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何かを学ばなければ… 

この原稿を書いている６月下旬でも、 冷温停 

止に向けた福島第一原子力発電所の高濃度汚 

染水処理はトラブルが続き、 東日本各地で広範 

囲の放射能飛散による悪影響が次々と明らか 

になっています。 医師として気になるのは福島 

市・伊達市の小中学校、 保育所、 幼稚園の児童・ 

生徒計４万２千人に、 放射線被曝量を積算して 

計測できる線量計を配布した、 というニュース 

です。 

この線量計というのは病院等で放射線業務 

につく職員が身につけるものです。 放射線技師 

は喫茶店のマッチ箱程度の大きさのバッジを 

胸のポケットに付けていますが、 気づいた人が 

いるかもしれません。私も勤務医の時、カテー 

テル検査時に付けていました。 通常は一ヶ月ご 

とに線量計を交換し、 しばらくするとその月に 

被曝した累積線量が報告されます。その当時、 

数名の医師は数ヶ月で累積線量が安全域を超 

えたため、業務を控えるよう指示されました。 

この線量計が福島の子供達に装着されるこ 

とになりました。 今回の線量計は被曝量がどん 

どん増したときに警告音がでるようなもので 

はありません。「おたくの子供さんの一ヶ月の 

被曝線量は○○シーベルトでした」 という報告 

が、被曝後に報告されるのです。線量計は被曝 

の予防装置でも、警告装置でもありません。被 

曝の結果を後追いで知らされるだけです。 そし 

てこの被曝量は外部被曝量であり、 子供達にと 

って重要な内部被曝量の計測はできません。 

自分の子供や孫をこのような環境で育てな 

ければならないご家族の心痛は、 察するに余り 

あるものがあります。 そのような子供が４万人 

もいるのです。 避難地域を抱える南相馬市は財 

政的な目途が付かず、 線量計の配布は検討中と 

報道されており、 被曝管理が必要な子供はもっ 

と多いことがわかります。 

最近のニュースでは、 福島県は県民の強い要 

望を受け、 自治体が独自に１５歳未満の子供と 

妊婦に線量計を配布した場合には、 その全額を 

補助するとも発表しました。 全県下的に線量計 

配布を行うと、対象者は３０万人に上ります。 

さて、私達は特に疑問も持たず、便利な生活 

に慣れ親しんできました。 こういった生活を支 

えるためには莫大な電力量が必要であり、 その 

ためには原子力発電所も必要であったという 

事実に、改めて直面しました。しかしいったん 

今回のような事故が発生すれば、 取り返しの付 

かない事態が発生することもわかりました。 こ 

れだけのことが発生し、 間接的とはいえ悲惨な 

状況を垣間見たのだから、 私達は今回の事態か 

らしっかりと学び、 賢くならなければならない 

と思います。 

日本経済が失速するリスクを避けるために 

は、 それでも原子力発電所を動かすしかないと 

いう意見があります。 原子力発電所の存続に関 

しては、 国は基本的な判断材料を国民に提示し、 

国会でも多岐に渡る検討をして結論を出さな 

ければならないでしょう。 国が率先して行動す 

べきですが、 現在の政府にその発想と意志はな 

いと見て取れます。 

このような状況下で、 危機感を抱いた各自治 

体の首長が早々と行動を開始しています。 新潟 

県が非常に賢明な実験を行いました。 同県には 

柏崎刈羽原子力発電所があり、 福島県と同様の 

危機感があったようです。 新潟県の泉田知事は 

県民に対して、 どの程度の節電が可能かどうか 

を調べるために、 佐渡島を除く新潟県全域を対 

象とした検証実験「ピークカット１５％大作 

戦」 の第一回トライアルを今年４月１３日に実 

施しています。 これは県内企業や一般家庭を対 

象とし、 ４月の新潟県では午後５時～７時に電 

力使用量がピークとなるため、 その時間帯に合 

わせて節電を求めました。その結果、前年比で 

約１７％（約４０万ｋＷ）を削減できたと報告
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しています。 

