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◆第１章. はじめに 

1. 熱中症の現状 

毎年夏になると、日本では熱中症予防についての積極的な報道が行われるようになっていま

す。2018年には埼玉県熊谷市では7月23日の最高気温が41.1度と、日本記録を更新するなどの

記録的な年となり、熱中症搬送傷病者数も過去最高となりました1。 

近年のわが国における熱中症の急増には、大きく２つの理由があります。１つは、地球温暖化

であり、もう１つは高齢化社会によるものです。 

地球温暖化については温室効果ガス等の影響で、日本の年平均気温は長期的に 100 年あたり

1.21℃の割合で上昇しており、特に 1990 年代以降、高温となる年が頻出しています2。さらに

都市部においては、緑地や水面の減少、アスファルトやコンクリートに覆われた地面の増大、

自動車や建物などから出される熱の増大によるヒートアイランド現象により都市部の気温がそ

の周辺の郊外部に比べて高温を示すようになっています。そのため、例えば東京では、過去

100 年間の間に、約 3℃気温が上昇するなど、急速に都市の温暖化が進んでいます。3 

第 2 の理由としては高齢者の急速な増加があります。高齢者は、その生理学的特徴などから

熱中症を生じやすく、重症化しやすいため、後遺症の発生も多いとされています4。平成 27 年

度には、熱中症により 55,852 人が救急搬送され、そのうち高齢者が 28,038 人（50.2%）と

過半数を占め、また平成 30 年度には夏期に 95,137 人の熱中症の救急搬送件数があり、そのう

                                            
1 総務省消防庁：平成 30年の熱中症による救急搬送状況, 2018  
2 気象庁ホームページ 日本の年平均気温

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html (2019.7閲覧) 
3 環境省 ヒートアイランド対策マニュアル 平成 24年 3月 
4 三宅康史 高齢者の熱中症、低体温症の諸問題. Geriatric Medicine. 2018;56:943-9. 
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ち高齢者が 45,781 人（48.1％）となるなど、高齢者の熱中症罹患数が増加しています5（図

１）。 

 

図１：熱中症による救急搬送数（5～9 月）と年齢別割合（環境省 熱中症予防情報サイト6より

引用） 

 

高齢者は暑さを耐えるべきものとしての認識が強く、エアコンなどの環境の対策が不十分

で、結果的に熱中症を発生する傾向があります。熱中症対策については、若年者、高齢者、障

がい者、子どもなど、それぞれの対象に分けて対策を変えていく必要があります。 

本書では、それらの熱中症発生の大まかなシナリオなどを提示しなから、必要な対策を解説

して、熱中症の発生を抑え、重症化を防ぐ方法を解説します。  

                                            
5 総務省消防庁 平成 30年度の熱中症に よる救急搬送状況 平成 30年 11月 
6 環境省 熱中症予防情報サイト 

http://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_1-3.pdf (2019.12閲覧) 
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２．熱中症とは 

熱中症は、2015 年熱中症診療ガイドライン7によると、暑熱環境における身体適応の障害に

よって起こる状態の総称であり、暑熱環境を原因として生じる全身の諸症状の総称であるとさ

れています。この暑熱による障害は従来、主に症状から分類され熱失神（heat syncope）、熱

痙攣（heat cramps）、熱疲労（heat exhaustion）、熱射病（heat stroke）などとして表現

されてきました。これらの病態を「熱中症」として総称するものと定義しており、本書でも同

様の定義としています。 

その病態としては、体内で産生された熱が適切に体外へ喪失できなくなることで、深部体温が

上昇した結果生じる高温による臓器障害と暑さで水分と電解質を喪失した脱水による臓器虚血

の 2 つがその本質です8。そのため、熱中症の予防や治療として最も大事なことが、涼しい環境

と水分補給となるのです。 

  

                                            
7 日本救急医学会 熱中症診療マニュアル 平成 27年 3月 
8 三宅康史 高齢者の熱中症、低体温症の諸問題. Geriatric Medicine. 2018;56:943-9. 
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◆第２章：熱中症の特徴 

