②②②②身体を冷やす物を食べる！

南国の食材や夏が旬の食材は、身体

の熱を取ってくれます。

例えば、スイカなどの

ウリ科の食材やナスや

トマトなどみずみずし

い物がオススメ！

夏は汗をかいて体内の水分が失われ

がちなので、みずみずしい食べ物は

水分補給にも役立ちます。

③③③③高機能インナーを着用する！

実は、高機能インナーを着用した方

が、高温多湿の日本では暑さ対策に

なるそうです！

その理由は、高機能インナーの速乾

性・通気性や吸放湿性にあります。

汗をかいても、その熱を通気させて

逃 が す こ と が で き る の で、 常 に 体 温

を平常に保つ事ができます。

ジメジメして過ごしにくい季節にな

りますが、ちょっとした工夫を生活

に取り入れて、夏の暑さを爽やかに

乗り切りましょう♪

工 夫 次 第 ！ 梅 雨 の 暑 さ 対 策 ！

いきなり真夏日を記録するなど、今

から夏の暑さが思いやられますね

梅雨になれば湿度も上

がり、なおさら暑さが

こたえる季節です。

そこで今回は、ちょっとした工夫で

できる暑さ対策をお伝えします！

①①①①缶ジュースや保冷剤を活用！

ジメジメして汗が止まらないときは

缶ジュースや保冷剤を使って汗を止

める冷却術がオススメです。

冷やす場所は、額・首の後ろ・脇の

下、そして、手の親指のあたりの手

首です！血管がたくさん集まってい

る所を冷やしてあげると、身体全体

が涼しくなります。

保冷材を外で持ち歩くの

は難しいですが、缶ジュ

ースは出先でも購入する

事が可能なので、タオルなどに包ん

で使ってみて下さい。

また、その際には乾いたタオルで包

むよりも濡れタオルの方が、効果が

アップしますよ。

体の不思議！夢遊病の謎！

(>_<)

普段から習慣付いている動作
が、自動的に出力されてしま

起き抜けに寝ぼけてしまうこ

意識のまま冷蔵庫から食材を

とは、誰でもあることでしょ

取り出して食べたり、極端な

うが、中には夜、眠っている

例では、夜中に寝たままパス

このような異常行動は、眠り

間に無意識のままウロウロと

タを茹でて食べた、などとい

を浅くする幾つかのＮＧ習慣

歩きまわる！？なんて人もい

う事例もあるそうです（驚）

によって引き起こされるそう

ると聞きます・・・。いわゆ
る夢遊病と呼ばれる現象です
が、本当に、こん
なことが起こり得
るのでしょうか？

人の脳は、レム睡眠中、その
日の記憶や感情を整理して、
定着させようと活発に働いて
いており、それらが夢に表れ
るそうです。

うことがあるんだとか・・・

です。
例えば、深酒を
したり照明をつ
けっぱなしで寝たり、あるい
は体が冷えた状態で眠る。
また、熟睡した頃に起こされ

正式には『レム睡眠行動異常

そのとき、本来は、筋肉が弛

症』と呼ばれ、男性に多いの

緩して夢の内容が行動に表れ

が、突然暴言をはいたり壁を

ることはないのですが、健全

殴ったりするケース！

な睡眠を確保できていない場

なんだか、信じがたい話です

女性の場合は、食べる行為に

合など、ときに筋肉が運動を

が、本当に人間の体って、不

表れることが多く、夜中に無

司る神経と接続してしまい、

思議ですね。。。
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てしまうという環境も原因に
なるそうです。
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咳 が出る 仕組 みとは ！？
≪咳は体を守る防衛機能≫
風邪ウイルスや細菌、ホコリ、毒物、大きな異物
や有害な物質などを瞬時に排出しようとして、咳
が出ます。よって咳は、肺に異物が侵入しないよ
うにする防衛反応なのです！！
その他にも、炎症・腫瘍・アレルギー、あるいは
化学的物質（唐辛子、薬剤など）
が刺激となって咳をする反射を起
こすこともあります。
更に、咳の原因が医療用の薬の副
作用の場合もあります。
例えば、ＡＣＥ阻害薬（高血圧の薬）を服用して
いる人は、咳が起こることもあります。