電力を基盤とした現代の生活環境をすべて 

排除してしまうことはできないでしょう。 しか 

し意識することなく使用してきた電力の陰に、 

非常に危険で脆い現実があったということに、 

遅まきながら気づきました。 このような状況で 

私達にはどのような工夫ができるのか、 考えな 

ければならないと思います。 

今回の『藍色の風 第３６号』ではクリニッ 

クで何ができるかを考え、 実行したことをお知 

らせします。 一つは部屋の明るさに関する調査 

です。 病院や診療所の明るさに関しては JIS 規 

格による規制があり、診察室では 300～750 ル 

ックス、検査室では 200 から 500 ルックス、 

廊下では 50～100 ルックスといった基準が設 

けられています。現在、私達のクリニックでは 

それぞれの部屋がどの程度の照度になってい 

るかを調査しました。 その顛末は次項に記しま 

したが、通常通りに照明灯を点灯すると、夜の 

診療においても、 全ての部屋で JIS 基準内また 

はそれを上回る照度になることがわかりまし 

た。このため業務に支障のでない程度まで、点 

灯する電灯を減らして、 室内の照度を落としま 

した。 季節により変動させようとは思いますが、 

クリニック内が以前に比べて少し暗くなると 

思います。ご了解下さい。 

ちなみに、 日本の家庭内照明も欧米に比べる 

とかなり明るく設定しています。 旅行などで欧 

米に滞在した人は気づいたと思いますが、 欧米 

の部屋には日本のような天井灯はなく、 人々は 

壁に付けた間接照明で夜を過ごしています。 家 

庭内の照度も、見直してよいと思います。 

さて、 これからの季節に空調設備は欠かせま 

せん。しかし極端な節電に走って、高齢の方や 

体調を崩して来院された方に、 不快な環境で我 

慢を強いることはできません。 空調を効果的に 

維持する方法はないかと考え、 外部の高温を効 

果的に遮断する方法と、 内部の冷気を上手に循 

環する方法を工夫しました。 窓際のゴーヤが生 

育するにはまだまだ時間を要します。 詳細は３ 

頁をご覧下さい。 

私達がこれまでの生活を変えずに、 今まで通 

りの生活を続けようとすれば、 いずれ第二第三 

の被災県が出現するでしょう。 私達に欠けてい 

る能力の一つは 「他者への想像力と現状を分析 

して問題点を列挙し、それらを改善する行動 

力」であると思います。自称政治家の中にも、 

この資質の欠けた人をたくさん見かけます。 

被災地の人々を、 いろいろな方策で継続支援 

するのはもちろんですが、 我が身を振り返って、 

自分たちは今後どうすべきかを考え、 行動すべ 

きであろうと思います。 

我が子や孫に線量計を付けて生活させなけ 

ればならない地域ができてしまいました。 この 

ような犠牲のもとに繁栄する社会であっては 

ならないと思います。この 2011 年に、これだ 

けの悲惨な大災害を経験しました。 このことか 

らたくさんのことを学び、賢くなって、我々の 

歩みを変えなければならないと思います。 皆さ 

んはどのように考えられるでしょうか？

【坂東】 

クリニックの照明 

クリニックでの節電方法として、クリニック内の 

照明を見直すことにしました。巻頭文に記しました 

が、 病院や診療所の室内照度は JIS 規格によって規 

定されています。その規定が適切かどうかは別にし 

て、クリニックの照度がどの程度になっているかを 

計測しました。 

写真のような照度計を使用し、晴れた日、曇りの 

日、雨の日に、照明をこれまで通り点灯し、早朝、 

夕方に院内各部屋のテーブル上で計測しました。結 

果はいずれも JIS 規格範囲内または以上であるこ 

とがわかりました。このため診察室では天井にある６本の蛍光灯のうち、窓側の２本をはずした 

状態で計測してみましたが、それでも JIS 規格内に収まりました。診療作業に支障はないこと
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がわかります。また廊下の電灯も片側のみを点灯しましたが、照度は基準内またはそれ以上でお 