１．日本の熱中症の特徴 

日本救急医学会は 2005 年に「熱中症に関する委員会」を設置し、それまで本格的な実態調査

が行われていなかった熱中症症例に関する全国調査を、“Heatstroke STUDY”として 2006 年

から 2 年おきに実施しています。 2012 年の Heatstroke STUDY2012 は 103 医療機関から

2,130 例が集計され、その解析が報告されました9。その報告によると 10 歳代ではスポーツの

男女が、20～60 歳代までは肉体労働の男性が、そして高齢者は日常生活中に特に筋肉運動を伴

わず熱中症に陥りやすい傾向があることが示されました。また、スポーツ、肉体労働では屋外

でかつ仕事強度が高いにも関わらず軽症が多く、日常生活中の発症については屋内が半分以上

を占め重症者の割合が多いことがわかりました。高齢者、日常生活では入院、また集中治療室

への入室割合が高くなっていました。ただ入院例については、重症度にかかわらず 2 日での退

院が中心でした。また熱中症を原因とする死亡例は当日が最も多く、次いで 2 日目、3 日目と

続いています。 

 これらから導かれることとして、熱中症は治療に反応して早期に回復しやすい病態である一

方、ある重症度まで進行すると集中治療の甲斐なく不可逆性の多臓器不全により短時間で死亡

に至ることがわかります。すなわち治療よりも予防こそが入院例、後遺症、死亡を防ぐために

重要であるということです。また、スポーツや肉体労働など、もともと健康な人が筋肉運動に

伴って生じる熱中症と、高齢者が日常生活中に陥る熱中症には大きな違いがあり、後遺症など

が大きく異なることを認識する必要があります。次章では、若年者と高齢者における熱中症の

特徴についてそれぞれ解説します。  

                                            
9 三宅康史, 他. 熱中症の実態調査 日本救急医学会 Heatstroke STUDY2012最終報告. 日本救

急医学会雑誌. 2014;25:846-62.  
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２．若年者の熱中症の特徴 

スポーツ中の熱中症は 10 代の男女に圧倒的に多く発生し，種目別では野球，バスケットボー

ル，フットボール，テニスなど屋内外を問わず競技人口の多い球技と，陸上競技などグラウン

ドでのスポーツが多いとされます。重症度では，陸上競技に重症者が 20%以上と多い傾向が見

られます。 

スポーツや肉体労働では，強い運動負荷にもかかわらず軽症例が多い特徴があります。スポー

ツ，肉体労働では，基本的に元気な青年期から壮年期の人が朝から屋外での激しい筋肉運動に

よって急激に発症します。この場合は、治療が奏功し、後遺症などを残さないことが多いとさ

れます。実際，ここ数年の学校行事による熱中症死亡者数 1～2 名，労働災害による熱中症死亡

者数は 20~30 名で推移しています。 
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３．高齢者の身体的な特徴 

 高齢者は年齢が上がると基礎代謝が低下してくるので、同じ気温でも若年者と比較して寒く

感じる傾向があります。そのため夏期の暑熱環境でも長くその場に留まることになり、結果と

して発生率の上昇や重症化につながっています。さらに、加齢に伴う体内水分量の低下、発汗

機能の衰え、心機能の低下はどれも体温上昇を引き起こしやすいとされます。高血圧・心不全

などで処方されたβブロッカーや利尿薬には、心機能を抑え体内水分量を低下させる作用があり

ます。また、うつ病や不眠症などに処方される向精神薬には発汗抑制を来すものがあります。

糖尿病では自律神経系、末梢神経の障害が生じて、暑さへの感受性が低下すると言われていま

す。 
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４．高齢者の社会的問題 

 貧困化、孤立化の進行も同様で、住居環境の劣化だけでなく、社会との接点が低下すると近

所や仲間との交流が減ってしまい、屋外活動の機会がなくなり暑熱順化が進まないため、屋外

での熱中症リスクが上がります。夏服への衣替えや暖房から冷房へのエアコンの切り替え、居

室や寝室の夏仕様への変更などに頓着しなくなりがちです。また認知症やうつ病では活動性が

低下し、自宅で熱中症に罹患したとしても、日常的な他者との交流がないと発見が遅れ、重症

化するなどの危険性があります。そのような状況から熱中症予防ための行動は高齢者個々人の

判断に大きく左右されるため、熱中症対策が届きにくいという側面があります。 
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５．高齢者と若年者の比較 

これまでのまとめとして高齢者と若年者の熱中症の特徴を比較して図２に示しました。 

 

