長崎県
上五島病院

上五島病院情報誌

かっとっぽ

地域版

～熱中症につ い て ～
例年以上に暑さの厳しい夏でした
が、 皆さんいかがお過ごしでしょう
か。
今回は再度 「熱中症」 のお話を
通して、 暑さ対策について皆さんで
考えてみましょう。
1. 熱中症とは？
熱中症とは、 気温の高い環境で
体の中の水分や塩分のバランスが
崩れたり、 もっとひどくなると自分の
体温を一定に保つ能力が壊れてし
まうことを言います。
要するに、 からだが暑さでダメー
ジを受けて自分で体温の調節ができ
ない状態です。

まず①についてです。 熱中症を疑
うためには、 周りの状況がどうだっ
たかの情報は欠かせません。 屋外
での仕事中 ・ スポーツ中の発症は
もちろんですが、 日常生活では家
事 ・ 飲酒 ・ 店番など屋内での発症
の方が多くなりますので、 「家の中
にいるから大丈夫」 ではありません。
そのような環境のなかで、 沢山の
汗をかいて、 だるくなったりめまい
がしてきたら熱中症の初期症状と考
えてよいでしょう。②に書いているよ
うな症状がないかを念頭において、
早めに熱中症の症状に気づいて対
処することが大切です。 そのまま
放っておくと、 意識がなくなったり、
死亡してしまうこともあります。
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2. どのようなときに熱中症を疑う
の？
「もしかして熱中症かな」 と思った
ら、 下の①、②を確認してみてくだ
さい。
① まず、周りの環境はどうでし
たか？ ： 気温は高いですか？湿度
は高いですか？風が弱くないです
か？急に暑くなりませんでしたか？
② 体の状態はどうですか？ ： 肌
が赤く熱くなっている割に汗が少なく
ないですか？一緒にズキズキとした
つ
頭痛がないですか？足などが攣った
りしていませんか？体温は高くなっ
ていませんか？

3. どのような人が熱中症になりや
すいの？
重症な熱中症になった人を年齢別
に分けてみると、 次のような人に多
い傾向があります。
①５歳未満の小さな子ども
②クラブ等で運動をする中学生〜
高校生
③暑い中仕事を頑張っている中高
年の男性
④６５歳以上のお年寄り

８
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小児科外来で 「孫は汗っかきだから、 熱中
症が心配で ・ ・ ・ 」 とおっしゃっているお年寄
りの方々がいらっしゃいます。 体温を調節する
力が弱いのは子どももお年寄りも一緒ですが、
お年寄りはもともと体に保っている水分が少な
いですので、 実際に熱中症になりやすいのは
むしろお年寄りの方々です。 特にお年寄りの熱
中症は、 屋内での日常生活中に起きやすいで
すので、 注意が必要です。
4. 熱中症になったらどうしたらいいの？
先程お示ししたような症状が出た時にはどうし
たらいいでしょうか。
まずは、 意識がない ・ 声をかけても反応が
おかしい ・ まっすぐ歩けないなどの重い症状で
ないかを確認しましょう。 このような時には、
急いで病院を受診してください。
そうでなければ、 まずは、 すぐにその場で対
応することが大切です。
基本は、

①涼しい場所へ移動
②薄着にして冷やす
③水分・塩分の補給 です。
「熱くて具合が悪いから病院に行こう」 という
のは間違いではありませんが、 実は病院で行
う治療も上の３項目が基本になります。 病院に
来る前に、 その場でできることをまず始めたい
ものです。
熱中症かなと思ったら、 まずクーラーが効い
た部屋など涼しいところへ移動しましょう。
体を冷やす方法としては、 オデコに冷たいタ
オルを乗せる習慣がありますが、 これはあまり
効果がなく、 太い血管がある、 首の付け根 ・
わき ・ 股の傍の太ももの付け根を、 タオルで
包んだ氷や保冷剤で冷やすのがいいでしょう。
体に水をかけて扇風機やうちわで扇ぐのも有効
です。

