安心安全・子育て

健康コーナー
元気の

安心安全情報

救急アプリ「Ｑ助」を
ご存知ですか？
要な対応（
「今すぐ救急車を呼

したときどうしたらいいのか、

びましょう」
、
「できるだけ早め

迷ったり悩んだりしたことはあ

に医療機関を受診しましょう」

火災・救急発生状況
種別

12 月

累計

昨年

建物

3

19

＋6

林野

０

６

＋２

車両

０

１

－３

その他

1

8

＋7

196

救急

1874 ＋ 113

交通事故発生状況

「緊急ではありませんが医療機

住民による緊急度判定を支援

関を受診しましょう」又は「引

し、受診可能な医療機関や受診

き続き、注意して様子をみてく

手段の情報を提供するため総務

ださい」
）が表示されます。そ

省消防庁が全国版救急アプリ

の後、医療機関の検索（隣県

「Q 助」を開発しました。

ぞれ違うこと、また在宅復帰に向け

性期機能」の４つの医療機能に分か

て患者さんの状況に合わせた医療の

れています。
「高度急性期機能」は、

提供を行う必要があるからです。

急性期の患者さんに対し、状態の早

皆さんは、ご自身、ご家族などが

期安定化に向けて、診療密度が特に

通院する医療機関または地域にある

高い医療を提供する機能です。
「急

医療機関が、どの機能・役割に当て

性期機能」は、急性期の患者さんに

はまるかご存知でしょうか。各医療

対し、早期安定化に向けた医療を提

機関の機能・役割を知ることは、地

供する機能です。
「回復期機能」は、

域で生活する上で必要な情報です。

急性期を経過した患者さんの在宅復

現在、医療機関に求められる機能・

帰に向けた医療やリハビリテーショ

役割は日に日に高くなっていると実

ンを提供する機能です。
「慢性期機

感しています。各医療機関は、患者

能」は、長期にわたり療養が必要な

さんが安心して、安全に治療を受け

「救急車の利用抑制」ではなく、

にリンク）や、受診手段の検索

患者さんを入院させる機能です。

ることができ、また地域で生活を送

そのため、患者さんの治療を継続

ることが出来るように取り組んでい

※救急車の要請や利用を制限

する中で、医療機関を変わることは

ます。今後も、地域のみなさまのご

病者にできるだけ早く救急車が

するものではありません。救急

多くあります。
「なぜ病院が変わる

理解、ご協力をお願い致します。

到着できるようにすることに加

車が必要と判断したら 119 番

え、住民が適切なタイミングで

通報してください！！

地域の限られた救急車を有効に

を行うことができます。

活用し、緊急性の高い症状の傷

累計

昨年

人身

15

239

－ 21

物損

95

899

－ 86

死者

０

1

±０

アプリの内容は、まず、該当す

20

273

－ 23

る症状及び症候を画面上で選択

昨年同月比
－ 210

していくと、緊急度に応じた必

3694

能」
、
「急性期機能、回復期機能」
、
「慢

生労働省の「医療情報ネット」

12 月

全国死者

すが、医療機関の機能・役割がそれ

「緊急度判定」とは、単なる

種別

負傷者

の情報も閲覧できるように、厚

を含む）は、
「高度急性期機

医療機関を受診できるよう支援
することです。

健康の達人

「Q 助」
案内サイトは

【極意】

こちらから

おぐらかずや

TOPICS トピックス
的確な応急手当に感謝状贈呈
西諸広域消防本部がＪＡを表彰

大久保和浩さん、岩本洋一さん、今西貴博さん

でした。しかし 3 年前の健診で、脂質や尿酸値、血

をしぼる

す。また適度に身体を動かすように心がけています。
自分が健康でいることが、家族や施設利用者の方、

あ い ば かつゆき

いまにしたかひろ

げ粗熱が取れたら水気

感謝状を贈呈されたＪＡこばやしの坂下組合長と応急手当
を実施した５人の職員。

従業員を守ることにつながると思います。これから、
西小林校区まちづくり協議会の活動で健 ( 検 ) 診の
PR もしていきたいと思います。ぜひ年に 1 回は健
診を受けてみては？

■みんなで学ぶ子育て広場では、子育てに関する悩み・相談を募集して
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②ホウレンソウは茹でて

材料【2 人分】
・ハクサイ…200 ㌘
・ホウレンソウ…50 ㌘
・砂糖…9 ㌘

バランスや過食に注意しています。もちろん薄味で

たことに対して、感謝状が贈られました。
いわもとよういち

湯に芯→葉の順に入れ

営しており、健康については意識しているつもり

適度な魚肉料理、また大豆製品も意識して取るなど、

停止状態であった男性のその後の社会復帰に貢献し

お お く ぼ かずひろ

りにし、たっぷりのお
てゆでたら、ザルにあ

を押さえ、アレンジを利かした野菜中心のメニュー、

隊の到着まで職員で協力して応急手当を実施。心肺

【以下、受賞者】髙 畠真 一郎さん、相 塲克 幸さん、

①ハクサイは太めの千切

グループホームやデイサービスなど福祉施設を経

かったので、妻にも協力してもらい夕食はカロリー

JA こばやし本所内で急に倒れた男性に対し、救急

います。詳しくは、地方創生課（℡ 23‐1148）まで

野菜レシピ
●作り方

んなを守ること

直そうと一念発起。仕事で夕食が遅くなることが多

般消防協力者表彰式が行われました。
昨年 7 月 31 日、

たかはた しんいちろう

白菜サラダ

糖値などが上がっていました。そこで生活習慣を見

12 月 22 日、西諸広域行政事務組合消防本部で一

病床機能
について

ヘルスメイトさんの

自分が健康でいる
ことが、周りのみ

小倉和也さん（55 歳）

知恵袋

市立病院

りませんか？

のかな ?」と思う方も多いと思いま

医療ソーシャ
ルワーカー
ときとう ゆ
時任由紀き奈なさ
ん

あなたは突然、病気や怪我を

現

在 の 医 療 機 関（ 有 床 診 療 所

A

・薄口しょうゆ…6 ㌘
・マヨネーズ…12 ㌘
・白すりごま…5 ㌘

・かつお節…3 ㌘

３㌢の長さに切る
③Ａをよく合わせておく
④ボウルに①・②を入れ
て A を加え、よく和
える
⑤最後にかつお節を加え
ざっくり混ぜたらでき
あがり

小鉢１皿 60 ㌘１日６皿食べよう！

【問】 ●健康推進課：℡ 23-0323 Fax 23-0325 ●須木庁舎住民生活課：℡ 48-3132
●野尻庁舎住民生活課：℡ 44-1100
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