに捨てる。 

   こまめに手を洗う。 

   肉・魚を切ったら洗って熱湯をかけておく。 

   肉・魚は生で食べるものから離す。 

   野菜もよく洗う。 

   包丁などの器具、ふきんは洗って消毒。 

   井戸水を使っている場合は水質に注意。 

【家庭でできる食中毒予防の６つのポイント】 
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 ●ポイント4 調理 

  →作業前に手を洗う。 

   加熱は十分に。 

   電子レンジを使う時は均一に加熱されるようにする。 

   調理を途中でとめたら食品は冷蔵庫へ 

 ●ポイント5 食事 

  →食事の前に手を洗う。 

   盛り付けは清潔な器具、食器を使う。 

   長時間室温に放置しない。 

 ●ポイント6  残った食品 

  →作業前に手を洗う。 

  手洗い後、清潔な器具、容器で保存 

   早く冷えるように小分けする。 

   温めなおすときは十分に加熱する。 

   時間が経ち過ぎたり、ちょっとでも怪しいと思ったら、思い切って捨てる。 

以上の6つのポイントを実践してみてください。 

もし、おなかが痛くなったり、下痢が続いたりするようであれば病院を受診してくださいね。 

（内科 山口 将太） 

 栄養指導ではフードモデルや、糖尿病交換表、

６つの食品群の表・イラスト、腎臓病交換表など

の資料を活用して患者さんが分かりやすいよう

に説明しています。 

 食習慣を今すぐに変えていくのはなかなか難

しいことだと思います。好きで食べていた梅干

を減塩のために今日からや

めなさいとか、間食のお菓子

はカロリーが高いので今すぐ

やめましょうと言われてすぐ

に出来るでしょうか。 

 そこで、ああしなさい、こうし

なさいという押しつける栄養

指導ではなく、提案することを

心がけています。 

 今、テレビやインターネットなどのメディアで

も食に関する情報があふれ、食生活も多種

多様化しています。食事は楽しみの１つです

よね。その楽しみを奪わずにいかに理想の食

生活に近づけるかを日々考えています。私た

ちも日々変わっていく食生活、食品にアンテ

ナを張り、色々な選択肢を与えられるように

勉強していきたいです。栄養指導でよく来ら

れるのが糖尿病、高血圧、脂質異常症の方

です。この中で一つ糖尿病食を紹介したいと

思います。糖尿病食は何かを極端に制限し

たり、食べて駄目なものはありません。糖尿

病食はバランスの取れた「健康食」です。 

今回はそのポイントとそのメニューをちょっ

とだけ紹介します。 
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●ご飯150g 

●豆腐と玉葱の味噌汁（豆腐、玉葱、

だしの素、味噌） 

●もやし和え物（もやし、人参、醤 

 油、砂糖） 

●椎茸煮（干し椎茸、おかか、酒、 

 醤油、みりん、醤油、本だし） 

●牛乳 １合分 

朝食メニュー 

●ご飯150g 

●お浸し（白菜、小ねぎ、醤油） 

●煮込みハンバーグ（挽肉、玉葱、 

 パン粉、酒、牛乳、卵、塩） 

 ブロッコリー 

 ソース（マッシュルーム、ケチャッ  

 プ、中濃ソース、酒） 

●サラダ（レタス、きゅうり、トマ 

 ト、カイワレ大根、ノンオイルド 

 レッシング） 

●オレンジ 

●五目鶏飯（米、鶏小間肉、椎茸、 

 人参、ごぼう、しょうゆ、みり 

 ん、塩、本だし）200g 

●すまし汁（すりみ、小ねぎ、醤油、 

 出しの素） 

●マヨネーズ焼き（白身魚、マヨネー 

 ズ、小ねぎ、キャベツ、レモン） 

●そぼろ煮（グリンピース、じゃが 

 いも、挽肉、人参、醤油、本だし）  

●パイン 

     ①主食の量を決めましょう。 

  （減らしすぎもおかずが増えたり、間食が増えたりします） 
 

   ②野菜は毎食取り入れましょう。 

  （野菜に含まれる食物繊維は食後の血糖値の急激な上昇を抑えます） 
 

   ③おかずの取りすぎに注意しましょう。 

  （おかずの取りすぎは塩分の取りすぎになりがちになります）  
 

   ④牛乳・乳製品、果物は決められた量を。 

  （意外とカロリーが高めです） 
 

   ⑤油を使った料理は１日２品までに。 

  （揚げ物は１日１品までです） 

＜糖尿病食 １日のメニュー（例）＞ 