図２：高齢者および若年者の熱中症の比較 
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◆第３章：熱中症の予防 

１．予防の基本 

熱中症は完全に予防可能な疾患であるだけに、いかに予防できるかが最も重要です。本書のタ

イトルにもあるように熱中症予防を「考えて」行うことにより、日本の暑い夏を乗り切るため

のヒントがでてきます。それは皆さんが毎年熱中症予防のためにやってきたのもそうだと思い

ますし、これから紹介する予防の基本をもとに、読者のみなさんが試行錯誤でたどり着いたも

のも熱中症予防になるかもしれません。本書を読むことにより、楽しく熱中症予防ができれば

暑い夏を乗り切る力になることでしょう。 

本書では、熱中症の予防の基本として以下の WCWC（ワクワクと覚えてください）を中心に解

説していきます。 

 

1 つ目と２つ目の W と C は 

Water, Cool：水分補給と涼しい環境です。 

これは言わずもがなの熱中症の基本で、基本的に熱中症は、温熱環境による身体の障害を指し

ますので、温熱環境にいなければ熱中症になることがありません。室温計などを活用して、涼

しい環境を整えて、こまめな水分補給を心掛けることにより、脱水を予防しながら過ごすこと

が大切です。 

３つ目の W は 

Wear：服装や持ち物です。 

服装は熱中症の予防に極めて重要です。風通しのよい服装を基本として、冷汗素材や速乾素材

のインナー、ファンのついた作業着や機能性スポーツウエアなど、熱がこもらないように工夫
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された製品を試して、どれが一番自分に合うのか試してみるのがいいと思います。最近では、

若い世代の夏の必需品となったハンディ（携帯）扇風機やサーキュレーターなど、快適な風に

より涼を得る製品が数多く発売されています。かつての定番だった、保冷剤やクーラーボック

ス、冷却シートなどももちろん予防に役立ちます。 

 

ハンディ扇風機（出典：株式会社 学研ホールディングスプレスリリース） 

 

４つ目の C は 

Condition：体調です。 

熱中症は、体調が悪い時、夏バテを起こしているとき、寝不足な時など、condition の悪い時

に、発症しやすく、重症になりやすいとされています。規則正しい生活や食事は、熱中症の予

防に限らず、生活習慣病の予防にもなります。熱帯夜では寝不足になりがちではありますが、
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冷房や扇風機、サーキュレーターを使って、快適な寝室を作ることが、熱中症の予防に大いに

役立ちます。 

 

これらの WCWC の枠にあてはめながら、自分なりの新しい熱中症対策を「考えて」実行す

ることで、想定外の暑さにも負けないように予防と対策を、自分のものに極めていって頂け

ればと思います。 
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２．熱中症発生の典型的パターン 

第２章で紹介したように日本における熱中症発生のパターンは大きくは以下の２つに分けること

ができます。 

＜パターン１＞ 

若年者の屋外スポーツあるいは労働中の外気温の急激な上昇および水分喪失にともなう熱中症 

＜パターン２＞ 

独居高齢者の屋内で日常生活を過ごしている際に発生する、複合的要因による熱中症 

 

次項から、パターン別に分けてその典型的なシナリオとその予防対策を提示します。 

予防対策ではもちろん、WCWC をベースにシナリオに応じた予防の解説を行います。 
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３．若年者の熱中症発生の代表的パターン 

＜40 代 男性 工事現場作業員＞ 

前日夜に同僚と飲酒し、夜遅くまではしご酒をしていた。 

睡眠が十分にとれず、また前日の飲酒でトイレの回数が多く、水分が足りていない状態で出

勤。現場仕事をしていた午前 12 時前に、気分不良とめまいを訴え、その場にしゃがみこんで立

てなくなった。駆け付けた同僚によって救急要請された。 

 

この若年者のパターンは、毎年の熱中症に関する報道や熱中症に対する啓蒙報道により、その

予防に対する意識が高まっており、また労働においても高温注意報や「STOP！熱中症 クールワ

ークキャンペーン」など熱中症予防に対する対策がなされ始めていますが、まだまだ多くの罹

患者が存在します。また前章で述べたように、このパターンの熱中症の場合は、搬送されるも

のの軽症となることが多いため、入院を必要とせずに外来から帰宅となり後遺症を残さないこ

とも多いのですが、近年の温暖化により重症度が増してきていると言えます。 

 