よく 「熱くて具合が悪いから点滴をしてくださ
い」と受診される方がいますが、通常の点滴は、
上の③にあたる水分 ・ 塩分の補給を行なって
いるだけです。 口から水分を飲んで必要な分
だけが腸から吸収される方が、 血管に直接水
分を入れる点滴よりも、 効果的だという報告も
いくつもあり、 飲める状態であれば、 病院に来
る前に、 「まず飲む」 という心がけが大切です。
では、 どのようなものを飲んだらいいでしょう。
水分摂取は来院するまでに皆さん行なっている
ことが多いですが、 「塩分」 を摂取できていな
いことが多いです。 塩分は摂らずに水分ばかり
飲んで体の塩分バランスが崩れるだけでも、
ぼーっとする ・ だるいといった症状の原因となり
ます。
最近は、 経口補水療法 （言葉が難しいです
が、 簡単に言えば口から飲む点滴治療のこと）
が徐々に社会的にも広まってきており、 OS-1®
（上五島病院薬局前の自動販売機やドラッグス
トアにあります） など、 とてもよい飲み物があり
ます。 スポーツ飲料水として販売されているも
ののほとんどは、 飲みやすいように作られてい
ますが、 塩分が少なめ ・ 糖分が多めです。 ス
ポーツ飲料に塩を少し入れても、 糖分は多い
ままなので、 沢山飲むと下痢の原因になること
があります。

自宅での飲み物の作り方としては、 1 リットル
の水 ・ 小さじすり切り６杯の砂糖 ・ 小さじ半分
の食塩を混ぜて作ることができます。 これに少
量の果汁や 100ml 程度のオレンジジュースなど
を混ぜるとより飲みやすくなります。
このような飲み物が推奨されますが、 水分だ
けでなく塩分も摂ろうと心がけることがまず第１
歩です。 また、 できるだけ一気飲みはやめて、
一口ずつ （小さなお子さんであればスプーン１
杯ずつ） から飲むように心がけましょう。
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また、 熱中症になった後数日は、 無理な活
動は避けることが大切です。 熱中症は、 云わ
ば 「肉が焼けてしまった状態」 です。 焼けた
肉にいくら水をかけても元には戻りません。 人
間も、 しばらく時間をかけて回復することが必
要ですので、 「熱中症だったけど、 水分を摂っ
たら元気になったからすぐにいつも通りの仕事
を再開」 は熱中症症状を繰り返す原因になりま
すので、 注意しましょう。
5. どうすれば熱中症にならずに済むの？
熱中症の予防の基本は、 熱中症になりやす
い状況を知ること ・ 「自分は熱中症にならない」
と思わないことです。
暑さを避け、 服装を工夫し、 こまめに水分摂
取をしましょう。 熱中症は、 運動中や日中の
労働中に発生する頻度が高いですので、 学校
の部活動や、 暑い場所での労働を行う場合に
は、 熱中症対策を考えておくことが大切です。
また、 高齢者や小さなお子さんがいる家庭で
は、 周りの家族が注意しておくことが必要です。

Ka

6. 熱中症対策についてどこに相談したらい
いの？
職場や学校で熱中症対策を考えておくことは
とても大切ですが、 その上では、 正しい情報
を得ておくことが必要です。
○環境省の熱中症情報のホームページ
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/
index.html
○予防情報
http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/
kt/index.html
には、 より詳しい情報が記載されています。
日本スポーツ振興センター、 中央労働災害
防止協会、 日本体育協会、 環境保健部安全
課などにもそれぞれの用途にあった情報が提
示されていますので、 参考にしてください。 ま
た、 透析中の方や心臓が悪い方などは水分の
取り過ぎにも注意が必要ですので、 外来受診
時などに主治医の先生に相談してみてくださ
い。
きちんと対策を練って、 暑い夏を乗り切りま
しょう。
（小児科 北島 翼）

上五島病院 職員募集のお知らせ
介護職員
（介護職員初任者研修修了者または介護福祉士）

給食調理員

勤務時間 ①臨時職員 （夜勤あり）
●パート職員
②臨時職員 （日勤のみ）
（５:３０～１９:００の間の４時間勤務。
③パート職員 （勤務時間は相談に応じます）
勤務時間は相談に応じます）
募集人員 ①～③とも若干名