昼食メニュー 夕食メニュー 

栄養指導では主に食生活の改善方法や、その人にあった食品

の選択や摂取量、調理法、特殊食品の紹介や活用法、食べ方な

ど一人一人に合わせて様々な事を薦めています。 

（栄養科） 

＜糖尿病食のポイント＞ 
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※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。 

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。 

  泌尿器科 耳鼻科 循環器科 神経内科 皮膚科 

6月1日（金）           

            

6月4日（月）   休診        

6月5日（火）   休診  
武野先生 

午前(10時～)、午後 
    

6月6日（水）         
清水先生 

午前 

6月7日（木） 
松尾先生 

午前（10時～）、午後 
        

6月8日（金） 
松尾先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

6月11日（月）   
原先生 

午前（10時～）、午後 
  

調先生 

午前 
  

6月12日（火）   
原先生 

午前 
      

6月13日（水）         
小川先生 

午前 

6月14日（木） 
竹原先生 

午前（10時～）、午後 
        

6月15日（金） 
竹原先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

6月18日（月）   
穐山先生 

午前（10時～）、午後 
      

6月19日（火）   
穐山先生 

午前 

深江先生 

午前（10時～）、午後 
    

6月20日（水）         
竹中先生 

午前 

6月21日（木） 
志田先生 

午前（10時～）、午後 
        

6月22日（金） 
志田先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

6月25日（月）   
山口先生 

午前（10時～）、午後 
      

6月26日（火）   
山口先生 

午前 
      

6月27日（水）         
富村先生 

午前 

6月28日（木） 
大庭先生 

午前（10時～）、午後 
        

6月29日（金） 
大庭先生 

午前、午後（～16時） 
        



 

 

◎赤字は新患担当医を示します。 

◎耳鼻科の月曜日と泌尿器科の木曜日 朝の診療開始時刻は午前10時です。 

◎長大は長崎大学からの派遣の先生の診療です。予約が出来ない場合がありますので、ご了承下さい。 

上五島病院外来担当医一覧 (H24年6月1日～) 

診療科 月 火 水 木 金 

総合診療科 深江/（直野） 山川 枡田/大澤 桑原/（直野） 山口将/（山口卓） 

内科 

１ 診 山川 山口将 本田 本田 本田 

２ 診 岸川 岸川 岸川 緒方 岸川 

３ 診 緒方 白浜 白浜 山口将 山川 

４ 診 大澤 緒方 直野 井上 井上 

午後再診   白浜 白浜     

神経内科（予約） 第1週 調         

循環器内科（予約）   隔週 長大       

胃カメラ 
本田 本田 緒方 岸川 堀川 

山口将 堀川、直野 山川、井上 深江 大澤 

大腸内視鏡（午後）   本田 緒方 本田   

検診 
１ 診 井上 深江 山口将 山川 直野 

２ 診     山口卓 大澤 桑原 

外科 堀川 八坂 堀川 八坂 深江 

整形外科 

１ 診 一宮 市村 一宮 市村 市村 

２ 診 市村 三好 市村 三好 三好 

３ 診 三好   三好   （一宮） 

麻酔科 ペイン   山口卓   山口卓   

小児科 
午前 小森、北島 北島、小森 小森、北島 北島、小森 小森、北島 

午後   小森、北島 北島、小森 小森 北島、小森 

産婦人科 
山口純 山口純 山口純 助産師外来 山口純 

医療センター 助産師外来 医療センター 医療センター 医療センター 

眼科 
午前 船越 船越   船越 船越 

午後   (船越)   (船越) (船越) 

