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 夏になってくると増えるのがヘビにかまれる

怪我（ヘビ咬傷）です。その中でも命に関わる

ものとして、毒蛇咬傷があります。 

●そもそも毒蛇ってどんなの？ 

 毒蛇とは、唾液の中に毒を持つ蛇の総称で、

日本には３種類の毒蛇がいます。 

１．ニホンマムシ 

２．ヤマカガシ 

３．ハブ 

 ハブは日本では沖縄以外には生息していま

せんから、問題となるのはニホンマムシとヤマ

カガシです 

 

●ニホンマムシ  

 体長45〜65cm程 北海道〜九州に生息  

 水田や水辺、河川の草むらを好む  

 胴が太く短め 三角頭  

 褐色〜赤褐色、焦げ茶色 丸い  

 咬み傷は１個または1cm程の間隔で２個  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊赤点が毒牙の位置 

 

 

●ヤマカガシ  

 体長60〜120cm程 本州〜九州に生息  

 水場を好む 

 オリーブ色の地色に赤と黒の模様 

 首元が黄色い  

 1〜４列の歯形や1、2mm間隔で2、3個  
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●かまれたらどうなるの？ 

 ヘビにかまれて症状が出現するのは、毒が

注入された場合です。 

 マムシの場合は30分ほどで局所を中心に痛

みと腫れが広がります。物が二重に見えたり、

呼吸困難や多臓器不全、血圧が低下する場

合もあります。 

 ヤマカガシの場合は、腫れや痛みはないで

すが、数時間して歯ぐきや傷口から持続性の

出血をきたすこともあります。まれに30分ほど

で一過性の激しい頭痛をきたすこともありま

す。 

 特に症状がない場合は、かまれたヘビがマ

ムシではなかった（アオダイショウなど）、毒が

注入されなかった（ドライバイト）、ヤマカガシ

だった可能性があります。 

  

●かまれてしまったら 

 ・まずは落ち着いて、どんなヘビにかまれた

か確認する（頭の形や色、模様など） 

 ・安静を心がけ、走ったりしない 

 ・かまれた直後であれば流水で洗いながら絞

り出す（30分以上経過すると効果は乏しい） 

 ・なるべく早く病院を受診する 

 ・強く縛らないようにする  

 

●受診後の流れ 

 基本的に入院して点滴治療を行います。マ

ムシの場合は腫れがどこまで広がるか、経時

的にマーキングします。腎臓を保護するために

点滴をします。腫れがどんどん広がってくるよ

うならば抗毒素血清を投与します。（アレル

ギーを起こす可能性があるため慎重に観察し

ながら行う）ヤマカガシの抗毒素血清は日本

中どこでもあるわけではないので、必要時には

取り寄せます。感染症予防に抗生物質・破傷

風トキソイドを投与します。 

 腫れが落ち着き、全身の状態が問題なけれ

ば退院となります。 

 

●疫学 

 当院では2005〜2020年までで38例の毒蛇咬

傷での入院がありました。全例軽快退院され

ています。症状から見ると全例がマムシ咬傷

のようです。 

 

●まとめ 

 夏場になるとヘビ咬傷が増えてきます。マム

シ咬傷での致死率は1％未満とはいえ、重症

化すると大変ですから、まずはかまれないよう

にしましょう。もしかまれてしまった場合には、

なるべく早期に病院を受診して適切な治療を

受けましょう。 

（外科 栗嵜 健） 

 

参考文献：ジャパンスネークセンターH Pなど 
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このたび、一般社団法人長崎県診療放射線技師会の推薦をいただき、令和２年春の叙勲におき

まして、瑞宝双光章の栄に浴することが出来ました。まさに感無量で身に余る光栄です。これもひと

えに現在までご指導賜りました八坂前院長、白浜元院長、また医療職や事務職に関係無く周りの方

の支えによるものと思います。さらに保健行政関係者や地域の住民皆様にもご協力いただきまし

た。このように多くの皆様のおかげだと深く感謝申し上げます。 

私の受章は保健衛生功労ということですが、個人的には何も特別なことはしておらず、普通に仕

事をしてきただけです。そのため推薦の打診があったときは青天の霹靂で驚愕し、私のような者が

受諾していいのか途惑うこと大でした。 

振り返ると、昭和５０年３月、上五島高校を卒業と同時に大阪の民間病院に就職しました。昼間は

レントゲン室助手として勤務し、夕方から専門学校の夜間部に通うスタイルで学び技師資格を取得

することができました。その後別の病院に就職した後、28歳でＵターン。昭和60年1月から上五島病

院で働き始めて現在に至っております。以前にもこの「かっとっぽ」に紹介しましたが、当初から放射

線科スタッフは腹部の超音波検診担当として、島内での住民検診とそれ以外にも10年ほどの間小

値賀町、宇久町での住民検診さらに旧崎戸町の平島・江ノ島へも検診に出掛けていました。県の巡

回健診船に乗り込んで小さな島々を渡ったのがなつかしく思い出されます。離島医療という環境の

中において、ＣＴやＭＲＩなどの診断装置・画像配信システム・電子カルテなどは早期に導入され、本

土の施設に遜色ない環境で仕事をすることができたのも病院側の先見性による賜物であり、ありが

たい限りです。 

３月中旬に受章の内定を受け、新型コロナウィルス感染拡大での外出自粛や休業要請などを余

儀なくされている社会状況の中、４月29日に発令、新聞発表されました。そのようなことで胸中は複

雑な思いでもありましたが、当日に早速神田院長へ受章の報告をさせていただきました。今回「かっ

とっぽ」に寄稿の機会をいただきましたので紙面をお借りし、改めてこれまでいっしょに頑張ってきた

同僚はじめ、支えていただきました多くの病院職員の皆様や、関係者の皆様に深く感謝申し上げま

すと共に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

                          （診療放射線技師 松尾正敏） 
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面会制限のお知らせ 
 

当院では現在、感染症の拡大を防ぐために面会制限を行っており、島外の方のご面会

はご遠慮いただいております。 

皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

なお、3階病棟（小児科・産婦人科）は面会禁止です。 

 