若干名

年

齢 不問

不問

申込期限 随時

随時

提出書類 履歴書、 資格免許証の写し

履歴書

賃

時給８１９円

金 上五島病院規則により支給。
※各種手当 （時間外 ・ 夜勤など） あり

面接 ・ 採用日 随時

随時

希望される方は、 下記申込先へ応募書類を提出してください。
面接日は追ってご連絡いたします。
【お申込み・お問合せ】

ospital
m i g o to H

上五島病院 総務係

TEL 52-3000

南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11
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～更年期障 害 に つ い て ～
女性の更年期とは、 ５０才前後に卵巣の働きが急
に低下してくるために起きる体調や精神的な障害
で、 皆さんもよくご存じでしょう。 しかし、 同じよう
な変化は男性にも見られますが、 日本ではほとん
ど知られていません。 ただし、 男性では変化する
年齢が４０才くらいから８０才くらいまでバラバラで、
またゆっくりと変化するために、 本人も気がつきにく
いです。 また、 更年期を過ぎても、 男女のホルモ
ンが欠乏した状況は続くので、 老年期は生活のた
めに色々な工夫が大切です。
この男女のホルモンは、 どちらも筋肉や骨、 脳を
はじめとする色々な臓器に働き、 臓器が元気に動く
ための活力を与えていますが、 これらが減ってくる
と、 「元気がでなくなる」 「あちこちが痛む」 「集中
力の低下」 などの症状がみられます。 あるいは、
今までの自分ではなく、 「いらいらする」 とか 「不
安になる」 という事が感じられます。 最悪の場合、
うつ病を経て、 まれには自殺にいたる方までおられ
ます。
仏教では 「老い」 と言う事を 「人生の四苦」 の
一つと教え、 「病気」 と並ぶ人生の重大事と扱って
います。 この「老い」と上手につきあっていくことは、
持病を治療していくことと同じように、 人生の後半で
は、 幸せになるかどうかの大切なポイントなのです。
更年期の変化が速い女性においては、 ホルモン
剤やサプリメント、 漢方薬や精神薬などが大きな助
けになりますので、 遠慮無く産婦人科で相談をして
下さい。 海外では男性もホルモン剤での治療を受
けていますが、 日本では普及しておらず、 痛みや、
不眠、 不安など、 それぞれの症状に応じた治療が
行われています。
しかし、症状が軽い人は、まず悪い習慣をやめて、
「心や体の変化」 に慣れていく事が大切です。 食
事をきちんと取り、 飲酒、 喫煙、 過労、 睡眠不足、
運動不足、 過度の不安などをコントロールして、 自
分の生活を見直すことが大切です。 皆さんから 「当
たり前の事を」 と言われるかもしれませんが、 仕事
が増えていたり、 親の介護をしていたりと、 出来な
い事まで引き受けてしまっているかもしれません。
一旦立ち止まって、 自分の生活を簡素にする事を
考え、 これからしたい事を紙に書き出してみて、 優
先順位をつけてみたり、 休み時間をきちんと取る事
が大切です。

家族で役割分担をしたり、 したい事を先に延ばし
たり、 能率良くすることで、 多くの時間が節約出来
ます。 しばらくは我慢して、 自分を立て直すことを
優先してみて下さい。 まずは睡眠時間を確保して、
簡単でも三食をきちんと取れるようにすることです。
好きな運動やサークルに出かけることも大切です。
もう一つの鍵は、 夢や希望を創ってみることです。
若い頃は、 「あれもしたい」、 「こんな風になりたい」
「この子の大きくなった姿を見たい」 と色々な夢を
持っていたのではないでしょうか。 ところが、 今元
気が出ない人は、 目標を見失ってしまっているので
は無いでしょうか。 自分の将来の事ばかりを考える
と、 どうせ死んだらおしまいと 「行き止まり」 の目
標しか見つからないかもしれません。 しかし、 子供
たちや家族、 友人たちのために、 「短い時間でも
何か出来る事がある」、 「私でも始めることが出来
るし、 その後をつないでいく人がいる」 と探してい
けば、 人に言えない事や小さい事かもしれないけ
れど、 きっと貴方にも大切な夢が見つかるはずで
す。 これさえ見えてくれば、必ず元気が出てきます。
こうなれば、 自分の生活もシンプルにでき、 経験
豊富な人たちは、 みるみる夢を実現していくのです。