さまりました。今後は季節による太陽光の程度を確認しながら、照明の強さを調整していくこと 

にします。以前より少し暗い感じはするでしょうが、慣れれば問題はないと考えています。電気 

を有効に使いたいと思っています。ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【坂東】 

追記：照明器具の消費電力を節約するために、蛍光灯を間引いて点灯させている施設がありま 

す。しかし照明器具や配線の具合によっては、蛍光灯を間引いても電流だけは流れていて、節電 

にならないこともあるようです。当クリニックの節電に関しても、クリニック設計者の佐藤建築 

企画設計、佐藤幸好さんにお尋ねして確かな節電方法を教えて戴きました。ちなみに今回の方法 

で消灯すると、年間に 1862kW の節電になり、約４万円を節約できることになるそうです。 「726 
Ｗ（消灯した照明器具のワット数） ×2500 （年間の点灯時間）＝1815kWh、 電力料金は 22 円/kWh 
として計算」照明器具による確かな節電方法を選択するためには、電気工事店や電気販売店に尋 

ねられたらよいでしょう。 

効果的な冷房管理 

過剰な節電に突っ走り、 空調も控えて体調を 

崩してしまっては、元も子もありません。クリ 

ニックの冷房管理を効果的に維持するにはど 

うすればよいか、考えました。 

セキスイハーモネートというホームページ 

に新・クールスクリーンという製品が掲載され 

ています。視野の透過性もある程度あり、日射 

熱と紫外線を高率に遮断すると宣伝していま 

す。試しに購入し、看護室２の窓外に掛けてみ 

ました。看護室１には掛けず、両室とも冷房を 

行わない状態で２時間ほど観察しました。 その 

結果、スクリーンを使用した部屋の気温は２ 

４℃、スクリーンのない部屋は２９℃でした。 

確かに効果があると判断し、 クリニック西側の 

窓すべてに、 午後からこのスクリーンをかける 

ようにしました。 クリニックの窓ガラスはすべ 

てペアガラ 

スですが、 

このスクリ 

ーンを使用 

していると、 

診察室でも 

窓外の熱気 

を感じにく 

くなります。 

非常に効果的とは思いますが難点は高価なこ 

とです。大きさにより値段は異なりますが、ク 

リニックで使用しているものは１枚 8000 円前 

後です。 

またどうしても冷気が部屋の下に漂うこと 

になり、冷房効果が不均等になります。このた 

め待合室にはサーキュレーターという空気の 

撹拌機を置き 

ました。これ 

は １ 台 3000 
円 ～ 7000 円 

前後で、県内 

の電気店で購 

入できます。 

なお、熱中症 

の危険度を評 

価する指標として暑さ指数（ＷＢＧＴ： 
WetBulb Globe Temperature） というものが 

あります。これは蒸し暑さを一つの単位で総 

合的に表すための指標で、熱中症予防のため 

に世界中で広く使用されています。 

待合室、診察室、看護室、検査室にＷＢＧ 

Ｔ計を置きました。但し、熱中症予防では、 

この数値だけに頼り切るのは危険で、やはり 

実際の「体感」が重要です。しかし寝たきり 

の方や認知症の方を介護している場合には、 

そういった方々が温熱の程度を適確に訴えな 

いため、暑さ指数を参考にして居室の環境管 

理を行うのも一 

つの方法です。 

ＷＢＧＴ計はネ 

ット通販で、４ 

～５千円で購入 

できます。興味 

のある方は待合 

室でご覧下さい。 

【坂東】
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熱中症、熱中症、熱中症を防ぎましょう 
周囲を海に囲まれている日本の夏は気温が高く、体温を超える日もあります。また湿度も高く蒸し 

