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当院における熱中症の検討

発 表 者 本江 由香 （富山県：金沢医科大学氷見市民病院）

共同研究者 水野 宅郎、泉 洋一、神田 亨勉、中澤 佑介
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○研究背景

本邦では熱中症の研究として Heatstroke Unit

が大規模研究を行っている。これらの統計では、

全国平均の気温・WBGT等をもとに、全国各地

での発症例を対象としている。しかし、南北に

長い本邦の地理的条件を加味すれば、熱中症の

発症には、地域特性があるものと考えられる。

そこで、氷見地区における熱中症発症に関して、

その特徴を明らかにし、地域特性を調査した。
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○研究方法

対象は、金沢医科大学氷見市民病院に救急搬

送または受診し、熱中症と診断された症例。

研究期間は２０１１年６月～８月および２０１２年７

月～９月。研究場所は金沢医科大学氷見市民病

院の救急外来。
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○分析方法

無記名による質問紙を用い、患者の基本情報・

発症状況・症状を収集。気温の測定は、氷見市

内に２か所設置した電子温度計を用い、屋内外

の気温・WBGTを記録。重症度は熱中症の重症

度分類を用いた。

それぞれの各種データを χ２検定と相関係数

を用いて比較検討した。WBGTとは湿球黒球温
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度といい、暑さ指数として表現されている。湿

度・輻射熱・気温の３つを取り入れた指標のこ

とである。
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○結果

症例数は７８症例であり、男性５４人、女性２４人。

平均年齢は５６．９歳。重症度は�度２９人、�度３９
人、�度１０人。発症場所は屋内２１人、屋外５７人。
外来６８人、入院１０人。
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○主訴

来院時の主訴で多かったものは嘔気、嘔吐、

発汗多量、倦怠感。
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○来院時間と症例数

来院時間と症例数をグラフに表したもので、

全体的にみると１３時台と１９時台にピークがみら

れた。発症場所別にみると、屋内では１３時台が

多く、屋外では１１時台、１６時台、１８時台にピー

クがみられた。

屋内の発症例では労働者と高齢者に多く、屋

外の発症例では１１時台、１６時台では畑仕事をし

ていた高齢者が多く、１８時台では労働者が多かっ

た。屋内、屋外の両者に共通していたことはエ

アコンや扇風機などの冷却装置を使用していな

いものがほとんどであった。
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○年齢層別男女別の症例数

年齢層別男女別の症例数では男性は３０歳代か

ら６０歳代にかけて多く、女性は７０歳、８０歳代で

女性が多く発症していた。
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○重症度の割合

次に全体における重症度の割合では�度３７
％、�度５０％、�度１３％で�度の発症が多く、
平均年齢は�度 ５１．３歳、�度 ５９．３歳、�度
６９．６歳で高齢になるほど重症化している。
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○男女別重症度割合と平均年齢

男女別重症度の割合では男性は�度が多く、
女性では�度、�度が多い。平均年齢は�度の
男性４９．４歳、女性 ６１．５歳、�度の男性６０．２歳、
女性５８歳、�度の男性５９．１歳、女性８５．２歳で若
い男性に�度が多い傾向があった。
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○年齢層別重症度別の症例数

年齢層別重症度別の症例数では若年層では�
度が多く、３０歳から６０歳代で�度が多く、７０歳
以降では�度が多くみられ、また他の年齢層に
比べ�度が増加していることがわかる。
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このグラフは、前のグラフを１８歳以下の学生

と１９歳～６４歳の労働者、６５歳以上の高齢者にわ

けたものである。
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○水分摂取状況

９０％近くの症例で水分を十分にとっていたと
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いう結果になった。

 ¡]�  �]�  ¦]�  ¥]�  £]� ¤�]� ¤�]� ¤ ]� ¤¤]� ¤¢]� ¤¡]�

ôM�;ef:MrW

�èB

·X¹

  ]�  ¤]�  ¢]�  ¡]�  �]�  ¦]�  ¥]�  £]� ¤�]� ¤�]� ¤ ]�

ôM�;n/Ø6:MrW·X¹

○発症時の気温と症例数

気温と症例数の相関を表したグラフですが、

気温と症例数には相関はみられず、WBGTと症

例数ではWBGTが２５℃以上になると症例数が増

加し、３０℃までWBGTと症例数は相関がみられ

るという結果になった。年間を通してWBGTが

３０℃以上になることは少ないため、３０℃以上で

は相関がみられないという結果になったと考え

られます。世の中の大半で気温が熱中症予防の

指標になっているため、今後WBGTを使用する

ことで熱中症患者を減少させることができるの

ではないでしょうか。
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○結論

�度熱中症に労働男性者が多い傾向があっ
た。重症化ほど高齢者に多い傾向があった。

屋内発症者は１３時台にピークがあり、屋外発症

者は１１時台、１６時台、１８時台にピークがあった。

発症者の約９０％が水分摂取していたにもかかわ

らず熱中症になっていた。WBGT２５℃以上で熱

中症患者が増加している傾向にあった。
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○まとめ

熱中症予防にはWBGTを用い、WBGT２５℃以

下を保ち、屋外作業では２５℃以上で対策をとる

ことが望ましい。高齢女性は重症化しやすいこ

とが明らかになったため、今後、注意喚起して

いく必要がある。

熱中症の発症には地域性があるため、地域毎

で予防策を検討する必要がある。高齢者が多い

氷見市では、今後、WBGTを高齢者世帯に設置

し、熱中症予防を行っていきたいと考えている。
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同一症例に３回以上施行した前立腺生検の検討

発 表 者 近藤 福次 （茨城県：県西総合病院 泌尿器科）

共同研究者 鈴木 るみ子、新舎 総恵、鈴木 由美子、瀧沢 貴子、藤原 正親、関戸 哲利
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【はじめに】
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本邦では、２０２０年以降男性の部位別癌罹患率

は、胃癌・肺癌を抜いて前立腺癌がトップにな

ると推計されております（がん・統計白書、

２０１２）。

前立腺腫瘍マーカー PSAが高値を示した場

合、原則針生検等により癌の有無を調べており

ますが、癌が検出されなかった場合には、経時

的にフォローアップし、さらに PSAが高値にな

れば再度組織検査をしております。しかし多数

回の生検でも癌の認められない症例がみられて

おります。

【目的】
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そこで今回、同一症例に３回以上針生検を施

行した５症例を対象に、臨床的に検討してみま

した。なお一昨年の当学会において報告した過

去５年間の前立腺生検１０１件をベースにしており

ます。
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