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ご挨拶
広島文化学園大学 土肥敏博

月 日（土）10時からカフェ。決まり次第ご連絡させていただきます。

似島
似の島は安芸の小富士と称され、瀬戸内海国立公園特別地域に指定されている。

この美しい小島を訪れた。そんな似島には、軍都広島にかかわる深い歴史があり
ます。日清戦争のころより軍施設が次々と作られ、終戦を迎えるまで軍に利用さ
れてきました。明治28年（1894）7月に日清戦争が勃発すると、直ちに大本営が

広島城内に置かれ、明治天皇も広島に移られて帝国議会が開かれるなど、広島が
臨時首都となっていた。また、当時東京からの鉄道は広島が終点であり、広島市
の南端には大型船が発着できる宇品港があり、多くの兵士がここから出兵してい
った。私が広島に赴任した昭和44年、宇品線にはまだ“汽車”が煙を上げて走って
いました。

広島港からフェリーで20分 旧軍用桟橋

後藤新平の像（似島学園内）

後藤新平と似島検疫所
日清講和条約が1895年に締結し兵士が帰還しはじめるが、当時清国ではコレ

ラが大流行していて、コレラに罹患した兵士がこのまま帰還すると本国にコレラ
が蔓延することは目に見えている。そこで帰還兵の検疫のため広島の似島、下関
市の彦島と大阪市の桜島に検疫所を創設することが決定された。
後藤新平（1857～1929）は幕末に奥州の水沢に生まれる。33歳でドイツに留

学、ミュンヘン大学で医学博士を取得して帰国し、内務省衛生局長に就任した。
日清講和条約が予想より早く締結したため、検疫所を急いで造らなければならな
くなった。似島の施設は東京ドーム1.7倍の面積の敷地に検疫関係の建物54棟、
それ以外の建物139棟という当時の世界でも前例のない最大規模のものを突貫工
事により2ヶ月で実現した。その指揮をしたのが臨時陸軍検疫部の後藤新平でし
た。

当時、後藤が立案した「検疫作業順序一覧」によると、到着した輸送船に検査
官が乗り込んで、感染者と健康者を分け、感染者は隔離して病室に送り、健康者
は荷物を預けて浴室に行って20分間入浴し、その間に荷物は北里柴三郎の指導に

よって作った蒸気消毒室で消毒して出口で返すという、入り口から出口までの間
に接点がない理想的なシステムでした。3ヶ月間の臨時検疫で687隻の船と、兵
士や乗員23万2346人を検疫し、真性のコレラ患者369人、擬似コレラ患者

313人の感染者を隔離しています。
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この検疫の行われた年には、日本国内では5万5144人のコレラ患者が発症し、4万
154人が亡くなっていますが、この玄関口での大規模で迅速な“水際作戦”がなければ感
染拡大はどれだけ甚大なものになっていたか分かりません。

後藤は、恐ろしい伝染病の検疫施設が目の前の島にできる住民の不安を払拭するた
めに稼働する前日に住民を施設に案内し、安心させています。「後藤の検疫」がやが
て世界に伝わると、その規模とやり方の素晴らしさにドイツの皇帝ヴィルムヘルム2世

は、「検疫では我が国が世界一だと思っていたが日本の検疫には負けた」と絶賛した
といわれています。後藤新平記念館は岩手県奥州市に在りますが、似島におけるこう
した偉業にも拘わらず検疫所遺構は保存されることなく、跡碑のみであるのは寂しい。

当時の第一検疫所 衣類や装具などの消毒器
（http://www.cf.city.hiroshima.jp/rinkai/heiwa/heiwa004/keneki） 焼却炉跡

第一検疫所の跡碑 第一検疫所近くの弾薬庫跡 馬匹焼却炉跡

被爆者収容所
似島は第二次世界大戦末期まで検疫業務を続けたが、1945年8月6日、広島に原子爆弾が

投下された後、被爆者を収容する場所に選ばれました。陸軍検疫所が臨時野戦病院となり、
原爆投下の約1時間半後の午前10 時過ぎから被爆者が船で
続々と運ばれてきた。その数は、1万人以上にも及んだとされ
ています。収容された多くの被爆者は亡くなられた。終戦翌年、
第１検疫所の跡地に、戦争孤児のための施設、似島学園が設
立されました。学園が最初に受け入れたのは、原爆や戦災で
家族を失った子ども達でした。