≪早朝に咳で目が覚め、時にゼーゼーや
呼吸困難も同時に感じる場合≫
最も考えられる病気は・・・
ぜんそく（気管支ぜんそく）です！
ぜんそく（気管支ぜんそく）です！
ぜんそくは、小児の病気と考えられがちですが、
成人してから初めて発症する方も少なくありませ
んし、高齢になって発症する方もいます。
ぜんそくは、アレルギーによる気管支炎が慢性的
に続くことによって生じます。
気管支の炎症は、夜間から早朝にかけて悪化しや
すくなり炎症が軽いと無症状ですが、やや悪化す
ると咳が出やすくなります。
さらに悪化すると、空気の通り道である気道内腔
が狭くなる為『ゼーゼー』した音や呼吸困難感が
生じます。
ぜんそくの炎症には、日常環境で溢れているアレ
ルギー物質（ハウスダストや花粉、ペットのふけ
カビの胞子等）が関わる場合があります。
治療は、吸入ステロイド薬が主体であり、気管支
拡張薬を追加することもあります。
重要なのは、ぜんそくは症状（発作）が出やすい
ときだけ治療すればよいのではなく、毎日規則的
に服薬することです。
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・咳が出る仕組みとは！？・・・・・１、２Ｐ
・ふくおか耳鼻咽喉科のトピック！・・・１Ｐ
・意外！●●が増加する季節です！・・・２Ｐ
・お気に入りの傘☂
・お気に入りの傘☂大事にね！・・・・・３Ｐ
・今月の運勢・・・・・・・・・・・・・３Ｐ
・工夫次第！梅雨の暑さ対策！・・・・・４Ｐ
・体の不思議！夢遊病の謎！・・・・・・４Ｐ

≪夜間、特に仰向けになって寝てすぐに、
咳とたんが出る場合≫
慢性の鼻炎や鼻の隣にある副鼻腔に、慢性の炎症
がある方は、仰向けの姿勢をとると、炎症によっ
て生じた膿が、鼻の奥から喉に滴り落ちて、強く
刺激し、激しい咳とたんがしばらく続きます。
これを「後鼻漏（こうびろう）」と呼びます。
治療は、抗アレルギー薬やマクロライド系抗菌薬
去たん薬などを使用します。
呼吸器内科でも、しばしば治療しますが、耳鼻咽
喉科の医師に相談することもお勧めします！！

≪夜、仰向けになって寝て、1～２時間くらいして
しつこいせきや呼吸困難を感じる場合≫
心臓の働きが極端に弱くなる状態（心不全）を考
える必要があります。
なぜなら、心臓が血液を送り出す力が弱くなるの
で、仰向けになると、肺の中の血管に過剰に血液
が溜り（うっ血）、それが刺激となって、しつこ
い咳が出るからです。
【Ｐａｇｅ２へ続く☛】

トピック！
★５月より新スタッフが就労しました。
医療事務：冨田さん
看護師 ：高石さん 竹内（ま）さん 崎田さん
今後とも、よろしくお願いします。
★5/20
★5/24

医院の大掃除を行いました。
院長、スタッフで勉強会に参加しました。

※わかちあい通信は、医院ＨＰから印刷できます。

発行
ふくおか耳鼻咽喉科
東海市加木屋町2
東海市加木屋町2-224224-2

お問合せ 01200120-287287-784
予約専用 01200120-187187-784
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めには、３つのポイントが

