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当院でも新型コロナウイルスワクチンの予防接種をしています。
そこで今回は接種をする際や接種後の注意点についてご紹介します

【 ワクチン接種の流れにおける注意点 】

〇接種は事前に予約が必要です。
当院でのワクチン接種を希望される方は下記の時間帯にご連絡ください

予約時間 平日午前9時～午後5時
電話番号 0950-23-2151

【 接種当日の注意点 】

●接種券（予診票）は1回目・2回目すべてお持ちください。
〇予診票は事前に記入をお願いします。
●お薬手帳を持参ください。
その他、本人確認ができる書類を持参ください。

（健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードなどのいずれか）

〇肩を出しやすい服装で,お越しください。

打った後は・・・

 15分間は安静にしましょう（アレルギー反応が心配な方は30分）
当院では待機場所を準備していますので待機室で安静にしましょう

 もまないようにしましょう

 接種場所は清潔にしてください。おふろははいっても大丈夫です

 お仕事も軽めにしてください。（草取り、農作業、そうじなどしないでください）

 当日は飲酒は控えましょう

 接種後痛くなったり腫れることがありますが、約２～３日で良くなります

 ３週間あとに２回目の接種をおこないます。２回目の接種後１週間ほどでワクチンの効果が出て
くるといわれています。

 熱が出ても２～3日で治まるとされています。それよりも長く熱が続くようであれば
ご連絡ください。

ワクチンを受けた後も、マスクの着用など引き続き

感染予防対策の継続をお願いします

このあたり！

※当院ではワクチン接種の前日に確認のお電話をいたします



家庭でできる応急手あて

【すり傷】
摩擦や衝撃などによって、皮ふがこすられた傷のことです。
傷は浅く、出血は比較的少ないのが特徴です。
汚れや雑菌がつきやすく、化膿しやすいので注意が必要です。

【切り傷・さし傷】
ガラスや刃物、紙や植物の葉、鋭い物で切って出来る傷です。
出血量が多く、強い痛みがあります。
汚れや雑菌がつきやすく、化膿しやすいので注意が必要です。
破片が傷の中に残ることがあります。

家庭での対応について

① 傷口を水道水で洗い流す。砂や泥などの汚れをしっかり落とす。

② 出血がある場合は、傷口を心臓より高くして、ハンカチなどで傷を押さえて圧迫する。

③ ラップや市販の絆創膏（湿潤効果のあるもの）などで傷を覆う。

◎湿潤療法・・・傷口の浸出液には、傷を治す成分が含まれています。
乾燥より、傷を保湿状態に保つことが効果的とされています。

病院受診の目安

・傷の赤み、熱感、腫れ、悪臭の膿がある場合
・傷が深く、傷口が開いている場合
・出血が止まらない場合
・傷口に異物が入り込んでいる場合

傷あとの紫外線対策

傷口にできた新しいピンク色の皮膚は紫外線に対する感受性が高く
色素沈着しやすいことが知られています。
はっきりとした医学的根拠はありませんが、数か月程度は、日焼け止めを塗る
傷あとに直射日光が当たらないように対策をとられるとよいでしょう。



虫の種類によって対処法が異なり、年齢や体質によって反応の現れ方に
個人差があります。

『蚊・アブ』

『ハチ』

【虫刺され】

局所症状

刺されたところが腫れて激しい痛みがあります

①１０ｍ離れ、症状を確認します
②ハチの針を抜きます
③毒を洗い流しましょう
④薬を塗ります（ムヒ・オイラックス）
⑤刺された所を冷やします

全身症状

腫れや激痛に加え・・・。

①吐き気、発汗、めまい、ふるえ
②息苦しさ、喉のしびれ、頭痛
③アナフィラキシーショック
（ 全身のじんましん、血圧低下、呼吸困難、意識障害 ）

赤く腫れてかゆみが出ます。

通常、１週間ほどで腫れは引きますが、微熱が出ることもあります
夏場は虫よけスプレーなどを活用し予防しましょう！

『ムカデ』

咬まれると激痛が走り、しびれが出てきます。
赤く腫れてきます。

①刺された直後は42℃のお湯で温めると、毒を失活させると言われています
②刺されてから、時間が経過していると、温めるのは逆効果です。
③口で毒を吸い出し、吐き出す行為は大変危険です。