暑い気候が特徴です。全国各地で６月から８月の平均気温を過去 30 年ほどの推移でみると、日本の 

夏が徐々に暑くなってきていることがわかりました。この傾向は大都市部では一層明らかで、いわゆ 

るヒートアイランド現象も重なり、気温の上昇が助長されています。皆さんも記憶に新しいと思いま 

すが、2007 年の夏、埼玉県熊谷市と岐阜県の多治見市において、気温 40.9 度という日本の観測史 

上最高の記録が更新されました。そしてその年に熱中症で亡くなられた方が 923 人と、過去最高にな 

ってしまいました。これらの記録を教訓と警告と受け止め、暑熱環境での服装、行動、体調に注意し、 

熱中症を防いで下さい。 「節電の夏」ですが、「熱中症の夏」に注意していただくよう、熱中症のイロ 

ハについて記します。 

熱中症とは 

高温多湿な環境において、体内の水分及び塩分(ナトリウム)のバランスが崩れたり、体内の体温調節 

機能が破綻するなどして発症する健康障害の総称、をいいます。 

熱中症の主な症状 

明らかに異常な症状があるときにはわかりますが、ちょ 

っとした異変のときに、周囲が気づくことが重要です。頭 

痛、吐き気、めまい、たちくらみが熱中症の初発症状であ 

ることもあります。顔が赤くほてったり、普段と異なる動 

作をしてみたり、呼びかけても反応が鈍くなったりするこ 

とがあります。おかしいと思うときにはこの時期、熱中症 

を疑って下さい。 

熱中症の救急処置 

意識がなくなっていれば直ちに救急車を呼ぶべきです。 

そうでないときにはまず涼しい場所に移動させ、衣服を脱がせて身体を冷やし、水分を取らせます。 

水分を自力で摂取できないようなら、直ちに医療機関に運んで下さい。自分で判断できないときには 

救急搬送した方が無難です。 

熱中症から体を守る工夫 予防対策 

１）アルコールの飲みすぎに注意しましょう 

暑熱な環境下でアルコールを飲みながら体を動かしていると、脱水になります。アルコールには 

利尿作用があるので、失った水分をアルコールで補給するのは誤りです。 

２）睡眠不足、二日酔い、朝食の未摂取などは体力の消耗により、熱中症を引き起こす原因となりま 

す。睡眠を十分にとって疲労回復に努め、体調管理をしましょう。 

３）襟元を解放することで、体表面の熱気を出すことができます 

直接皮膚にあたる下着は吸水性に優れた綿素材がいいでしょう。近年開発された吸汗・速乾素材 

や軽涼スーツを活用するのも効果的です。ＴＰＯに合わせて、色調は日光の輻射を受ける黒色系 

を避け、白色系を選ぶ方がいいでしょう。 

４）暑さの原因を取り除くことも大切です 

地面からの輻射熱を抑制する対策として、打ち水や散水が効果的です。水が蒸発する時には湿度 

が上昇するので、朝の早い時間帯がお勧めです。また、可能な範囲で朝夕の涼しい時間帯に作業 

を変更する、直接日光が当たらないよう簾（すだれ）、カーテン、ブラインドなど日よけを工夫す 

る、その際に風を遮らないように注意する、といったことも大切です。高い位置に扇風機を設置 

し、気流とともに蒸発しやすい微細なミストを噴出させて気温を下げる方法もあります。水を体 

表面に霧吹きでかけることも有効と考えられます。 水分100mlが体表面で蒸発すれば体重70kg 

の人の体温を平均１℃下げる効果があるそうです。 

５）同じ気温でも湿度が高いと熱中症が発生する危険性が高い 

気温が上昇すると気化できる水分量が多くなるので、除湿機で湿気を取り除くと暑さも和らぎま 

す。うちわや扇風機などで人体に風を送る事は、衣服の表面や内部の空気を換気し、体温低下に 

効果があります。 湿度が高い環境では汗が蒸発し難く、 したたり落ちる汗は体温調節には無効です。
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６）急に蒸し暑くなったり、 作業に慣れていない場合は、 作業開始３日目ぐらいまで無理は避けまし 

