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『人情とDXの融合』
特集：
熱中症対策と予防 ・・・2 ,3
平戸の避難所について ・・・4, 5 DXとは「Digital Transformation」

の略語です。



こまめな
水分補給を

直射日光を
避けましょう

マスク熱中症に
注意しましょう

周りの人と
声をかけ合って

日傘や帽子を
忘れずに

熱中症の予防と対策！！

適度な
塩分補給

エアコンを
上手に活用

夜間や睡眠中も
温度・湿度管理

無理をせずに
休息

栄養バランスの
良い食事

暑い夏を乗り切りましょう

体内の水分量は、1日の水分摂取と排泄により
一定に調節されています。
発汗などにより、体重の１%の水分を失うと喉の渇きを
感じます。また、体重の３％の水分を失うと運動能力
や体温調節機能が低下してしまいます。

体重あたりの水分量

夏場のマスク着用時は喉が渇いていなくても
こまめな水分補給が大切です。
大量に汗をかいた時は塩分補給も忘れずに。

マスクをしていると喉の渇きを感じにくくなります

食事からの摂取以外に
1日、1.2㍑を目安に！人との距離を保って、マスクを外し

水分補給をしましょう



脱水症を予防するためには！？
★汗で失われた水分・塩分（ミネラル）を正しく補給するには！？★

脱水症は早めの対処と予防が大切です。スポーツ時の発汗だけではなく、気温や乾燥など、さまざ
まな要因によって、季節に関係なく起こりうる症状といわれています。早めの対策を行うことで、脱水
症を予防しましょう。

① 脱水症が起こりやすいタイミング

≪スポーツをしているとき≫
体を激しく動かすスポーツでは、多量の発汗で水分だけではなく、
ミネラルも多く失ってしまいます。
運動する前や、休憩中、運動後にも十分な水分補給を行いましょう

≪日常生活≫
就寝時、入浴前後、飲酒の後などは特に体内の水分が
少なくなっています。
濃い尿が出る場合、尿量が減ってきたときは注意。
特に飲酒時は、利尿作用により多くの水分が尿として流れ出ます。
喉が渇いてから飲むのではなく、こまめに補給することが大切です。

□ こまめに水分補給をする。
起床時・スポーツの前後・飲酒後・就寝前・喉が渇く前

□ 好きなものを飲む。
※糖分の多い飲み物（ジュース）などは飲みすぎ注意！！

□ 部屋を適温に保つ。
夏場は気温が高く、汗をかきやすくなります。
窓を開けたり、冷房を活用し、室内を適温に保ちましょう。
冬場の乾燥も脱水症の原因になります。
加湿器を使用したりしましょう。

② 脱水症の予防リスト

③ さっぱり飲めるドリンク紹介（塩はちみつレモン）

【材料】
レモン 一玉
はちみつ レモンと同量
塩 ２つまみ

① レモンをいちょう切りし、
はちみつと塩で漬ける。

② 冷蔵保存で、1～2日レモンと
はちみつをなじませる。

③ 大さじ1の塩はちみつレモンを
150～200ccの水か炭酸水で
割るととても美味しいです。



【避難場所の種類】

①指定緊急避難場所
災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、速やかに危険から逃れ自ら
の生命を守るために、一時緊急的に避難する場所として、災害の種別ごとに市が
指定する施設。
②指定避難所
災害時、避難した方が災害の危険性がなくなるまでの間に滞在し、または災害に
よる被害で家に戻れなくなった方が一定期間その生活のために滞在する、市が指
定する施設。
③福祉避難所
災害時に特別な配慮を必要とする、高齢者・障がい者・妊婦などのための避難所。
④臨時避難所
指定避難所には該当しないが、災害が発生し、または発生するおそれがある場合、
速やかにその災害の危険から逃れるため状況に応じて臨時的に開設する施設。
※なお、指定避難所は指定緊急避難場所も兼ねています。

平戸市 ②指定避難所 ③福祉避難所 ④臨時避難所

北部地区 17ヵ所
①田助小学校
②平戸市田助ハイヤ節伝承館
③光の園保育園 ④平戸中学校
⑤みのりこども園 ⑥愛の園保育所
⑦平戸小学校 ⑧平戸文化センター
⑨長崎県立猶興館高等学校体育館
⑩長崎県立猶興館高等学校道場
⑪平戸市未来創造館
⑫古江町民体育館 ⑬山中公会堂
⑭中野中学校 ⑮中野小学校
⑯中野ふれあい会館
⑰川内漁民センター

2ヵ所
①平戸市社会福祉センター
②あんのん

中部地区 14ヵ所 1ヵ所 1ヵ所

南部地区 14ヵ所 1ヵ所

生月 14ヵ所 1ヵ所

田平 40ヵ所 3ヵ所 1ヵ所

大島 14ヵ所 1ヵ所 1ヵ所

度島 4ヵ所

とは、科学者で随筆家の寺田寅彦の言葉とも言われています。近年
では忘れる暇もないくらい、毎年のように大規模な災害が起こるようになってきましたが、私たち日本
人は昔から災害と隣り合わせで暮らしています。 そこで、私たちの地域において、現在の避難所（北
部地区に絞り）、また災害、避難所の知識についてまとめてみました。