【対策】 
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Water and Cool：水分／保冷 

のどの渇たから水分を取るという、のどの渇きに依存した水分補給は十分な水分摂取ができな

い可能性があり10、基本に忠実に定期的な水分、塩分摂取が必要です。 

Wear and Condition：服装／体調 

服装は風通しのよいものや速乾素材のインナーなどと使用するとよいでしょう。 

前日の深酒を避け、朝食をしっかりとるなども必要です。 

  

                                            
10 月刊レジデント 2017 年 7 月号 
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３．高齢者の熱中症発生の代表的パターン 

＜８０代 男性 独居・無職＞ 

日頃から節電・環境意識、電気代の面からエアコンをつけることが悪だと感じており、暑いと

感じてもエアコンをなるべくつけないようにして過ごしてきた。窓を開けたり、扇風機を使う

などして暑さが部屋にこもらないように気をつけており、また水分はのどが乾いたらこまめに

とるようにしていたが、8 月のある日中、気温 38 度となるような猛暑日となった午後２時頃、

意識障害をきたし、様子を見に訪れた近所の人が気づいて救急要請をした。 

 

高齢者における熱中症の発生は Heat stroke 研究でも指摘されているように、エアコンの停止

中におきることが多く、また重症化や死亡割合、集中治療室に入室する割合が多くなり、後遺

症や合併症を併発することが多いとされます。これにより入院や通院が長期にわたり、社会的

に大きな損失を被る状況になっているのです。 

 

【対策】 

Water and Cool：水分／保冷 

とにかく冷房（エアコン）をつける。 
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高齢者の場合、周囲の温度を感じる温度センサーの働きが弱くなっていることがあるので、 

温度計を設置して 28℃を目安に室温を管理するなどの工夫が必要です。 

エアコンがなければ、公民館や集会場などのエアコンが付いているところで日中を過ごすこと

が必要です。自治体によっては、低所得者世帯向けにエアコンの購入補助を行っているところ

があります。 

Wear and Condition：服装／体調 

持病がある人、特に心疾患や腎疾患がある人は内服薬などの影響で水分バランスがすぐに脱水

に傾きやすいので注意が必要です。 風通しの良い服を着て、扇風機やサーキュレーターを使っ

て室内の空気を循環させると、室温の調整が容易になります。 
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４．子どもの熱中症 

①＜身体的な特徴＞ 

・未発達な発汗能力により熱中症になりやすい 

・大人に比べて身長が低いため、大人よりさらに周辺温度が高くなる可能性がある 

・適切な水分補給を行う 

 子どもは汗腺をはじめとした体温調節能力がまだ十分に発達していないために、高齢者と同

様に熱中症のリスクが高くなります。また子どもは大人に比べて身長が低く、地面から近い所

にいるため、地面からの照り返しの影響を受けやすく、気温が高い日に大人よりも体感温度が

高くなります。 

 

②＜水分補給＞ 

 子どもでものどの渇きが大人と同等に起こるので、スポーツ活動時でも発汗量に見合った水

分を補給することができます。そのため、のどの渇きに応じて自由飲水ができるように指導

し、その能力を磨くようにしましょう。11 

 

③＜予防対策のポイント＞ 

Water and Cool：水分／保冷 

夏場外にいるときは 30 分～１時間に１回程度は水分を補給させましょう。 

外出の際は、保冷剤やクーラーボックスなどを持参しましよう。 

                                            
11 熱中症環境保健マニュアル 2018、環境省 
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ベビーカーは熱がこもりやすいので、遮光や保冷に気を配りましょう。 

Wear and Condition：服装／体調 

朝食を食べさせるのはもちろんのこと、体調が悪い時の炎天下の外出は控えましょう。 

日頃から適度に外遊びを奨励し、暑熱順化を促進させましょう 

帽子をかぶりましょう。 
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５．障がい者の熱中症 

車いす使用の方の場合や知的障害の方に熱中症リスクが高いと言われています。 

その理由は以下の通りです。 

 