ょう 

慣れない作業をし始めた時に、熱中症が発生しやすくなると指摘されています。暑い環境での活 

動は自覚症状の有無にかかわらず、定期的な水分補給と休憩を心がけましょう。休憩が取りやす 

いように、冷水ポットやクーラーボックスなどのドリンクを用意し、横になれるスペースや長椅 

子の準備も効果的です。休憩時間は作業服や靴を脱いで体表面に水をかけたり、頭から水を浴び 

たりすると涼しさも感じられます。 

７）空調（エアコン）からの冷風が体表面に直 

接当たらないようにしましょう 

入眠後の気温が 28 度以下にならないよう、 

タイマーを利用し温度設定の工夫をしまし 

ょう。 

人間の体は 24 度以下の空調の風に触れると 

皮膚表面の血管が収縮し、熱が放散できなく 

なり却って体温が上がってしまいます。空調 

（エアコン）をかけた室内で扇風機を併用すれば、冷気が室内の下層に溜まるのを防いで対流を 

促すことができます。暑熱環境で働く人が休憩を取るための部屋では、室温を 24～26 度に設定 

すると、効果的に体温を冷却することができます。室内と外気温の差は 7 度未満が望ましいとさ 

れています。 

効果的な水分の摂り方 

熱中症を予防するためには、水分の摂り方が大事です。暑熱環境での多量の発汗時には、ナトリ 

ウム、カルシウムなどの電解質も同時に失います。発汗で損失した物質をなるべく早く補充するこ 

とが必要です。 

① どのような水がいいか？ 

通常の休憩時は水でもかまいませんが『藍色の風 第 10 号』でお知らせしたように、高温下や 

多量の発汗時は電解質を含んだ水の方が吸収は早く効果的です。 具体的には 0.2％（水１L に対し 

て 2g の塩）の塩分を含んだ水か、市販のスポーツドリンクを水で半分に薄めたもの。飲み難い 

場合は 0.2％の塩分に 3～6％（30g～60g の砂糖）程度の糖分を加えてみましょう。 

② 熱中症予防の水分の摂り方は？ 

・ 15 分～30 分ごとの休憩に水分をとる 

・ １回/200ml 程度 

・ 水温は５～15℃が飲みやすいでしょう 

暑い時期の活動や運動中に休憩を取ることは、疲労の蓄積を防ぐとともに水分補給のタイミング 

にも有効です。水分補給の原則は少量をこまめに摂ることです。 

③ お茶や炭酸でもいいか？ 

麦茶は大丈夫ですが、緑茶に含まれているカフェインには利尿作用があるので、熱中症予防の飲 

料には向いていません。炭酸飲料は同じ量の水分摂取に対し充足感が高いため、摂る量が不足し 

脱水になりやすい可能性があるので注意をしましょう。 

熱中症は予防が大切です 

日ごろから十分な睡眠を心がけ、偏りのない食事をすることで基礎的な体力が維持されます。また 

適度な運動を続けることで、温度刺激を受けながら暑さに負けない体がつくられていきます。地球を 

いたわりつつ、私たちにできることから始めてみませんか？ 

エコ自慢 
夏になると私たちのクリニックでも、３年前から院長が窓辺にゴーヤを植えています。日差しが和 

らいで、緑の葉は目にとても優しく、元気がもらえます。今年も楽しみにしてくれている患者さんが 

多いようです。 

参考文献 ： 熱中症を防ごう 熱中症対策の基本（中央労働災害防止協会） 

【看護師：立石・速水・竹内・長尾・阿部】
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健康食品は必要なのでしょうか？ 