家庭での対応について

人によっては命に危険をもたらすこともあります。
急な発熱や頭痛など、普段と違う症状が見られたら、すぐに医療機関を受診して下さい

刺されるのが２度目の場合
アナフィラキシーショックを起こす危険性が高いので注意が必要です



熱中症の応急処置

熱中症を予防するにはどうしたらいいの？

・無理をせず徐々に身体を暑さに慣らしましょう
・室内でも温度を測りましょう
・体調の悪いときは特に注意しましょう

水分・塩分補給涼しい服装

日陰を利用日傘、帽子の着用

吐き気・失神・めまい・意識障害・けいれん等

熱中症症状

【熱中症】
熱中症は、夏の強い日差しの中での作業やスポーツの時だけにおきるものではありません。高

温多湿の屋内でもおきることはあります。また体温調節機能が低下している乳幼児だけでなく高
齢者の方々でも熱中症は発症しやすい傾向があります。
気温や湿度、風通しの良し悪しはもちろん、その日の体調や生活習慣なども深いかかわりがあ

りますから体調が少し悪い時や持病がある方などは外での作業や屋内での生活には十分に気を付
けてください。熱中症は、熱失神（めまい、失神の出現）・熱痙攣（ねつけいれん：筋肉の緊張
「こむら返り」の出現）・熱疲労（頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感等）・熱射病（意識がなくなる、
手足の運動障害の出現）の4つに分かれます。下記に熱中症の対応を載せていますので参考に
してください。



２、食中毒を防ぐための３原則

①（細菌やウイルスを）つけない
調理の際は、必ず手を洗い、調理器具も清潔に保ちましょう。
また、生の肉や魚、卵に付着している細菌を他の食品に付けないよ

うにしましょう。

②（細菌やウイルスを）増やさない
細菌は温度・湿度・水分が満たされた環境になると増殖しやすくな

ります。
スーパーなどで買った生鮮食品は、保冷バックに入れるなど、冷や

して持ち帰るようにしましょう。
そして、すぐに冷蔵庫へ入れることもお忘れなく。
調理前、調理後の食品は、室温に放置しないようにしましょう。
冷凍した食品を解凍する際は、常温ではなく冷蔵庫内や電子レンジ

で行うのがベストです。

③（細菌やウイルスを）やっつける
細菌やウイルスの多くは、高い温度に弱いため、十分に加熱するこ

とでやっつけることが出来ます。
調理をする際は、食材の中心まで熱が通るように、十分に加熱する

ようにしましょう。
肉は特に、加熱に注意する必要があります。加熱後切って、中まで

火が通っているかどうか確認することが望ましいです。

１、食中毒はなぜ起こるの？

食中毒とは、食品が原因で起こる下痢、腹痛、嘔吐な
どの症状の総称です。そして、その原因のほとんどが、
微生物（細菌やウイルス）です。
梅雨や夏季（６～８月）になると、微生物が繁殖する

ための条件が満たされるため、この季節は細菌による食
中毒が増えてきます。
また、健康な人は、胃酸や腸内に存在する腸内細菌に

よって、食中毒の原因となる細菌が繁殖しにくい環境を
保っているのですが、寝不足やストレスなど生活習慣の
乱れにより、腸内環境も乱れ、免疫力が低下した際にも
食中毒の症状が出やすくなります。小さな子ども・高齢
者などもともと免疫力の弱い方も食中毒には注意が必要
となってきます。



今回は自宅でできるダンベルを使用した簡単な筋力トレーニングを紹介
します。ダンベルを使用することで適度に筋肉をつけることができます。
ダンベルがない場合、ペットボトルに水を入れたものでも構いません。