①＜暑さへの感覚＞ 

頸髄に損傷がある人は、特に腕から下の体の感覚の麻痺を伴うことがあるため、暑さへの感覚

が健常人と比べて大幅に鈍ることがあります。また、知的障害ある方などは、暑いということ

を周囲に訴えたり、口の渇きを伝えられないことにより、脱水や熱中症の発生リスクが高くな

ります。 

 

②＜熱がこもる＞ 

車いすの地面からの距離が近く、地熱やアスファルトの照り返しの影響を強く受けます。 

また金属の部品はすぐに熱くなるため、車いすの温度そのものも上昇します。 

おしりと背中は常に車いすと密着しており、空気の流れもわるいので、熱が非常にこもりやす

くなります。 

 

③＜体温調節＞ 

屋外に存在する様々なバリアのため普段から屋内にいること多いため汗をかくことに慣れてお

らず、必要な時にも体温を下げるのに必要な量の汗が出ないことがあります。また特に頸髄に
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損傷がある人は自律神経障害から発汗障害があり汗が全く出ないため、気化熱で体温を外に逃

がすことができなくなり、体の中に熱がこもりやすくなります。 

そのため、室内では健常者と比べて室温を１～２度下げて管理するなどの働きかけが必要で

す。12 

 

④＜水分補給＞ 

車いすで使えるトイレが限られ、使える場合でも排泄に多くの手間や時間がかかります。あま

り行かずに済むように水分を控えがちになってしまい、脱水症状になりやすくなります。 

下半身に麻痺の症状があると、脱水により足に血栓ができやすくなります。時に重症な肺塞栓

症など時に重篤な症状を起こす可能性があるので、こまめに水分補給をしたり、車いす対応の

自動販売機があれば早めに給水するなどの工夫が必要です。 

 

⑤＜予防対策のポイント＞ 

Water and Cool：水分／保冷 

夏場外にいるときは 30 分に１回程度は水分を補給しましょう。 

外出の際は、保冷剤やハンディ扇風機などを持参しましよう。 

車いすは熱がこもりやすいので、遮光や保冷に気を配りましょう。 

Wear and Condition：服装／体調 

                                            
12 三上 功生,他．頸髄損傷者の生理的体温調節反応の特徴．日本建築学会環境系論文集 
(2008)  
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体調が悪い時の炎天下の外出は控えましょう。外出する際はコンビニなどで定期的に涼んだり

休憩所で休憩するなど、熱をこもらせて体温を上げない工夫をする必要があります。 

介助者の方がいれば日傘などを使って直射日光に当たるのを防ぎましょう 
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◆第４章：熱中症に掛かってしまったその時とその後 

１．熱中症かなと思ったら 

熱中症環境保健マニュアルの指針が役に立ちます。 

 

（熱中症環境保健マニュアル 2018 より引用） 
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また、応急処置における標語として Fire というのもよくつかわれています13。 

F は Fluid 水分補給 

I は Icing で冷却 

R は Rest で安静 

E は Emergency で 119 番通報 

 

水分補給については、大量に汗をかいたり、激しい運動後などは水よりもナトリウムの入った

経口補水液などを選びましょう。自力で水分が飲めない、意識障害があったりぐったりしてい

る人であれば、すぐに救急車を呼びます。同時に、木陰や冷房の効いた室内など涼しい場所に

連れていき、安静にして保冷剤などで体を冷やします。助けに入った人も熱中症にならないよ

うに気をつけながら、落ち着いて行動してください。 

熱中症の予防は WCWC、応急処置は Fire と覚えて、いざという時にも冷静な行動で、熱中症

の被害を最小限に抑えましょう。 

                                            
13 医者が考える熱中症対策(2019) 、枻出版社 
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２．家族が熱中症に掛かってしまったら 

同居している家族であれば、体調管理に気を付けて、家事や分担できる仕事があれば家族で

役割を見直すなど、毎年やってくる熱中症の時期に日頃から備えておきましょう。 

離れて暮らす高齢の方が熱中症になる場合が一番困ると思うのですが、そのまま離れて暮ら

す場合は本人に小さな体調不良あればすぐに家族に知らせるように念押しし、近所の方に声掛

けをお願いしたりすることが熱中症の早期発見には有効です。また高齢者世帯の住環境の見直

しや、入院をきっかけとしたソーシャルワーカーなどを通した環境整備やケアマネージャーが

いれば再発防止のケアプランの作成など、きめ細かい配慮を行うことで、今後の再発や重症化

を防ぐことにつながります。
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◆第５章：知られざる熱中症の恐怖 

