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● 主な症状
・感染後１～２日で発症する。
・吐き気や嘔吐、腹痛、下痢が
１～３日続く。
・症状が治まってから２～３週間糞便
にウイルスを排出することがある。

● 主な感染源
・カキなどの２枚貝
・患者の糞便・吐物
・ウイルスに汚染された食品や水

● 感染の特徴
・少量で感染し（ウイルス１０～１００個の摂取）
、
発症率が高い。
・ウイルスに汚染された食品を通じて感染する。
・ウイルスに汚染された人の手を介して感染する。
・感染者すべてが発症するわけではない。
・何回でも感染する。
● こんなことに気を付けましょう
・食事の前やトイレの後などは、必ず手を洗いましょう。
・下痢や嘔吐などの症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないよう
にしましょう。
・胃腸炎患者に接する方は、患者の糞便や吐物を適切に処理し、感染を広げ
ないようにしましょう。
・加熱が必要な食品は、中心部までしっかり加熱して食べましょう。
・ノロウイルスについてはワクチンがなく、また治療は輸液などの対症療法
に限られます。症状が軽いときでも水分補給には気を付けましょう。
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（保健予防課疾病対策係

髙山）

Page 2

消毒のお話～備えあれば憂いなし
ノロウイルスに代表される感染性胃腸炎に
なると、突然に嘔吐することがあります。
この吐物にはとても多くのウイルスが含ま
れていて、正しい方法を知らずに始末をする
と、その人が次の患者になってしまうケース
が多くみられます。
そこで、感染を広げない正しい始末の方法
（消毒方法）を知っておきましょう！
準備するもの
・台所用漂白剤（塩素系）
・２Lペットボトル
・使い捨て手袋
・マスク

～手袋のはずし方～
外側が汚染されています。外側
を内側に包み込むようにして、
汚染物質が飛び散らないよう
に、ゆっくり慎重にはずしま
しょう。

（衛生指導課環境指導係

竹田）

このきのこ食べられますか？
代表的な毒きのこ

「きのこ○×クイズ」次のうち、正しいのはどれ？
①毒きのこは毒々しい色をしている。
②柄が縦にさけるきのこは食べられる。
③毒きのこでもナスと煮るとあたらない。
④塩漬けにすればどんな毒きのこでも食べられる。
⑤かじってみて変な味がしないものは大丈夫。
⑥ナメクジや虫が食べているきのこは食べられる。
毒クサウラベニタケ

毒ツキヨタケ

毒ニガクリタケ

→答えは３ページにあります。
知らないきのこや食べられるかわからないきのこは「採らない」「食べない」「人にあげない」が原則です。
実は、国内で発生する食中毒のうち、きのこによるものは死者が出る代表的なものの一つで、平成１４年から
２４年の間に９人の方が亡くなっています。
もしも、食べて異常を感じた時は、速やかに医師の診察を受けましょう。
（衛生指導課食品指導係 曽根）
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正しい手洗いしていますか？
感染症に対して有効な予防方法は「手洗い」です。正しい手洗いの習慣を身につけましょう。
◆手洗い前のチェック
・爪は短く切っていますか？
・時計や指輪をはずしています
か？