実は、傘を長持ちさせるた

傘が手放せなくなりますが

うっとうしい空模様が続き

梅雨の時期です。

アッと言う間に春は過ぎ、

加工された機能を低下させ

ぎは、傷つきや、せっかく

てありますから、こすりす

や紫外線防止加工などがし

生地の表面には、撥水加工

り扱いましょう。

たたむときは、やさしく取

お気に入りの傘 ☂ 大事にね！

あります！

てしまいます。

車中に放置するのもヤメま

しょう。車の中は、温度が

高くなったり湿気が多くな

お気に入り

の傘を長持

ちさせるた

めにも、梅雨の間、是非、

りがちですから、これが元

で、生地の変色や骨の変形

実践してみて下さいね♪

【ポイント】

を 起 こ す こ と が あ り ま す。

そして、大事なことがもう

ひとつ！

雨上がりには、傘の置き忘

れにくれぐれもご注意を！

【１】完全に乾かす！

【２】たたむときに、

生地をこすらない！

【３】車中に放置しない！

この３つです！

お伝えしたポ

去年、このような使い方をしていたエアコン

蒸し暑い日につきものの、ある

や扇風機など、今年、使い始める際には、火

家電製品が原因で火災が増加す

災のリスクが高くなります。

るそうです！

使用前には、電源ケーブルやコンセントが無

その家電とは・・・

理な使い方をしていないか調べましょう！
その２：湿度が高くなると起こりやすくなる
「トラッキング現象」
電源プラグ周りは、埃が溜まり易く、また掃
除機が入らない場所が多いですよね。

使い方による接触不良！

埃が溜まった部分に、雨や湿

電源プラグをコンセントに入

気が溜まると、電流が流れて

れる時、他の電化製品や家具

発火することがあります。

の配置の関係で、無理に曲げたり伸ばしたり

いわゆる、トラッキング現象

して、なんとか差しこんでいる人もいるので

ですが、湿度が高い今の季節

はないでしょうか。

が起こりやすいのです！！

無理な電源プラグやコードの使い方をしてい

コンセント周りやプラグを抜いて、埃を掃除

ると、接触不良が起きてしまい、電流が流れ

し、部屋の湿度対策をしておきましょうね。

Page２

濡れたままの状態で、十分

がありますね。しかし、梅雨から夏にかけて

その１：無茶な配線や電源プラグの

イントを心掛

すので、安静、栄養ドリンクやビタミン剤等で、
体力をつけるようにするといいでしょう。
（必ず、カフェイン・フリーを！！）

ることで、発熱・発火してしまうことに！！

ぜ、火災の原因に？！

に乾いていないと生地が変

咳が止まらない状態は、非常に体力を消耗してま

火災は寒い時期に起きるものというイメージ

どちらも温度を下げて冷やすものですが、な

け、お気に入

特に、子供の咳に効果があると言われています！

意外！●●が増加する季節です！

“エアコン”と“扇風機”です。

色したり、骨が錆びる原因

【喉のケアー】就寝前に喉を暖めておくと、気管
が拡張されて、咳きが出にくくなります。
ポカポカのハチミツレモンは、喉と風邪に効果が
あり、抗菌作用も期待できます。

りの傘と長く

皿などに置き、咳が出ている人
の枕元に置いておきます。
簡単ですし、意外にも効果があるようです！

になりかねません。

≪夜間にひどくなる咳の対処法≫
喉や肺は乾燥を嫌います。
喉や肺は乾燥を嫌います。
民間療法の場合、たんのからむ咳には「蓮根」と
「オオバコ」が効果があります。
蓮根は、節部分も一緒にすりおろし、繊維部分を
除いて汁を飲みます。
１回にスプーン１～２杯です。
オオバコは、根ごと２株を掘り取って洗い、陰干
しにしたあと、コップ５杯の水で、半量になるま
で煮つめ、１日数回に分けて飲みます。

【玉ねぎを添える】玉ねぎの皮
をむき、２つに切り、これをお

イイですね♪

また、心不全では両足にむくみが出やすく、食事
量は増えていないはずなのに、体重が増えている
ことも多いです・・・このような症状があれば、
循環器内科を受診することをお勧めします！！