教会の多い上五島ですから、 聖書から引用して
みました。
「安息日を覚えて、 これを聖なる日とせよ」 出エ
ジプト２０章、 これは、 週に一日は仕事をしない日
を設け、 自分自身を見直して改めなさいと言う神様
からの大切な教えです。 一時間でも良いから、 自
分を見つめる時間を持ってみてください。 そして、
神様はこうも言われます 「愛を最高の目標にしなさ
い」 第一コリント、 １４章。
（産婦人科 山本 嘉昭）
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平成２５年９月の特診外来予定表
泌尿器科

耳鼻科

9月2日（月）

畑地先生
★午前、午後

9月3日（火）

畑地先生
午前

循環器科

神経内科

皮膚科

武野先生
★午前、午後
鍬塚先生
午前

9月4日（水）
9月5日（木）

計屋先生
★午前、午後

9月6日（金）

計屋先生
午前、午後（～16時）

9月9日（月）

穐山先生
★午前、午後

9月10日（火）

穐山先生
午前

森先生
★午前

小池先生
午前

9月11日（水）
9月12日（木）

竹原先生
★午前、午後

9月13日（金）

竹原先生
午前、午後（～16時）

9月16日（祝）
渡邊先生
★ 午前

9月17日（火）

深江先生
★午前、午後
竹中先生
午前

9月18日（水）
9月19日（木）

大庭先生
★午前、午後

9月20日（金）

大庭先生
午前、午後（～16時）

9月23日（祝）
駒澤先生
★ 午前

9月24日（火）

富村先生
午前

9月25日（水）
9月26日（木）

松尾先生
★午前、午後

9月27日（金）

松尾先生
午前、午後（～16時）

9月30日（月）

畑地先生
★午前、午後

調先生
★午前

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。
※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。
★ 午前の受付開始時刻は 8：30 となっておりますが、診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、
9：00 〜 10：00 頃の間で変動します。ご了承ください。
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上五島病院外来担当医一覧（H25 年 7 月 1 日〜）
診療科
総合診療科
１診
２診
内科
３診
４診
午後再診
神経内科（予約）
循環器内科（予約）
胃カメラ

月
深江
山川
岸川
井上
川﨑
（月１回）調
（月１回）森

火
山川
山口
岸川
白浜
井上
白浜

隔週 長大
本田
本田
山口（松井）（川﨑、深江）
本田
見陣
松井

大腸内視鏡（午後）
１診
検診
２診
１診
原
八坂
外科
２診
１診
一宮
出田
２診
出田
鶴
整形外科
３診
鶴
麻酔科
ペイン
午前
小森、北島 北島、小森
小児科
午後
小森、北島
１診
山本
高原
産婦人科
２診
高原
山本
眼科
午前
船越
船越
午前
泌尿器科
午後（予約のみ）
吉冨
午前
吉冨
精神科
吉冨
午後
吉冨
長大
午前
長大
耳鼻咽喉科
長大
午後
皮膚科
放射線科

水
見陣 / 中田
本田
岸川
白浜
松井
白浜

木
川﨑
本田
山口
井上
松井

金
松井
本田
岸川
山川
井上

井上
山川
山口
山口
深江
原

岸川
見陣
本田
山川
（原）
八坂
深江
出田
鶴

原
深江

一宮
出田
鶴

川﨑
見陣
出田
鶴
（一宮）

第３週：山口卓
小森、北島 北島、小森 小森、北島
北島、小森
北島、小森
小森
高原
山本
山本
助産師 / 高原
山本
高原
船越
船越
長大
長大
長大
長大
吉冨
吉冨
吉冨
吉冨

長大

第１週 長大
第３週 長置

◎赤字は新患担当医を示します。
◎長大は長崎大学からの派遣の先生の診療です。予約ができない場合がありますので、ご了承ください。
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奈良尾医療センターより