泌尿器科 
午前     長大 長大 

午後     長大 長大 

精神科 
午前 吉富 吉富 吉富 吉富 （保健所） 

午後 吉富 吉富 吉富 吉富 （保健所） 

耳鼻科 
午前 長大 長大       

午後 長大         

皮膚科     長大     

放射線科 
午前        第1週 長大 

午後         第3週 長置 
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○基本理念 

 地域と共に歩み、  

        信頼され親しまれる病院 

◆ご意見、ご感想を下記までお寄

せください。 

○５つの行動目標 

①信頼と満足の得られる医療の提供 

②地域の基幹病院としての診療機能の              

充実 

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化 

⑤地域における疫学研究と医療従事者 

   の教育・研究の推進 

長崎県上五島病院 

８５７－４４０４ 

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５４９-11 

電話  0959-52-3000 

FAX    0959-52-2981 

Email   kamihp@gold.ocn.ne.jp 

URL http://www.kamigoto-hospital.jp 

 少しずつ、あたたかい･･･から暑い･･･に変わってき

たこの頃。いかがお過ごしでしょうか。 

 そろそろ梅雤の季節到来ですね。気象庁によると、

九州北部における平年の梅雤入りは6月5日、梅雤明け

は7月19日だそうです。 

 洗濯物がなかなか乾かなかったり、じめじめ暑かっ

たりとあまりいいイメージのない梅雤の時期ですが、

6月といえばほたるの季節。雤上がりで湿度の高い日

は絶好のほたる鑑賞日和です。皆さんぜひお出かけし

てみてはいかがでしょうか。 

 

さて、最近のメディアでの話題と言えば、「金環日

食」ですね。私もしっかりとチェックしました。テレ

ビで･･･。残念ながら、長崎県は金環帯と呼ばれる、金

環日食を観ることができるエリアには入っておりませ

んでしたので、ほとんどの方がテレビでチェックされ

たかと思います。連日メディアでも鑑賞における注意

点などの特集が組まれ、当日の５月２１日の朝の情報

番組はほぼ金環日食の生中継でした。 

そもそも日食とはどういう現象かということですが、

月の地球周回軌道と地球の公転軌道が楕円なので、地

上から見た太陽と月の視直径が常に変化するように

なっており、月の視直径が太陽より大きく、太陽全体

が隠される場合を皆既日食、これが逆の場合、つまり

月の外側に太陽がはみだして細い光の輪に見えること

を金環日食とよぶそうです。（ウィキペディアより） 

なかなか天文学的なところは難しいですが、めった

に観ることができない美しい自然現象を観賞すると

いった非日常的なイベントは、とてもわくわくする気

分になれますね。 

 

～～  今年は天文イヤー！今年は天文イヤー！  ～～  

 今年は、他にも6月6日の金星の太陽面通過（243年

に4回だけおこる非常に珍しい現象です）や8月14日

の金星食（金星が月に隠されます）などを観ることが

できることから、天文イヤーと銘打たれています。楽

しみですね。 

上五島においては、車移動の方が多くなかなかゆっ

くりと夜空を見上げることも少ないと思いますが、こ

ういった特別なイベントがなくても、晴れた日の上五

島の夜の星空は絶景です。ぜひ、ふと足を止めて夜空

を見上げてみてください。 

写真）国立天文台ホームページより 

http://naojcamp.mtk.nao.ac.jp/phenomena/20120521/

gallery.html 

 

参考)長崎県天文協会ホームページ http://www1.odn.ne.jp/

~aaw13730  

 

 

（広報委員会 江口・馬込） 

http://www1.odn.ne.jp/~aaw13730
http://www1.odn.ne.jp/~aaw13730