健康食品に興味を持つ人は多く、健康食品の販売もどんどん増えています。来院される方々の中に 

も、何らかの健康食品を利用されている方をたくさん見かけます。中には複数種類利用されている方 

もふえています。しかし、最近、マスコミでもにぎわっていたように、命を脅かす問題も発生してき 

ています。本当にこれらの健康食品が必要なのでしょうか？体調が悪いため、こういった食品をもと 

めて、体質改善を期待したいという思いもわかります。しかし健康食品を選択する際には、最低限必 

要な知識は持ちたいものです。下表が健康食品の分類です。 

表中の左下図が特定保健用食品のマークです。（国で認可されているマーク） 

「健康によいと売られている食品」は、すべて「健康食品」です。これらのうち保健機能食品・・・ 

保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品（トクホ）と、特定の栄養 

素を含み基準を満たしていれば表示が可能となる栄養機能食品があります。保健機能食品は、健康食 

品のうち安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品です。 健康食品の品質を見極め 

る時、このマークを評価基準の一つとすることが出来ます。 

健康食品から保健機能食品を除いた「いわゆる健康食品」は、法律に明確な定義がなく販売されて 

います。この「いわゆる健康食品」の中に問題が多いようです。利用するときに確かめるべき点は① 

安全であるかどうか②その効果に科学的な信頼性があるかどうか③販売方法で消費者心理を利用して 

いると思わせるような手口（訪問販売、通信販売、連鎖販売取引）で販売されていないかどうか、と 

いった事項です。利用しようとするその食品について、まず詳しく情報を収集してください。判断の 

チェックポイントについて示します。 

１）買う前に、本当に安全なのか、効果を期待でるのか、過剰宣伝ではないのか、ゆっくり考え、ま 

ず疑ってみる。すぐに飛びつかないことです。 

２）入手してからは、製造者や販売者などの名前や原材料名の表示があるか、お客様相談口などの連絡 

先が書いてあるか、栄養成分等の表示があるか、適切な摂取方法や摂取量、注意点などが書いてある 

か調べましょう。（「基本は食事バランスを守り、なお不足と思われる場合には、適量を守って使っ 

てください」「あくまで補助的に利用ください」など書かれている。） 

３）使用してみて具合が悪くなっていないか見極め、効果がある場合は継続してみてもよいですが、 

効果があまりない、変わらないなどの場合はやめましょう。 

メタボリックシンドロームをターゲットにしたり、高齢者をターゲットにしたり、こういったいわ 

ゆる健康食品の種類はますます増えることが予想されます。選ぶときでも、少なくともあやふやな健 

康食品は避け、賢い消費者になりましょう。 

私たちは昔からその土地で生産された農産物、海産物などをいただいて体の成長、健康を維持促進 

してきています。健康食品に頼らなくてよいように、もう一度、食事を見直してほしいと願っていま 

す。わからないことがありましたら医師、管理栄養士に相談してください。 【管理栄養士：藤原】

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A3%9F%E5%93%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A3%9F%E5%93%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A3%9F%E5%93%81
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カビ・シーズン到来!! 
気温・湿度共に高くなる梅雨。私たちにとっては、不快な気候ですが、カビにとっては絶好の 