第一検疫所地跡（現似島学園）

今年は「バウムクーヘン」が日本に伝来して100周年
似島は、ドイツ人菓子職人カール・ユーハイムが日本で初めてバウムクーヘンを焼いた地と

されています。ユーハイムは、ドイツの租借地であった中国のチンタオ（青島）で、ドイツ人相
手にケーキを焼いていました。第一次世界大戦で日本がチンタオを陥落（大正3年、1914年）
させると彼は日本へ連行され、大正6年に大阪の収容所から似島に移されたのです。
ユーハイムは似島俘虜収容所でバウムクーヘンを焼いていました。大正8年3月、広島県産

業奨励館（現在の原爆ドーム）で捕虜製作品展覧会が開催され、工芸品、絵画、サンドイッチ
やコーヒーなどという、当時としては、まだまだ珍しいものが並び、大盛況だった。中でもユー
ハイムの出品したバウムクーヘンは一番の人気商品だったいう。
（本文は以下参照：似島の遺構 -広島市文化財団http://www.cf.city.hiroshima.jp › heiwa011）



ためになること-特集「頭痛」

高齢者の熱中症
熱中症で救急搬送されている人が増えています。その4割は家の中で起こっている、その

うち7割は高齢者で、そのうち6割以上は冷房をつかっていないという。冷房をつかうと手足
が冷えるなどで控える例が目立ちます。高齢者は脱水症状に気づかないことで本人も知らな
いうちに重篤になっていて、熱中症による死亡例の76％は屋内と言われています。高齢者が
熱中症になりやすい要素には、・体内水分が少ない・暑さや喉の渇きを感じにくい・水分補
給が遅れるなどがあります。また、高血圧、糖尿病などの治療薬を服用すると発汗や体温調
節などがしにくくなることもあります。熱中症の症状に中しましょう。

熱中症と頭痛

熱中症には表のような症状があります。水分が失われると喉の渇きをおぼえますが、塩
分が汗といっしょに失われると、頭痛、めまい、失神などの中枢症状があらわれます。水分
だけでなくスポーツドリンクなどで塩分も補給しましょう。ただしエネルギー補給の目的で
糖質を含んでいるものが多く、血糖をコントロールをしている人では糖分を含まないものを
選びましょう。
熱中症になったらまず木陰やエアコンの効いた涼しい

場所へ移動し、体を冷やす（首筋、脇の下、そけい部な
どの太い血管がある場所。ただしおでこと首の後ろは冷
やさない。ここを冷やすと体は体温が下がったと感じて
体温を下げなくなる）、足を心臓より高くして寝る、な
どです。意識がはっきりしない、身体が熱い、自分で水
分や塩分が摂取できない、症状が改善しない、などの場
合は医療機関に搬送する必要があります。

マスクと頭痛

新型コロナウイルス感染症が流行する中、マスクをつけていることで頭痛が引き起こされ
る人がいるという。東京女子医科大学の頭痛外来には「マスクが気になってしかたがない」
と訴える患者が相次いでいる。知覚神経が過敏になっている予兆で、ほうっておくと片頭痛
に襲われることがあり要注意と清水俊彦各員教授は警告しています。片頭痛は頭や顔に広が
る三叉神経が過敏な状態で、マスクによる皮膚への刺激が脳に興奮を引き起こし片頭痛につ
ながりますので、普段片頭痛のない人でも頭痛がおきる可能性があると考えられます。
帰宅してマスクを外したときも要注意です。片頭痛はリラックスすることにより血管が拡張
することが誘因になるからです（後述）。
予防には、「マスクをつけているときにブドウ糖を含んだあめをなめると良い。ブドウ糖

は脳の血管を収縮させる効果が期待できる」「のどが乾燥すると口内の三叉神経が刺激され
るため、マスクを湿らせておくことも予防につながる」「マスクを外せる場所では外し、深
呼吸をする」「脳の血管を収縮させるカフェインを含むコーヒーやお茶に少量の砂糖（ブド
ウ糖）を入れてのむのも良い」（清水先生）。