10∼15回程度できる重さで行いましょう。

筋力トレーニング上半身編

効果：背中を鍛えて猫背予防！いつまでも背筋ピンピン！

効果：二の腕を鍛えて脱！「振り袖」！

疾病予防運動施設 ミシックジム

木引田町にあります木引田健康クリニック内にどなたでもご利用可能な「疾病予防運動施設ミシックジム」
がございます。筋トレマシンやウォーキングマシンなど様々な運動機器を設置しております。「どういう運動を
したらいいのかわからない」「筋力をつけたい」など、その方にあった運動をご指導いたします。

効果：肩のラインを美しく！

どちらの
姿勢で
行っても
良いです

どちらの
姿勢で
行っても
良いです



医療法人医理会柿添病院
〒859-5152
長崎県平戸市鏡川町278番地
TEL 0950-23-2151 FAX 0950-22-5131
http://www.kakizoehospital.or.jp/
【面会について】 現在、感染予防の為、面会制限を行っております。

詳しくはお問い合わせください。

医理会ホール 通所リハビリテーション『毎快』
〒859-5112 長崎県平戸市宮の町596番地1
TEL 0950-23-2151 FAX 0950-22-5131

医療法人医理会柿添病院附属中野診療所
かきぞえ通所リハビリテーションセンター

〒859-5141 長崎県平戸市山中町696番地3
TEL 0950-20-4100 FAX 0950-20-4101
【診療科目】 耳鼻咽喉科・内科
【所 長】 木寺 一希 日本耳鼻咽喉科学会専門医
【診療時間】 月～金 9:00～12:00 13:00～17:00
※午後の診療は事前にお問い合わせ確認をお願い致します

病院までのアクセス

月 火 水 木 金 土

外
来

外科・内科
柿添圭嗣（ 木 病棟回診）
柿添三郎（ 月・木 内視鏡）
岩井輝臣（火・水・金 内視鏡）
柿添圭成（ 毎週 水曜日）

○ ○ ○ ○ ○
○
岩井
（休）

午後の診療は行っておりません
※柿添三郎 水曜 午前 肝臓外来

外科
九州大学病院 第二外科

○ ○ ○ ○ ○ ○

整形外科
町田宏

休 ○ ○ ○ ○ 休

小児科
柿添由美子

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療についてはご連絡ください

歯科
柿添澄子

○ ○ ○ ○ ○ 不定休

専
門
外
来

皮膚科 丸田眞澄

9:30～12:00 14:00～14:30
休 〇 〇 〇 休 休

耳鼻咽喉科 九大耳鼻咽喉科

10:30～12:00 14:00～16:00
○

休 休 休 休 休

泌尿器科
佐世保共済病院 山田潤

休 休 休 休 ○
※午前のみ

休

循環器内科
第1土曜 岡村圭祐 第3土曜 福岡大学筑紫病院 清水さや華
毎月第1 第３土曜日 ※午前のみ、午後予約のみ

脳神経外科
長崎労災病院 北川 直毅 毎月 第1・３ 木曜日 ※午前のみ

診療日のご案内 ※医師予定については変更等がございますので、
来院される前にご確認願います

【診療時間】 平日：9:00～12:00 14:00～17:00 土曜：9:00～12:00

au

※月曜日が祝祭日の場合その週はお休みになります

木引田健康
クリニック

医療法人医理会 木引田健康クリニック
〒859-5113 長崎県平戸市木引田町414番地
TEL 0950-22-7600 FAX 0950-22-7601
【診療科目】 内科 リハビリテーション科
【院 長】 鳥谷 和洋 認定内科医 日本血液学会専門医
【診療時間】 月～金 9:00～12:00 14:00～17:00

疾病予防運動施設 ミシックジム
TEL 0950-22-7700 FAX 0950-22-7701
【営 業 日】 月～金 ［営業時間］ 9:00～20:00

http://www.kakizoehospital.or.jp/