◆汚れが残りやすい箇所を
チェック
・指先や爪の周り
・指の間
・親指の周り
・手首
・手のしわ

汚れが残りやすい箇所

①手全体を水
で濡らす

②石けんをつ
け、手のひら
をよくこする

③手の甲を伸
ばすようにこ
する

④ 指 先、爪 の
間を念入りに
こする

⑤指の間を洗
う

⑥親指と手の
ひらをねじり
洗い

⑦手首も忘れ
ずに洗う

⑧十分に水で
流す

⑨ペーパータ
オルや清潔な
タオルでよく
拭き取って乾
かす
（保健予防課疾病対策係

髙山）

最近、眠れていますか？
秋といえばスポーツの秋、食欲の秋、読書の秋ですが、睡眠の秋でもあります。睡眠は、心身の疲労回復をも
たらすとともに、記憶を定着させる、免疫機能を強化するといった役割ももっています。また、睡眠時間が短い
から丌眠というわけではありません。日中に眠くならず元気に活動できたら、短くても質の良い睡眠をとってい
る証拠です。
快眠で生活リズムを整えるためには？
・毎日同じ時刻に起床。
・朝、目覚めたら日光を浴びて、からだのリズムを整える。
・朝食をとって、からだに活動のサインを不える。
・昼寝は午後3時までに30分以内で。
・入浴は38～40℃のぬるめのお湯にゆっくりつかる。
・眠くなったら寝床へ（眠ろうと意気込まない）
。
・寝床であれこれ考えない（明日できること、明日でもいいことは考
えない）
。
質のよい眠りで、心とからだに休養をもたらしましょう。

（保健予防課精神保健福祉係

鳥生）

2ページの「きのこ○×クイズ」の答え：すべて×
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栄養成分表示を目安に健康な食生活を！！

栄養成分表示：
1袋（50g）あたり
エネルギー
260kcal
たんぱく質
3.8g
脂質
12.1g
炭水化物
33.2g
ナトリウム
200mg

・100gや100ml、1食分、1袋分などの一定の
単位あたりの含有量が表示されています。
・熱量（エネルギー）からナトリウムまでの
5項目が必ず表示されています。これらに加
え、他の成分の量が書かれていることもあり
ます。

よし！
今度から表示を
見てみよう！

例）ビスケットの表示

栄養成分表示の読み方のポイント！
◆実際に食べる量をふまえて栄養成分の含有量をチェック！

Q．AとBではどちらの方がエネルギーが少ないでしょう？

◆食塩は何ｇ入っているの？
ナトリウムの量から、おおよその
食塩量を計算することができます。
食塩の量（ｇ）≒
ナトリウムの量（ｍｇ）×２．５÷１０００

Ａ．正解はBです！
重量を見ずに、表示されているエネルギー
だけを比較するとAの方が少なく見えます。
しかし、１０ｇ当たりのエネルギーは、Bの
方が少ないことがおわかりいただけるかと思い
ます。
表示単位は１００ｇ、１００ml、１食分、
１包装分等、食品ごとに違うので、必ず食品
単位と食べる量を確認しましょう。

何ｇ単位の
表示なのか
は要チェック
だね！

例）ビスケットの表示をこの式に当ては
めると、200×2.5÷1000＝0.5なので、
おおよその食塩量は１袋当たり 0.5ｇ
だね！

※日本人（成人）に勧められている1日に
摂取する食塩の目標量

男性9.0ｇ未満
女性7.5ｇ未満
（厚生労働省「日本人の食事摂取基準」
（2010年版」）
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「強調表示」は、毎日の食生活で丌足しがちな栄養成分やとりすぎが気になる栄養成分のうち、基準を満たした食品
だけに表示されています。強調表示を理解して、適切な食品の選択に活用しましょう。
◆丌足しがちな栄養成分を上手にとろう！
「高い」旨の表示 ・・・・・・・「高○○」
「○○豊富」など
「含む」旨の表示 ・・・・・・・「○○源」
「○○供給」
「○○含有」「○○入り」など
カルシウムたっぷり
「強化された」旨の表示・・・・・「○○30％アップ」「○○2倍」など

脂質控えめ

◆とりすぎが気になる栄養成分は、強調表示をチェック！
「含まない」旨の表示・・・・・「無○○」「○○ゼロ」
「ノン○○」
「○○フリー」など
「低い」旨の表示・・・・・・・・「低○○」
「○○ひかえめ」
「○○ライト」など
「低減された」旨の表示・・・・「○○30％カット」「○○ハーフ」など

どんな商品が欲しいのかを考え
て、栄養成分表示を見ながら買
うといいね！

（総務課総務係

齋藤・大竹）

保健所マメ知識：薬との飲み合わせに注意が必要！
食品やサプリメントの中には、薬との飲み合わせが悪いものがあるので注意しましょう。
例）ワルファリン（血を固まりにくくする薬）と納豆、クロレラ食品
カルシウム拮抗薬（高血圧の薬の一種）とグレープフルーツジュース
テトラサイクリン系抗生物質と牛乳
（総務課医事薬事係