月下美人は夜開く

雨よけをしてもらう蓮 沢山咲いた蓮 （写真はいずれも吉良さん宅）

めまい，立ちくらみ，
失神，筋肉痛，筋ひき
つれ（こむら返り）

頭痛，嘔吐，倦怠感，
脱力感，集中力低下

39℃以上の高体温,

意識障害

軽症

中等度

重症

熱中症の症状



片頭痛
片頭痛には前兆があるのが特徴です。辺縁がジグザグ様に輝く暗点が5～20分の経過で

徐々に拡大するのです。このような前兆は通常60分以内に消失するが、その後に嫌な頭痛が

やってくる。前兆のない片頭痛もあります。片頭痛は、ズキンズキンと拍動性の頭痛が特徴
です。片頭痛という言葉から片側の頭の痛みと思われがちですが、実際には両側に出現した
りすることが多く、また、顔面や頚に痛みが出現することがあります。目の奥や顔面が痛く
なったりするのを片頭痛の症状として認識されていないこともあり、顔面の痛みを訴える患
者さんを三叉神経痛と誤診したり副鼻腔炎と誤診されたりすることもあるようです。
「僕の視野のうちに妙なものを見つけ出した。妙なものを？―と云ふのは絶えずまはってゐ
る半透明の歯車だった。僕はかう云ふ経験を前にも何度か持ち合わせてゐた。歯車は次第に
数を増やし、半ば僕の視野を塞いでしまふ、が、それも長いことではない。暫らくの後には
消え失せる代わりに今度は頭痛を感じはじめる。―それはいつも同じことだった。」「歯
車」（芥川龍之介）より。芥川龍之介は片頭痛を患っていたのです。

片頭痛 （病気が見える 7 メディックメディア） 緊張型頭痛

片頭痛はリラックスすると誘発される
「片頭痛」は、三叉神経から炎症性物質が遊離し、神経を一層過敏になるのと、頭蓋内血管
が拡張することで痛みが増悪すると考えられています。血管の拡張をもたらす飲酒、入浴、
マッサージ、ストレス開放は痛みの誘因となります。週末のリラックスで血管が拡張して頭
痛をきたすので「週末頭痛」といわれます。片頭痛では、頭痛には特効薬があります。新し
い予防薬も開発されています。ただ、予防のために鎮痛薬を多用することはかえって頭痛の
原因「薬物乱用頭痛」になります。

緊張型頭痛
「緊張型頭痛」は、在宅ワークなどで同じ姿勢をとり続ける首や肩の筋肉の緊張が原因にな
るので、片頭痛とは対照的に、緊張をとる運動、少量のお酒、入浴は予防になります。

群発頭痛
一側の眼窩部のえぐられるような激痛が特徴。片頭痛やくも膜下出血では頭痛のため身動

きができないが、群発頭痛では激痛のためのたうちまわる、頭をたたくなどの行動をとる。

風邪を引いたら頭痛がするのはなぜ？
風邪症状は、ほとんどの場合ウイルスなどの病原生物の感染によるもので、これに対して

免疫応答が起こるためです。体は、免疫細胞を活性化する物質（ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝやｻｲﾄｶｲﾝ）を
分泌します。ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝは頭痛と発熱を引き起こします。ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種で最も多くみ
られる副反応“頭痛と発熱”は同じ原理で生じます。市販の解熱・鎮痛薬はﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝをつ

くらなくする薬です。
他に頭痛の原因として、睡眠不足やストレスは片頭痛と緊張性頭痛のもとになります。気

候（気圧や湿度）の変動は自律神経や血流の変化を引き起こすことで、二日酔いではｱﾙｺｰﾙ
の代謝産物ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞが血管を拡張して頭痛をおこします。

かき氷を食べた時にキーンとくる頭痛を何と言いますか？
それには「アイスクリーム頭痛」という名前がついています。れっきとした医学用語です。

口腔内の三叉神経が冷刺激を受けるのと口腔内を温めようとして血管が拡張するのが原因と
されています。キーンとならないためにはゆっくり食べましょう。

入浴
飲酒
運動

血管拡張

増
悪

軽
快

片頭痛の前兆



☕ 模擬カフェ あがりんさい 開催 💕

7月14日（月）に認知症カフェ「地域団らん交流会」が認知看護援助論履修生の
3年生8名による模擬カフェを開催しました。

はじめの挨拶の様
子！緊張する～💓

本日の予定！
手書きのイラストが

素敵💛

認知症予防について！参加者は認知症強
化コース4年生です。熱心に聞いてます。

勉強になりました(^^♪

クイズも形式で楽しく学べました(^_-)-☆

認知症予防体操！元気いっぱい♪
ハンドベルの音色にウットリ🎶心が和みました(^-^)

折紙で羽風船を作りました！何度もおり方
を教わり大笑いでした☺

素敵な作品
が出来ました
❤手つなぎ
ふうせん

4年生からは企画がよかった。しっかり準備をして、すごいと絶賛でした♬ 楽しい時間が過
ごせて心身共にリフレッシュできました💑 一日も早く地域の皆様と交流が持てる日が来る

こと願っています。 広島文化学園大学看護学部 岡田京子

プラチナクラブの小田和子さんにリモートで
ハンドベルと折り紙の折り方のご指導をうけ
本番に臨みました。ありがとうございました。



高齢者が生きた時代調べ発表会開催

しっかり準備して明治、大正、昭和、戦後、平成、令和の時代を発表し、
活発に質疑応答、4年生と教員の講評をうけ、他者評価・自己評価しました。



あがりんさいの皆様の代わりとは、いきませんが4年生は、皆様に育てていただいた分、
しっかり2年生の気持ちを受けとめていました。10月から高齢者援助技術が始まります。
どうぞ、皆様には模擬患者での授業参画を心からお待ちしています。 加藤重子

