療養泉の上手な利用で、心身ともに元気になろう

Ｎｏ．２１
温泉のうち特に療養に役立つ泉質をもつ温泉を療養泉といい、温度もしくは主な含有
成分に基づいて10種類に分類されています。それぞれ泉質固有の「泉質別適応症(浴用
☺、飲用☆)」があるので、温泉療養など目的に合わせて利用するといいですね。

情報系

市内では２か所温泉
施設があります♨

単純温泉
日本で一番多い泉質。アルカリ
性単純温泉で肌が「すべすべ」
に。
☺自律神経不安定症等

含よう素泉
非火山性の温泉に多い。甲状腺機
能亢進症の場合注意が必要。
☺高コレステロール血症

塩化物泉
俗に言う「熱の湯」。保温・循
環効果あり。
☺きりきず、末梢神経障害等
☆便秘、萎縮性胃炎等

二酸化炭素泉
日本では比較的少ない泉質。入浴
すると体に気泡が付着。
☺冷え症、胃腸機能低下等☆便秘

酸性泉
日本各地でみられる。殺菌力が強
い。
☺アトピー性皮膚炎、糖尿病等

放射能泉
ごく微量の放射線により、人体
に好影響を与える。
☺痛風、関節リウマチ等
～目次～

硫酸塩泉
皮膚の油分を洗い流す力がある。
☺慢性皮膚病等☆便秘等

含鉄泉
空気に触れると茶褐色に変色。
☆鉄欠乏性貧血

炭酸水素塩泉
皮膚角質の軟化作用あり。
☺皮膚乾燥症等☆糖尿病、痛風

硫黄泉
硫化水素による卵の腐敗臭様の
臭いが特徴的。県内では南房総
に多い。
☺アトピー性皮膚炎☆糖尿病等

★病気の活動期(特に熱のあるとき)等は温泉利用を控えましょう★
病気の活動期(特に熱のあるとき)等は温泉利用を控えましょう★
温泉が療養泉の基準に満たない場合「泉質名」はありません。「○
○成分が多い温泉」というだけでは療養泉には該当せず、その場合は
温泉分析書に「療養泉には該当しない」等と記載されています。
温泉分析書は脱衣所等に掲示してありますので、ご利用の際は是非
確認してみてくださいね。
衛生指導課 環境指導係 ☎（４０９）２５９８

カキだけじゃない！ノロウ
イルス食中毒の感染経路！
２ページ
生ワクチンと不活化ワクチ
ンってなに？
２ページ
今さら聞けない…脂質異常
症って何がいけないの？
３ページ
骨そしょう症を予防しま
しょう
３ページ

☆保健所の主な行事・予定☆
◆『エイズ検査』（予約制 ☎409-2867） 10/2､10/16､11/6､11/20､12/2､12/18
◆『肝炎ウイルス検査』（予約制 ☎409-2867） 10/16､11/20､12/18
◆『難病患者と小児慢性疾病児と家族のつどい（ｾﾙﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）』（予約制 ☎409-2891） 10/26
◆『小児期の１型糖尿病の講演と交流会』（予約制 ☎409-2891） 12/9
◆『精神科医による精神保健福祉相談』（予約制 ☎409-2859）
10/2､10/10､10/18､10/26､11/6､11/14､11/15
※変更になる場合があります。
その他、各地域の保健センターでは、『ママ／パパママ教室』『離乳食（3回食）と歯みがきの教室』『１～２歳児
の歯みがきビーバー教室』『運動習慣づくり教室』『ロコモを防ごう かんたん筋力アップ』『身体をほぐそうリラッ
クス体操』『骨密度測定』『なんでも食事相談』や、健康講座『幼児(４～６歳)の心の健康教室』
『親が学ぶ思春期のこころとからだ』『ストレスの上手な解消法』『快眠講座』『糖尿病教室』『ＣＫＤ慢性腎臓病
とは』を実施する予定です。日程、回数等詳細につきましては、各地域の保健センターまでお問い合わせください。
中央（☎423-2111）、東部（☎466-1383）、北部（☎449-7600）、西部（☎047-302-2626）