【災害や避難の際に最低限備えておきたいもの】
＜全員＞
・水 3日分（一人1日3リットルが目安）
・情報確認手段
・食料品 3日分の食料
・日用品（衣類など）
・調理器具（カセットコンロ マッチ）
・清潔品（トイレットペーパー）
・筆記用具

＜女性＞
・生理用品などの清潔品
・化粧品などの日用品

＜乳幼児＞
・ミルクなどの食料
・調理器具
・抱っこひもなど
・紙おむつ、お尻拭きなどの清潔品

※食料や生活品などは、家族のリュックに手分けして背負えるようにしておくと良いです。
※熊本の地震（2016年4月14日～16日）では、避難所に入れない方が多くおられました。車の中に
泊まり続けると、体に不調が出る危険性があります。外にテントを張り避難する方が多かったよう
に、テントやテーブル、寝袋やランタンなどのアウトドアグッズは災害時に有用な物です。防災の
観点からも、揃えておくと良いですね。

・薬、救急用品
・貴重品、身分証明書のコピーなど
・身を守るもの（ヘルメット、笛など）
・その他（救助活動の道具、燃料など）

別々の場所にいるときに災害が発生した場合でもお互いの安否を確認で
きるよう、日頃から安否確認の方法や集合場所などを、事前に話し合って
おきましょう。災害時には、携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡がと
れない場合もあります。その際には以下のサービスを利用しましょう。

災害用伝言ダイヤル

局番なしの に電話をかけると伝言を録音でき

自分の電話番号を知っている家族などが、伝言を再生できます。

＜高齢者＞
・食料品
・薬、薬手帳
・老眼鏡、補聴器
・義歯洗浄剤などの生活品



作業療法士の脳活性に役立つおはなし

皆様こんにちは。私は柿添病院で作業療法士をしております、
永石（ながいし）と申します。
前回から始まりました脳活性に役立つお話。
第２回目となる今月のテーマは「睡眠」です。

第２回「睡眠で脳活性」

皆様は良く寝られてますか？朝はスッキリ起きられますか？

・早く寝るために、早く寝床に就く事は逆効果です。（１２時に寝てもOK）

・寝床には寝るときだけ入りましょう。

・テレビや電気を点けたまま寝ると脳が興奮したままになってしまいます。

・まずは起きる時間を揃えてみましょう。

・寝返りの少ない人は、枕や敷布団・マットを見直してみましょう。

・質の悪い睡眠（ここでは脳にとって）は、日中の脳活性が低下し、疲れやすかったり、

やる気が起きなかったりします。太りやすくもなります。

・１つずつでも見直してみてはいかがでしょうか？

夜眠りが浅い方、朝スッキリしない方は次の事をチェックしてみてください。

□.布団に入ってから寝付くのに１時間以上かかる。
□.寝る時間・起きる時間がいつもバラバラ。
□.寝返りが少ない。
□.夜寝る所で日中に昼寝したり、休憩したりする。
□.日中やる気がなく、あまり動かない。家にいる。

体だけでは無く、脳を効率よく自然に休ませる。

ここが

ポイント

赤ちゃんが寝るときは手足が温かくなりますよね？

あれは脳の熱を体外に逃がしている（熱放散）からなんです！

だから就寝前に脳を冷やすことが重要です。（興奮させない）

また脳は日の出から約１６時間かけて、寝る準備をしています。

日にあたることでセロトニン（幸福ホルモン）も出ます。

日本人の成人の睡眠時間の目安は７時間、高齢者は６時間程度です。
成人以降は８時間以上寝なくても大丈夫です。



のご案内

ケア・サポート

CSセットとは 入院の際に必要となる衣類・タオル類・日用品・紙おむつ
類を日額定額制のレンタルでご利用いただけるサービスです。

ご利用のメリット

〇入院準備や補充のお手間が軽減されます
〇衣類・タオル類はすべてお洗濯付きです
〇高性能な紙おむつをご使用いただけます

CSプラン 400円×契約日数

【衣類】 ・甚平式 ・浴衣式
【タオル類】・バスタオル・フェイスタオル

紙おむつプラン① 539円 ×契約日数

おむつ交換が4回前後の方向け

紙おむつプラン② 473円 ×契約日数

おむつ交換が2回前後の方向け

紙おむつプラン③ 253円×契約日数

おむつもしくは、パッドのみ使用される方向け

※税込み価格

サービス品

・カラーコップ
・T字カミソリ
・ヘアブラシ
・歯ブラシ
・義歯洗浄ブラシ
・口腔吸引ブラシ
・吸い飲み
・BOXティッシュ
・ウェットティッシュ
・歯磨き粉

・口腔ティッシュ
・口腔粘膜用ブラシ
・うがい受け
・爪切り
・綿棒
・義歯ケース
・舌ブラシ
・口腔ジェル

肌着（オプション）

99円×契約日数
※オプションのみのご利用は
できません。各プランと合わせて
お申し込みください

きゅうりとミニトマトを育てています

こんにちは。事業所内保育所イエローハウスです。
現在１歳児１名、２歳児２名の女児３名が在籍しています。
少人数ですが元気いっぱいの子供たち、毎日楽しく過ごしています。
保育所内外での活動の様子を紹介します。



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・小児外科
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

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