向いて寝るようにしてみましょう。
さらに、横を向いて寝てもダメな時は、エビのよ
うに丸まって寝ると楽になるそうです。
体制も大事な要素です！

付き合えると

が軽くなるので、患者さんは自然にそのような姿
勢で寝るようになります。

【寝方を変える】仰向けで寝ている場合は、横を

使用後は傘を広げ、十分に

さらに、切れの悪いたんや呼吸困難感を伴うこと
もあります。
仰向けからやや上半身を起こした姿勢をとると咳

炎症を止めたんを排出させます！

湿気を取り除きましょう。

咳 が出る 仕組 みとは ！？
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６ 月 の 運 勢

全体運、恋愛運は左から月の上旬、中旬、下旬となります。

もうしばらく運気低調。向かい風の運気だが、嫌なことでも進んでやってみ
牡羊座
3/21～
3/21～4/19 るとラッキーかも。気分も乗りにくい時だが、運気上昇まであと少しです。

全体運 恋愛運
▲△△ △○△

運気急落の兆し。やり残していることは早急にやってしまうこと。
牡牛座
4/20～
4/20～5/20 今は、前進を考えるより、身の回りを固めましょう。

全体運 恋愛運
◎○△ ○◎○

運気は一気に急上昇。一歩一歩着実に前進してみましょう。迷ったり、考え
双子座
5/21～
5/21～6/21 すぎたりしなければ、何事も予想以上の成果が期待できそうです。

全体運 恋愛運
△○◎ △◎◎

運気はどん底。心身共にダラダラしやすい時なので、気を引き絞めて、自分
蟹 座
6/22～
6/22～7/22 のリズムで生活してみましょう。ワンパターンの生活ではダメ。

全体運 恋愛運
△▲△ △○◎

くだらないことで悩みそうなとき。プラス思考を心がけ、楽しいことを計画
獅子座
7/23～
7/23～8/22 してみましょう。落ち込みそうになったときには、ノーテンキが一番。

全体運 恋愛運
○△○ △△○

運気は大きく回復中だが、急な発展を考えるより、地道な努力が賢明。
乙女座
8/23～
8/23～9/22 欲を出しすぎないで、着実な行動を心がけましょう。

全体運 恋愛運
○◎△ ○◎◎

実りの多い時。心身共に活発になり、何をやっても成果アップ。
天秤座
9/23～
9/23～10/23 ツキにも恵まれているので、チャンスは迷わず、逃さず、実行あるのみ。

全体運 恋愛運
△◎△ △○◎

運気は堅実。無理して頑張りすぎると、あとで運気が空回りします。
蠍 座
10/24～
10/24～11/21 こんな時は、いつも通りのあなたの方が輝いて見えるでしょう。

全体運 恋愛運
◎○△ ○△○

運気は不安定。大きな事は考えず、堅実に一歩一歩進む心構えが大切です。
射手座
11/22～
11/22～12/21 ダラダラした態度や言動も大失敗のもとでしょう。

全体運 恋愛運
▲○◎ ◎△▲

徐々に運気下降線。ふらついた気分に注意し、堅実な生活をしましょう。
山羊座
12/22～
12/22～1/19 予定外の行動も、必要最小限にしましょう。

全体運 恋愛運
○◎△ ▲○◎

ハメを外してしまいそうな時。調子に乗りすぎず堅実な生活をしましょう。
水瓶座
1/20～
1/20～2/18 言葉遣いや態度にも気を配って、慎重に行動しましょう。

全体運 恋愛運
△▲○ ▲▲○

運気やや下降中。裏目に出やすい時なので、大きな事は考えず堅実な生活を
魚 座
2/19～
2/19～3/20 心がけましょう。言葉遣いなどにも注意し、協調性を忘れないように。

全体運 恋愛運
◎○△ △○○

わかちあい通信
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