編集後記
今回の保健所情報誌「Face to Health」では、秋から
冬にかけて気をつけていただきたいインフルエンザやノロ
ウイルス等の感染症について取り上げましたが、いかがで
したでしょうか。
秋は「スポーツの秋」「芸術の秋」等、新しい
ことにチャレンジしやすい季節です。ぜひこの情
報誌の記事を参考に生活習慣を見直して、楽しい
秋をお過ごしください。（地域保健課）

インフルエンザのよくある
間違い、流行シーズン前に
正しく知って予防しましょ
う！
１ページ

療養泉の上手な利用で、心
身ともに元気になろう
４ページ

インフルエンザのよくある間違い、
流行シーズン前に正しく知って予防しましょう！
Ｑ．インフルエンザと風邪って違うの？
Ａ．インフルエンザとは、インフルエンザウイルスによって起こる感染症です。
普通の風邪と同じように、のどの痛みや鼻水、咳といった症状も見ら
れますが、38℃以上の発熱、関節痛、筋肉痛などの症状が比較的急速に
現れます。また、重症化すると子どもでは急性脳症を、高齢者や免疫力の
低下している方は肺炎などを伴うことがあり、いわゆる風邪と比べて比較的症状が強
く出るのがインフルエンザの特徴です。しかし、あまり目立った症状がなかった方
が、検査で陽性だったという事例もあることから、インフルエンザに感染していて
も、強い症状が出るとは限らず、感染に気付かずに、知らず知らずに人にうつしてし
まう場合があります。

Ｑ．インフルエンザって1回かかったら、もうかからないの？
冬だけ気をつければいいの？
A．ウイルスの型や種類が違えば、再び感染することや発症することがあります。
インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスは、大きく分けて
Ａ型・Ｂ型・Ｃ型に分類されます。同じ型のウイルスの中でもさらに細か
い種類が存在します。近年ではインフルエンザＡ型が流行の主体となっていましたが、
昨シーズンは、流行の開始頃からＢ型の割合が高く、Ｂ型が流行の主体となり、例年と
は異なる流行パターンを示しました。
このように、毎年流行する型や、流行の傾向も違います。また、日本では例年12月～
3月に流行しますが、今年は、５・６月に施設等での集団感染の報告があり、7月に入っ
てからも市内において、少ない数ではありますがインフルエンザ患者の発生の報告があ
りました。流行期だけでなく、通年でインフルエンザに感染する可能性があります。

Ｑ．インフルエンザにかからないためにはどうしたらいいの？

平成３０年１０月1日発行

A．咳エチケットやマスクの着用を心掛けましょう。
インフルエンザは咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるウイルスを
吸い込むことによる「飛沫感染」や、ウイルスが付着した手で口や鼻
に触れることによる「接触感染」でかかります。咳やくしゃみが出る
ときはマスクの着用や、マスクがないときは口をティッシュで覆い、
咳エチケットをしましょう。
他にも、予防接種や外出後の手洗い、十分な休養とバランスのとれた栄養をとるな
ど、日頃から予防の意識を持って過ごしましょう。
保健総務課 結核感染症係 ☎409-2867

船 橋 市 保 健 所
〒273-8506
船橋市北本町１- １６- ５５
TEL 047-409-3668(代表)
FAX 047-409-3592
ho-somu@city.funabashi.lg.jp

電話でお金やキャッシュカードの話が出たら…まずは家族や相談専用ダイヤルにすぐに相談！

４
千葉県警察の電話de詐欺
千葉県警察の電話 詐欺相談専用ダイヤル
詐欺相談専用ダイヤル
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「電話ｄｅ詐欺被害非常事態」を宣言中です。