※面会時の注意事項※ 

・面会時間は14:00～19:00です。 

・1階受付窓口で名札を受け取り、見えるように着用してください。 

 （夜間・休日は守衛へお尋ねください。） 

・マスク着用をお願いします。（マスクは事前にご準備ください。） 

・1日1人とさせていただきます。 

 

※コロナウイルス患者発生状況により、上記内容は変更になる可能性があります。 

 ご了承ください。 

予防衣とﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞを寄贈していただきました 

 

 長崎県日台親善協会様より、新型コロナウイルス対策として予防衣とフェイスシール

ドを寄贈していただきました。 

 予防衣等の個人防護具は手に入りにくい状況が続いておりますが、安心安全な医療を

提供するためには欠かせない物です。今後、感染症対策のために大切に活用いたしま

す。 

 本当にありがとうざいました。 
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  泌尿器科 耳鼻科 神経内科 循環器科 皮膚科 眼科 

7月1日 (水)         
村山先生 

午前 

前川先生 

午前 

7月2日 (木) 
迎先生 

午前、午後 
          

7月3日 (金) 
迎先生 

午前、午後 
          

                

7月6日 (月)   
高島先生 

午前、午後 
        

7月7日 (火)   
高島先生 

午前 
  

上野先生・土居先生 

午前 
    

7月8日 (水)         
竹中先生 

午前 
  

7月9日 (木) 
大坪先生 

午前、午後 
          

7月10日 (金) 
大坪先生 

午前、午後 
          

                

7月13日 (月)   
渡邊先生 

午前、午後 

調先生 

午前、午後 
      

7月14日 (火)   
渡邊先生 

午前 

吉村先生 

午前、午後 
    

前川先生 

午前・午後 

7月15日 (水)         
鍬塚先生 

午前 

前川先生 

午前 

7月16日 (木) 
迎先生 

午前、午後 
          

7月17日 (金) 
迎先生 

午前、午後 
          

                

7月20日 (月)   
副島先生 

午前、午後 
        

7月21日 (火)   
副島先生 

午前 
  

本川先生 

午前 
    

7月22日 (水)         
村山先生 

午前 
  

7月23日 (祝)             

7月24日 (祝)             

                

7月27日 (月)   
大野先生 

午前、午後 
        

7月28日 (火)   
大野先生 

午前 
      

前川先生 

午前・午後 

7月29日 (水)         
岩永先生 

午前 

前川先生 

午前 

7月30日 (木) 
松田先生 

午前、午後 
          

7月31日 (金) 
松田先生 

午前、午後 
          

        

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。     

※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。    
※診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、9：00～10：00頃の間で変動します。ご了承ください。  
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職  種……守衛業務（週35時間勤務） 

募集人員……1名 

年  齢……不問 

勤務時間……土・日・祝 8：30～17：00 

      夜間17：00～8：30（2名による交代制） 

報  酬……上五島病院会計年度任用職員設置要綱により支給 

選考方法……書類選考及び面接試験 

      ※面接日は追ってお知らせいたします 

提出書類……履歴書 

【詳しくは、下記までお問い合わせ下さい】 

長崎県上五島病院 総務係（TEL：0959-52-3000） 
〒857-4404 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1549-11 

※応募を希望される方は、下記申込先へ履歴書等をご提出ください。 

職  種……売店員（パートタイム） 

募集人員……1名 

年  齢……不問 

勤務時間……8：00～16：45の間の4時間 

      （月に3回程度、土・日・祝の勤務あり） 

報  酬……時給803円 

業務内容……商品の販売・納品・発注 

選考方法……書類選考及び面接試験 

      ※面接日は追ってお知らせいたします 

提出書類……履歴書 
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電話  0959-52-3000 

FAX    0959-52-2981 

Email   kamihp@gold.ocn.ne.jp 

URL http://www.kamigoto-hospital.jp 

編集・発行 ：上五島病院広報委員会  2020.7.1 発行     発行責任者 ：神田 聡   

◆ご意見、ご感想を下記までお寄

せください。 

長崎県上五島病院 

８５７－４４０４ 

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５４９-11 

○基本理念 

 地域と共に歩み、  

        信頼され親しまれる病院 

○行動目標 

①地域住民の信頼と満足の得られる医

療を提供します 

②医療・看護・介護・予防・生活支援が

一体化した地域包括ケアシステムを構

築します 

③病院機能を充実するため、人材育成

とチーム医療を実践します 

－ あ と が き － 
 

 7月になりました。日本で初めて新型

コロナウィルスが検出された1月16日か

ら半年がたちましたが、未だ上五島では

「新型コロナウィスル感染者0」を達成

しております。これもひとえに住民のみ

なさまの意識の高さとご協力あってのこ

とだと思います。 

 全国的にコロナが落ち着いてきた6月1日より、長崎県でも県

外移動の自粛要請が解除されました。これまでとは違い、上五島

にも県外からの観光客などが来られたり、県外へ観光などで移動

する方も増えていくと思います。また、これから暑くなってくる

と、海水浴目的の方や、お盆に帰

省される方など、島外からの多数

の人の流入が予想されます。今ま

で以上に、3密を避け、コロナを上

五島へ持ち込まないようにみんな

で頑張っていきましょう。 

（広報委員 Ｍ.Ｙ） 