１．重症熱中症の恐ろしさ 

一般的な熱中症に対する理解として、可逆的つまり、熱中症にかかったとしてもすぐに回復

するという考え方や、ほとんど軽症で後遺症がないという間違った考え方が蔓延しているよう

に思います。そのような考え方が、暑さに対してやせ我慢を生んでいる可能性も高く、そのよ

うな考え方は今後さらに多く発生するであろう重症熱中症においては間違っています。 

例えば、2018 年は全国で 2061 人の患者が、初療時に重症と判定されました。その年に

1518 人の熱中症による死亡が発生しており、救急搬送され熱中症患者で入院治療を要した

32,496 人に対して、約 5％の入院死亡率となります。これは大腸がんや軽度心不全を呈した急

性心筋梗塞の年間入院死亡率と同じ程度の死亡率であります。 

重症熱中症は、脳細胞を損傷し、腎臓の働きを低下させ、体に不可逆的なダメージを与えま

す。重症化した際の個人や家族、社会に与えるダメージは想像以上のものとなっているので

す。しかし、大切なことは重症化させないことではなく、熱中症そのものの予防であることに

変わりはありません。 
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２．熱中症と後遺症 

近年、熱中症とその後遺症による負担に注目が集まっています。 

重症熱中症の場合、合併症や後遺症を発生しやすく、そのため退院できても長期間の通院が 

必要となることがあります。高齢者の場合、重症熱中症により自立していた人が寝たきりにな

るという事例もあります。 

336 例の重症熱中症患者のうち、およそ 1 割にあたる 34 例に後遺症が生じたと報告されていま

す。このうち中枢神経系後遺症は 20 例（全体の 0.9%，III 度熱中症の 6.0%）であり、高次

脳機能障害や、歩行障害など日常生活に極めて重篤な影響をもたらしていることが予想されて

おります。 

熱中症の季節は毎年やってきます。人間は毎年１歳年をとりますが、温暖化の影響により熱中

症の猛威は毎年確実に増してきています。確実な予防が必要であり、「自分は大丈夫」という

思い、や「熱中症を軽く考える」ことは捨て去らなければなりません。「すぐに退院できる」

というのはもうすでに熱中症では当てはまらなくなって来ているのです 
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◆第６章：熱中症とお金の関係 

１．熱中症と医療費 

毎年多くの罹患者を出す熱中症は、それに掛かる医療費は膨大なものとなります。 

個人のレベルでも一旦熱中症に掛かれば、数日間の入院や自宅安静、重症ともなると集中治療

が必要となって ICU などに入院する必要があるなど、機会損失や医療費損失が大きな額となり

ます。本章では、熱中症罹患に伴う医療費がおおよそどれだけかかるのかを見ていきます。 

表示金額は医療費の総額であり、窓口金額は医療費合計の１～３割となったり、のちに高額医

療制度が適応されるなどしますので、実際の個人負担の分とは異なります。 

 

（１）熱中症で外来受診をした場合（重症度：軽症／入院外） 

 採血、点滴などの医療処置により、初診料を含めて約 5000 円～1 万円ほどの医療費負担と

なります。また、総合病院などに紹介状を持参せず、直接受診をすると、選定療養費がかかる

場合があります。 

（２）熱中症で入院となった場合（重症度：中等症／病棟：一般病棟） 

歩いて救急外来を受診、あるいは救急車で搬送され、中等症と判断され、一般病棟に入院とな

った場合です。平均で 5.7 日の入院期間となったとされます。医療費の概算は、約 15 万円とな

ります。1415 

（３）熱中症で集中治療室に入院となった場合（重症度：重症／病棟：ICU） 

                                            
14 厚生労働省 平成 29 年患者調査の概況  

15 医学通信社 ＤＰＣ点数早見表 2019 年 4 月増補版 平成 31 年 4 月 
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救急車で救命救急センターなどの高度医療機関に搬送され、集中治療を必要とした場合です。 

平均で 15～21 日の入院期間となっており、医療費総額として約 43 万円～61 万円の負担とな

ります。 

 