船橋市で

ストップ！電話で詐欺

今さら聞けない…脂質異常症って何がいけないの？
カキだけじゃない！ノロウイルス食中毒の感染経路！
○○○○○○○○

コレステロールや中性脂肪など、動脈硬化の原因として悪名高い脂質異常症。どんなメカニズムで動脈硬化
を起こしてしまうのか、また、健康に良いとされる植物性油脂の摂り方について、改めて学びましょう。

これから冬にかけて、ノロウイルスが原因の食中毒が増えてくる季節になります。ノロウイルス食中毒とい
えば、原因食品としてカキをイメージする人が多いかと思います。その理由としては、ノロウイルスは貝類の
中腸腺と呼ばれる部位に濃縮されますが、カキの中腸腺は身の中にあるため取り除きにくく、生や十分加熱し
ないで食べられることが多いからです。しかし、実はノロウイルスはカキ以外の貝類の中腸腺にも濃縮されて
いるのです。
今年６月に市内においてアサリ釜飯が原因となったノロウイルスによる食中毒が発生しました。また、これ
までも全国的には、ハマグリやシジミ等の二枚貝が原因となった食中毒が報告されています。
アサリやシジミは加熱されることが多く、ホタテは容易に中腸腺を取り除くことができるため、食中毒の原
因となることが少ないだけで、カキ以外の二枚貝についても注意が必要です。
他にも食中毒の原因として、感染者の手から食品を介して感染する二次感染によるものが増えています。手
洗いが不十分な調理従事者による二次汚染を受けた生鮮食品、寿司等の未加熱食品のみならず、餅、仕出し弁
当等、多種多様な食品が原因の食中毒が近年多くなっています。

ノロウイルスを予防するために調理の際は次のことに気を付けましょう！
アサリ

中腸腺

脂質異常症とは？
中性脂肪 150㎎/dl以上
HDLコレステロール 40㎎/dl未満
LDLコレステロール 140㎎/dl以上

動脈硬化のメカニズム

これらのうち、どれか１つでも当てはまった状態を言います。
自覚症状はないため、気づかないうちに動脈硬化を進行させ、命にか
かわる心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こす原因となります。
血小板が凝集

内膜の肥厚

他にもある?!
にもある?!
動脈硬化の
動脈硬化の要因

血栓ができる

心筋梗塞や
心筋梗塞や
脳梗塞を
脳梗塞を
発症！
発症！

正常の血管
内皮細胞

内腔
プラーク

内腔

プラーク

高血圧・高血糖・肥
満・喫煙・運動不足･

内腔とは、血管
内の血液が通る
道のこと

内皮細胞が傷つき、
内側にプラーク(沈着し
たコレステロール)がで
き、内腔が狭くなる。

血小板が集まってく
ることで、内腔がさ
らに狭くなり、血液
が流れにくくなる。

プラークが破れ、
血栓ができてしま
うことで、ついに
血管が詰まる。

ストレス・加齢・
偏った栄養バランス
の食事、アルコール
遺伝素因など…

・二枚貝（カキ、ハマグリ、シジミ等）を食べる際は、中心部85℃～
90℃で90秒以上加熱して食べることが大切です。
・野菜などの生鮮食品は十分に洗浄してください。
・食品を取り扱う際は、手指を石鹸でよく洗浄してください。
・調理器具等は洗剤などを使用して十分に洗浄したあと、塩素系台所用
漂白剤※で浸すように拭くか、あるいは煮沸消毒が有効です。
※塩素系台所用漂白剤・・・次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度200ppm）
が有効です

コレステロールの疑問解決！
○オリーブオイルはLDLコレステロールを減らすの？
効果はとても弱いと言われています。またココナッツオイルやエゴマ油、アマニ油もエネルギーはサラダ油
と同じです。油のとり過ぎは肥満を招き、血中LDLコレステロールを上げてしまいます。
○コレステロールゼロの油は効果があるの？ もともと植物油にコレステロールはほとんど含まれていないの
で、他の油とあまり違いはありません。１日に料理で使う油の量は大さじ１程度にしましょう。
健康づくり課 特定保健指導係 ☎（４０９）３３９４
保健総務課 検査係 ☎409-3801