西口）

薬を正しく使いましょう♪
・服用のタイミングを守りましょう
・服用する量を守りましょう
・服用する期間を守りましょう
用法の指示のうち、
「食前」
「食後」
「食間」とは
いつのことかわかりますか？
食前：胃の中に食べ物が入っていないとき。
（食事の１時間～３０分前）
食後：胃の中に食べ物が入っているとき。
（食事の後３０分以内）
食間：食事と食事の間
（食後の２時間後が目安）
食事中に服用することではありません。

薬を使用して異常を感じたら・・・
副作用はひどくなる前に治療することが大切です。
すぐに、医師や薬剤師に相談してください。
薬の種類によっては、自己判断で急に中止すると危
険なケースもありますのでご注意を。

（総務課医事薬事係

★★★イベント情報★★★
ふなばし健康まつりにて薬物乱用防止キャラバンカーを配置して
薬物乱用防止啓発運動を行います。
〇日時：11月10日（日）10時～15時
〇場所：船橋市運動公園

西口）
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薬局や薬店で店頭に並んでいる薬って？
薬には、医師の処方箋に基づいて使用される「医療用医薬品」と、
街の薬局や薬店で市販されている「一般用医薬品」があります。
一般用医薬品は、リスクの程度に応じて、さらに３種類に分類さ
れ、対応する専門家も異なります。
（総務課医事薬事係 西口）

リスク区分

定義

対応する 説明
専門家

第１類医薬品

特にリスクの
高いもの

薬剤師

第２類医薬品

リスクが比較
的高いもの

薬剤師
薬を購入する際は、必要な情報を説明するよう努めなければならない。
または
薬の購入者から相談があった場合は、必要な情報を説明しなければなら
登録販売者 ない。

第３類医薬品

リスクが比較
的低いもの

薬の購入者から相談があった場合は、必要な情報を説明しなければなら
ない。

保健所の仕事紹介①（保健所総務課

薬を購入する際は、必要な情報を書面で説明しなければならない。
薬の購入者から相談があった場合は、必要な情報を説明しなければなら
ない。

医事薬事係）

新企画、保健所の仕事紹介。記念すべき第１回目は、保健所総務課 医事薬事係について紹介します。
4人の常勤職員（薬剤師3人、事務1人）
、4人の非常勤職員（看護師2人、事務2人）の計8人の係です。
業務は、主に医療機関や薬局、薬店、鍼灸院や整骨院等の許認可や立入検査、医療従事者の免許の受付を行って
います。
また、平成18年に設置しました船橋市医療安全相談窓口の機能を強化し、平成25年10月1日より船橋市医療安全支援セ
ンターを設置しました。医療に関する患者さんの相談に対応するだけではなく、医療機関、患者・市民に対して、医療安全に関
する助言および情報提供等を行います。船橋市では今まで以上に、医療安全に対する取組みを強化していきます。
（総務課医事薬事係

西口）

新人さみちゃん（薬剤師）が半年間を振り返るコーナー
薬局等の許認可や立入検査などの仕事をしています。今年の夏は
とても暑かったですが、保健所の中はそれにもまして暑かったた
め、車や薬局が涼しく立入検査にどんどん行きたくなりました。
薬剤師として市民の皆様が安全に薬を使えるように、これからも
がんばります。
（総務課医事薬事係 佐美三）

編集後記
平成15年船橋市に入所し、保健所とともに
歩んで、はや11年目。情報誌作成に関わるこ
とで、改めて保健所の仕事について考える機
会になっています。そして今年は、入所以来
ずっとBクラスだった、わが愛する広島東洋
カープが16年ぶりの3位に♪
諦めずにやっていれば、結果はついてくる
ものです。マラソンで今シーズン中にサブス
リーを目指します。
（総務課医事薬事係 西口）
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