このように、熱中症には多くの医療費がかかります。１日でも無理をして、熱中症に罹患して

しまうと、個人の医療費の負担はもちろんのこと、社会全体の医療費が大きく膨れ上がること

にもなるのです。入院費以外にも、後遺症が残った場合の通院費や、通院にかかる交通費、リ

ハビリ費用や介護費用など、熱中症関連の医療費は、重症度が重症であればあるほど何倍にも

大きくなってしまうのです。 

しかし、熱中症は確実に予防が可能なほとんど唯一の疾病です。適切な予防を推進すれば、熱

中症の発生を抑えて、個人の金銭的な負担を抑えるのはもちろん、社会全体の医療費負担を減

らせることが出来ます。また夏場の医療費間の診療負担も減らせることが出来ます。 

熱中症予防に効果的なのはとにかく、エアコンです。エアコンの電気代は高いと思われていま

すが、平均的なエアコンを１日１４時間程度稼働させた実際の電気代は１日あたり 200 円程度

16です。入院すれば何万円という入院費を支払わないといけない可能性がありますので、この

200 円という金額は、熱中症に掛からないための保険と考えてもらうのがよいと思います。エ

アコンは家族や友達と共有できるわけですから１日 200 円で、多くの熱中症で失われるはずだ

った医療費の損失を防ぐことができるのです。  

                                            
16東京電力株式会社のスタンダード S プランを東京電力のホームページを参考にして計算する

と、平均的なエアコン使用量で１日当たり 216.3 円の電気料金がエアコン使用で加算される。  
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２．電力会社による熱中症応援キャンペーン 

熱中症の予防のための、社会的な施策を実行していくためには、電力会社や自治体の協力が必

要不可欠です。そのような中、九州電力は毎年夏場の高齢者世帯の電気料金を割り引く「熱中

症予防プラン」というキャンペーンを行っています。このプランは、2019 年度の九州電力のホ

ームページによると「酷暑期の冷房や扇風機のご使用にかかる電気料金から夏場の平均的な料

金２か月分の 10％相当を割引します」とのことです。 

高齢者はエアコンが設置してあっても作動させず熱中症にかかるケースが非常に多く報告され

ています。エアコンを作動させない理由としては「体に悪そう」「電気代が高い」が多くなっ

ています。近年の猛暑でエアコンを作動させないことが逆に体に悪くなっている状況では、体

に悪いというイメージを変えて、電気代を安くすることにより、エアコンを作動させるインセ

ンティブをいかに高めるかが重要です。 

熱中症患者の増加が大きく報道されている中で、少しずつ人々の熱中症に対する考え方や予防

への姿勢は変わってきているように感じますが、さらに電気代を補助することにより、室内環

境を快適な状況に保ち、熱中症の発生を予防する最大の特効薬であるエアコンの使用を勧めて

いく取り組みが大事です。 

九州電力の「熱中症予防プラン」はまさに、他の電力会社に先駆けて上記を実践している独自

の取り組みであり、疾病予防の観点からもさらなる割引率や来年度以降の継続が行われるのを

期待したいところです。 
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◆第７章：さいごに 

今後さらに温暖化やヒートアイランド現象が進み、熱中症の発生や重症患者の割合が増えて

くることが予想されています。地球温暖化やヒートアイランドは、社会が工業化を推進してい

った結果ですので、それがもたらす熱中症の被害はもはや公害と考えることができます。しか

しながら、今もその予防は最終的には個人の責任においてなされています。特に高齢者は熱中

症弱者と呼ばれ、暑さに対する体内センサーや口渇中枢の働きが鈍くなっており、「暑くなっ

たら水を飲め」というだけでは、実効的な予防法としては、うまくいかないのです。 

そのため、熱中症予防のための効果的な方法については医学だけでなく様々なアプローチを

用いてさらに検討を進めていく必要があります。 

Hespen：熱中症予防対策ネットワーク（https://www.hespen.org/）では医学はもとより行

動経済学や心理学などのアプローチを通して、高齢者や国や地方自治体に効果的な熱中症対策

のアクションを起こすよう働き掛けています。 

誰もが知っている疾病、誰もがかかる可能性のある病気で、確実に予防が可能である唯一の

病気である熱中症への対策は、個人だけではなく、社会全体が一丸となって、その被害拡大を

未然に防ぐ取り組みを進めていかなければならないのです。 

  

https://www.hespen.org/
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