認知症看護強化コース3年生・4年生一同より「クーラーを上手に使って熱中症を防ぎましょう！

全ての人々が健康に暮らす共生社会の実現
来んさいカフェのチラシを同封します。
皆さんと創り上げた「あがりんさい」









ご紹介します

7月早々にいただ
きました！

ありがとうござ
います。



ご紹介します

平岡邦夫さま、野口栄子さま、浜崎昇さま、小田和子さま、藤野隆久さま、木本延子さま、
向敬子さま、吉良邦夫さま、郷路郷栄さまほか皆様より暑中見舞いをいただきました。

今回は、8名の方のおたよりを紹介させていただきます。



頭の体操 その10の答え
どのくらいできましたか？

7月号の答えです。9月号では、新たな問題を準備いたします。
どうぞお楽しみに～！

暑さが厳しくなっています。水分を摂って、熱中症にお気をつけくださいね。
1）二十四節気の1つです。梅雨明けが近づき、暑さが本番になる頃を何と言う
でしょうか？ 7月7日頃のことで、大暑までの期間
①大暑 ②中暑 ③小暑

2）7月13日から16日の4日間に行われる仏教行事「盂蘭盆会（うらぼんえ）」と
は、何のことでしょうか？
①お盆 ②夏まつり ③盆踊り

3）『土用の丑の日』にうなぎを食べる習慣のきっかけを作った人は誰でしょう
か？
①杉田玄白 ②伊能忠敬 ③平賀源内

夏に売れないうなぎをどうにかしたいと相談されて、「本日丑の日」と

張り紙をして売るようアドバイスしたら、大繁盛したそうです。

4）うなぎの旬はいつでしょうか？
①夏 ②冬 ③1年中
冬眠に備えて、栄養を蓄えるので晩秋から初冬が旬です。

2.次は大人のひらめきクイズです。頭をやわらか～くして、お答えくださいね。
1）①モグラの宝くじ ②タヌキの宝くじ ③ウサギの宝くじ
この中でハズレくじしか売っていないのは、どのお店でしょう？
＊ヒント：動物の名前をよく見てね。

たからくじ から たを抜くと、『からくじ』ですね
2）何もしていないのに、増えてくる花は何でしょう？

＊ヒント：増えるを他の言い方に変えると・・・。
増える➡ 増加（ぞうか）➡ 造花

3）逆立ちすると、とってもいい子になってしまう
動物はなんでしょう？
＊ヒント：いい子、良いの言い方を別の言い方にして、
逆立ちです。

いい➡ 良い➡ グッド（Good）を逆立ちすると➡ ドッグ（Dog）➡ 犬
4）お父さんからおたまじゃくしの絵が届きました。
どういう意味でしょう？
＊ヒント：おたまじゃくしは、何のこども？

そして絵を見ると、足が生えています。
おたまじゃくしはもうすぐ
カエルになりそうですね。

出典先 気になるネタが大集合 https://japan-gyouji.com/ 広島文化学園大学 浅香真由巳
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令和３年度 あがりんさい

・
あいさつ
血圧測定(自動血圧計)・調査

健康づくり・認知症予防他講話

認知症予防・介護予防イベント

・嚥下体操・筋力アップ体操

・お茶の時間

・参加者語らい

おわりのことば

・各種健康調査（1回/年）

対人援助センター呉・阿賀キャンパス
来てくれサロン 認知症カフェあがりんさい

責任者 土肥敏博
運営者 今坂鈴江 進藤美樹 岡田京子

高橋登志枝 棟久恭子
棚﨑由紀子 加藤重子

看護学部 学部長 山内京子

メンバー紹介

カフェ行事 基本プログラム

発行所：呉市阿賀南2-10-3

広島文化学園大学看護学部
代表電話：0823-74-6000

４月 ニュースレター発行
脳トレ手作業配布

５月 電話連絡等
６月 時代調べ発表等(６月以降）
７月 七夕まつり
８月 熱中症予防、うちわづくり
９月 災害の備え
10月 認知症予防
11月 健康調査
12月 クリスマス会
１月 新年会
２月 節分祭
３月 ひなまつり
随時 認知症サポーター養成講座

9月
お便りとカルタを
募集しています。
お待ちしています。
模擬患者ご希望
運営事務へのメッ
セージ・要望など
も受け付けます。

加藤