骨そしょう症を予防しましょう
生ワクチンと不活化ワクチンってなに？
予防接種は、病気を防ぐために有効な方法の一つです。ほとんどの方が一度は受けた
ことがあると思いますが、接種するワクチンには『生ワクチン』と『不活化ワクチン』
という種類があることをご存知でしょうか。今回はそれぞれのワクチンの特徴と違いに
ついてお伝えします。

骨そしょう症は骨の量が減ったり骨の質が変化して、骨がもろく骨折しやすくなっている状態です。日
本の骨そしょう症の患者数は約1280万人と推計され、女性は、男性の3倍になります。骨そしょう症の
原因には、女性ホルモンの減少、加齢、偏食、過度な飲酒、運動不足、喫煙などがあります。初期症状が
現れにくく、時間をかけてゆっくり進行していくため、いつまでも丈夫な骨で過ごすための生活習慣を身
につけましょう。

1日3食、バランスよく食べましょう

生ワクチンって？

不活化ワクチンって？

病原性を極度に弱めた（弱毒化した）ウイ
ルスや細菌等をワクチンとしたものです。接
種後に得られる免疫は強固で、免疫の強さは
自然感染の場合とほぼ同様に長続きします。
※おもな生ワクチン
麻しん・風しん（MR）、水痘、おたふくかぜ等
）、水痘、おたふくかぜ等
麻しん・風しん（

大量に培養されたウイルスや細菌からウイル
ス粒子や細菌の菌体を集めて病原体の活力を失
わせたものをワクチンとしたものです。
※おもな不活化ワクチン
B型肝炎、日本脳炎、インフルエンザ等
型肝炎、日本脳炎、インフルエンザ等

・骨粗しょう症の予防の基本は「食生活」です。
・カルシウムを多く含む食品をとる。（牛乳、乳製品、小魚、大豆製品など）
・カルシウムの吸収を助けるビタミンD、ビタミンK、マグネシウム、良質な
たんぱく質をカルシウムと一緒にとると効果的です。（青魚、緑黄色野菜、
玄米、納豆、牛肉、豚肉、鶏肉など）
・無理なダイエットは避けましょう。

適度に運動をしましょう
・9月末現在首都圏内で風しんが流行しております、予防接種を受けたことがない方は医療機関に確認して接種しましょう。
月末現在首都圏内で風しんが流行しております、予防接種を受けたことがない方は医療機関に確認して接種しましょう。

・適度な運動により骨は丈夫になります。

生活習慣を見直しましょう

他にはどんな違いがあるの？
予防接種を受けた後、他の予防接種を受けるまでに一定の期間を空けなければいけません。この空け
なければいけない期間が、生ワクチンと不活化ワクチンでは異なります。不活化ワクチンは一週間以上
空ければ他の予防接種を受けることができますが、生ワクチンは４週間以上空けなければなりません。
これは、ウイルス同士の干渉を防止するためです。

・タバコや過度の飲酒はカルシウムの吸収を妨げます。
・適度な外出での日光浴は、体内でのビタミンＤの生成を促し、カルシウムの吸収を助けます。
・ストレス解消を心がけましょう。

骨密度を測ってみませんか
健康づくり課 予防接種係 ☎（４０９）３８３６

各保健センターで予約制、無料で骨密度測定ができます。詳しくは毎月の広報ふなばし15日号をご
覧ください。各保健センター（4ページ「保健所の主な行事・予定」を参照）では、電話相談や窓口相談を
行っています。ぜひご相談ください。

２
船橋市内の被害総額は、約２億８千万円（平成２９年）で、年々増加しています！

３