奈良尾医療センター部署紹介①
－総務医事係－
前回（かっとっぽ第９６号）で、奈良尾医療センター
全体を紹介させていただきました。
今月から、各部署の紹介をさせていただきます。
第１回目は総務医事係です。奈良尾医療センター
正面玄関から入ってすぐ左に事務室をかまえ、スタッ
フは 男性職員 2 名、女性職員３名の５名体制で臨
んでおります。

事務職員の仕事は大きく分けて、総務・医事と二つに分かれます。

総務
医事

（
（

○職員の人事・福利厚生事務・各種契約事務
○出納関係、予算・決算に関する事務
○購入事務（医療器械・薬品・診療材料等）
○施設管理（診療所・医師宿舎）

○診療受付業務・窓口会計業務・健康診断に対する業務
○国民健康保険・社保支払基金等に対する医療費請求事務（レセプト請求業務）
○審査支払機関又は保険者からの照会への回答

他には、電話対応・病院車の運転・管理、外科医
の送迎（土曜日）なども行っています。
今後も、地域に根ざした診療所として、住民の皆
様から信頼され、来院されたすべての方に安心して
診療が受けられるよう、笑顔を絶やさず優しい対応
を心掛けるよう努力してまいります。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
（奈良尾医療センター 松村 巌）
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「夏休みの自由研究」
残暑厳しい日々が続きますが、 みなさんいかがお
過ごしでしょうか。
今年の夏も多数の帰省客の方 ・ 観光客の方が訪
れ、新上五島町も大いににぎわったことと思います。
今年の夏は新上五島町においては雨がほとんど
降らず、 例年よりも暑い日々が続いたように思いま
す。 （日本気象協会の過去天気によれば、 長崎県
は 8 月 1 日から 24 日までは晴れか曇り･･･なんと
25 日に今月初めての傘マーク出現です。 夜中に
降った日もあった気がしますが･･･）
そして、 近年の傾向のように思いますが、 台風
がほとんど接近 ・ 上陸しなかったように思います。
しかしこの原稿を書いている現在、 台風 15 号が発
生 ・ 接近中という情報が入っています。 8 月末～ 9
月頭にかけて新上五島町に接近および上陸する恐
れもあります。 9 月 ・ 10 月も台風が発生する可能
性はありますので、 今後も気をつけてお過ごしください。

学生のみなさんは、 夏休みも終わり、 平常どおり
の学校生活がスタートしたことと思います。
夏休みは満喫できましたか。
そして･･･宿題は期日に出することができましたか。
答えのある程度きまった算数や国語などの宿題も
もちろん大変だと思いますが、 自らテーマや内容を
考える自由研究は、 お子さんたちの頭はもちろん、
お母さん ・ お父さんたちをも悩ませるのではないで
しょうか。

まずいったい何をテーマにしたらよいのか･･･という
ことが第一関門です。 最近では、 手作りキットや観
察キットなどもよくお店で見かけますし、 地域によっ
ては小学生を対象にした自由研究に役立つワーク
ショップ等も開催されているようです。

情報化社会だな～･･･と実感したのが、 インター
ネットのサイトで、 「自分に適した自由研究のテーマ
選び」 や、「お子さんが自由研究に挫折しそうになっ
たときの励まし方」 などの特集ページがくまれてい
ることです。
ちなみに筆者は自由研究として何をしたのか、 と
うの昔すぎて忘れてしまいましたが、 友人が 「パン
とカビ」 というテーマの研究をしていたのを今でも覚
えています。 パンにわさびやマーガリンやマヨネー
ズを塗って、 常温で保管して日々カビの生え具合を
観察するというもので、 私も毎日様子を見に行って
いました。 残念ながら、 結果がどうだったかは忘
れてしまいましたが･･･
子供たちの自由な発想は、 見ているこちらもワク
ワクします。 やっと終わった！とほっとしているとこ
ろでしょうが、 来年もおもしろい研究を期待していま
すよ
季節の変わり目ですので、 みなさん風邪などには
気をつけてお過ごしください。
（広報委員会 江口 ・ 馬込）

○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
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