シーズンです。カビは細菌やウィルスと同じく微生物の仲間で、キノコや酵母と同じ真菌類に分 

類され 10 万種以上存在します。多くは土壌中や植物に寄生しており、私たちの生活に関わって 

いるカビは数百種と言われています。大多数は人に無害、もしくは有益な働き(清酒・味噌の発酵 

食品、ペニシリンなどの医薬品)をするものですが、中には人体を狙い、病気を引き起こすものも 

あります。カビによる害は、下記のように大別されます。 

【皮膚を侵すもの】 

菌の種類：白癬菌 疾患：水虫 発生しやすい場所：皮膚 

【内臓を侵すもの】 

菌の種類：アスペルギルス（白・黒・黄・緑色） 疾患：気管支肺アスペルギルス症 

発生しやすい場所：食品・カーペット・衣料品・エアコンのダクト 

菌の種類：クリプトコッカス 疾患：肺炎・髄膜炎 発生しやすい場所：ハトの糞 

菌の種類：アフラトキシン 作用：発がん性物質を分泌 

発生しやすい場所：アーモンド・ヘーゼルナッツ・ピスタチオ 

【アレルギーを起こすもの】 

菌の種類：アルテルナリア（すす状・湿度の高い所で綿状） 

疾患：気管支喘息・アレルギー性鼻炎 

発生しやすい場所：水回り・押入れ・高湿な壁面やカーペット・畳・皮革 

菌の種類：トリコスポロン 疾患：夏型過敏性肺炎 

発生しやすい場所：エアコンの内部・浴室・トイレ・屋根裏 

上記の中でも特に身近に起こり見過ごされやすいのが『夏型過敏性肺炎』です。 

エアコン内などで発育増殖した菌の胞子を何度も吸いこむことによって、胞子に対するアレルギ 

ー反応が起き、肺に炎症が生じる病気で、6 月頃から 10 月頃の夏期をピークに発症します。夏 

場の風邪症状、夏になると同じ風邪症状を繰り返す、家の中での症状の悪化と家を離れた時の改 

善などが特徴ですが、環境の改善をせずこの状態を繰り返すと、肺が線維化し分厚くなって慢性 

型の肺線維症になる場合もあります。 

このようなカビによる健康被害を防ぐには、カビを発生させないことです。 

予防①：カビの生育条件を作らない 

〔カビの生育条件〕 

栄養：糖類を好むが、金属・食品・布・ガラス・コンクリート・畳・接着剤などの化学 

物質などなんでも分解吸収して栄養源にする。 

温度：5～35℃の範囲で発育するが、20～30℃が最も増殖しやすい。 

湿度：60％を超えると発生しやすくなり、80％を超えると急速に増殖。 

酸素：少しの酸素で生育可能。 

予防②：エアコン・加湿器・洗濯槽の掃除をまめに行う。エアコンは特に念入りに！ 

予防③：浴室・洗面所・台所などの水回りの掃除をまめに行う。 

防カビ対策は、健康・住居の両面から大切です。上手な防カビでジメジメした時期を快適に過ご 

し、体力を落とさないよう元気に乗り切りましょう。 

参考・引用文献：「シンプル微生物学」南江堂 「内科学Ⅱ」朝倉書店 

【臨床検査技師：田中・宮原】
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徳島市がん検診のお知らせ 
今年も徳島市のがん検診が始まります。概要は以下の通りです。 

＊ 実施期間 平成２３年７月１日～１２月２０日まで 

＊ 対象者 徳島市に住民票のある４０歳以上の方 （徳島市保健センターから受診整理券が送付されま 

すので、ご確認ください。） 

当クリニックで実施している検診は以下のとおりです。 

前立腺がん検診 ◆５０歳以上の男性 

現在前立腺がん治療中の方、前回の前立腺がん検診 

で要精検となり、まだ精密検査を受けてない方は今回の 

検診は対象外となります 

肝炎ウィルス検 

診 
◆今年度４０歳になる方 現在または過去に B 型肝炎、C 型肝炎で治療を受けて 

いる方、今までに B 型および C 型肝炎ウィルス検査を受 

けたことがある方は肝炎ウィルス検診をする必要はあり 

ません 

◆４１歳以上で過去に肝炎 

ウィルス検診を受けたことが 

ない方 

もの忘れ検診 ◆４０歳以上の方 

☆ 肝炎ウィルス検診について：今年は個別勧奨を行っています。対象者は平成２４年３月３１日 

までに４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳に達する方で、過去に肝炎ウィルス検診 

を受けていない方です。対象者は受診整理券に記載されています。ご不明な点などあれば、受 

付もしくは保健センターまでお尋ねください。 

☆ なお、各検診ご希望の方は事前にご連絡いただきますようお願いいたします。 

＜ご注意＞ 

昨年まで実施していた大腸がん検診は、当クリニックでは今年は実施しておりませんのでご了 

承ください。 【受付事務：堺・木本・西谷】 

【追記】今年度に大腸癌検診を行う施設は、電話での大腸癌検診の申し込みも受け付けなければな 

らないという条件が出されました。電話でクリニックにこの依頼があったとき、受け付け事務 

ではその方の住所、氏名、電話番号などを尋ね、カルテを作り、便の取り方や検体の保存方法、 

取り損なったときの対処方法など、多岐に渡る注意点を説明しなければなりません。そしてそ 

の上で大腸癌検診用具セット一式をその方に郵送します。このようなことにも対応しなければ 

大腸癌検診施設として認めないとの通達があり、当クリニックのように二名の事務職員、二本 

の電話回線で業務を行っている施設では通常業務に支障がでる可能性が高く、実際上不可能で 

す。これまで当クリニックで大腸癌検診を受けてこられた方にはご不便をおかけ致しますが、 

以上のような事情で大腸癌検診施設を返上しました。ご了承下さい。 【坂東】 

予備の薬の置き場所 
今回の東日本大震災で、普段使用している薬が津波で流されて困った方がたくさんおられたようで 

す。このような報道を耳にして、 「震災用に予備の薬を保持しておきたい」とご希望の方がたくさんお 

られます。それはそれで賢明ですが、薬の保管方法に工夫が必要です。海沿いにお住まいの方で、自 

宅に予備の薬をおいておくといわれました。しかし沿岸部であれば地震だけならともかく、南海・東 

南海地震の際には津波の襲来が予想され、自宅に予備の薬を保存しておいても流されてしまいます。 

（非常用持ち出し袋に入れておくのなら OK）このため、高台にある親戚・知人宅に、薬や調剤薬局 

でくれる薬の説明書を一緒に置かせてもらう方法を勧めました。半年に１回位で薬を交換すればよい 

でしょう。また会社勤めの人で、会社が４～５階以上の鉄筋コンクリート製の建物なら、社長さんに 

依頼して、その最上階に職員の薬置き場を確保するのもよい方法と勧めました。 【坂東】


