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体温計の話 

     杉山クリニック  

院長 杉山裕君 
新型コロナウイルス感染症で

は体温37.5℃以上が4日続くことが当初の相談の

目安として設定されました。この感染症の流行に

よって体温測定が広く実施されるようになりまし

たが、その測定方法や解釈の理解は不十分なまま

行われています。そこで今日は体温測定について

基本的なことをお話ししたいと思います。 

体温は朝低く、午後上昇する傾向があります。

毎日測定するなら決まった時間に行うべきであり、

発熱を疑って測定する場合には測った時間帯を考

慮すべきです。また体温計にはいろいろな種類が

あり、それぞれの体温計の特徴を理解したうえで

利用すべきと考えます。 

非接触型体温計は便利ですが、機器によっては

不正確なものもあり、発熱を疑った場合には腋窩

式の体温計で確認した方が良いと思います。腋窩

式体温計は横からではなく下から入れるのが正し

く、正確に計れます。 

電子体温計には予測式と実測式があり、現在使

われているのはほとんど予測式ですが、いつも体

温が 37℃以上あるという子供さんでもクリニッ

クに来てもらって実測式体温計で 10 分位かけて

測ると 36℃台だったということがよくあります。 

そうは言っても 10 分かけて測るのは大変です

から、まず予測式で測定してみて 37.5℃以上あっ

たら 30 分位時間をおいてもう一度測ってみてく

ださい。何回か測って 37.5℃以上が続くようなら

発熱があると考えてよいと思います。 

 
薪ストーブのお話      

中澤 信敏君 

今日のお話しは、皆さんは全く

興味が無いかもしれませんが私が

この時期に毎日使っている薪ストーブのことについ

てお話しさせていただきます。 
まず、薪ストーブですが、よく間違われますが、

暖炉と薪ストーブの違いです。どちらも煙突で家屋

の外部と直結していますが、暖炉は耐火煉瓦などを

用いて室内の壁面などに作られた炉を言いますが、

薪ストーブは、鋳物や鋼鉄製のストーブを言います。 
もうすぐクリスマスですが、よくサンタさんが煙

突から入ってくると言われますが、薪ストーブの煙

突は直径 15cm 程度なので、サンタさんがとても小

さい姿で無い限り、家の中には入って来れません。

また、入ってくる途中、煤で真っ黒になってしまう

のと、ストーブの中から家の中には入ってこれない

構造になっていますので、サンタさんが煙突から入

ってくるのは現実的ではないです。違うところから

入って枕元にプレゼントを置いていくしかないです

ね。 
薪ストーブの火を見ていると、サンタさんの入り

口を考えたり、火はどうして暖かいんだろうとか、

美味しいケーキの話をしたりとか、子どもの成長を

気にしたりとか、色々と考えたり家族と話をしたり

する時間ができます。本当は、美味しいコーヒーと

かウイスキーを楽しむための炎だったりするのでし

ょうが、私はコーヒーが苦手になり、うちで晩酌を

する時間的なゆとりもないので、いつかそんな時が

くると良いなとも思っています。 
さて、皆さんもお使いの暖房器具ですが、スイッ

チを入れれば暖かい空気が出てきます。今時はセン

サーでスイッチを気にせずとも温度管理がされ、い

つでも快適生活を送れるような時代になっています。 
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そんな時代ではあるのですが、薪ストーブは科学

を日常的にわかりやすく体験できます。まず燃焼と

いう現象は、燃料の薪に含まれる炭素と空気中の酸

素が化学反応をおこして、二酸化炭素と水と熱エネ

ルギーが出ます。この熱エネルギーを鋳物や鋼鉄の

放射熱を通して暖房用の熱として利用するのが薪ス

トーブです。このことから、薪ストーブには、薪と

新鮮な空気が必要になります。薪は燃え尽きると、

もとの何分の１の灰にしかならないことから、薪に

含まれている水分が燃焼の進行速度を左右し、水分

が多かったり、温度差が大きくなると煙突に煤がた

まりやすくなります。 
そんな薪ストーブですが、火とともに長く過ごし

た人が考えた現代の薪ストーブの構造はとてもよく

考えられています。近年機密性の高い住宅が多いた

め、酸欠を防ぐために屋内からではなく、床下など

の屋外から酸素を取り込み、ストーブ内で燃焼した

熱をすぐに煙突から出さないように排気を循環させ

たり、触媒を経由させたりして薪の持つ炭素の燃焼

効率をできるだけ高めてから煙突に繋げ、煤を生み

出しづらくするようにして建物の外へ排出させてい

ます。煙突も建物の構造上支障なければ、できる限

り垂直に立たせ、ストーブから煙を屋外へ排出する

長さが長い方が、気圧と温度の変化で排出する力が

生まれることと屋内の煙突から発生する熱も反射熱

として活用できるため効率が良く、煙突の掃除も楽

になると言われています。燃焼効率が高いと薪の持

ちが良く長い間熱を保ちつつ煤が付きづらくなり、

逆に効率が悪いと、同じ薪を使った場合でも短時間

で薪が燃え尽きて、煙突に煤が貯まりやすくなり、

メンテナンスにも手がかかると言うことになります。 
うちのストーブの操作は 2 つのレバーがあるのみ

です。空気の吸入量を調整するレバーと、排気の流

れを燃焼効率の良い方向に切り替えるためのダンパ

ーレバーの 2 つだけです。あとは、薪の投入口の上

蓋と、正面の耐火ガラスが開きます。 
炊き始めは、細い薪を使用して、紙ごみや古新聞

を焚きつけに使います。最大量の酸素を吸入できる

ようにし、徐々に太い薪を入れて火を安定化させま

す。スムーズに進めば薪をセットしてからライター

で着火し、火が付くまでに 2～3 分。今の時期なら、

ストーブが温まるのが大体 5 分くらい、リビングが

暖かくなるのに 30 分くらいでしょうか。家中が暖

まるには 2-3 時間かかります。消火と言う考え方は

なく、焚き終わるまで放置します。 
私たちは色々な暖房器具を使っていて、それぞれ

の良し悪しを知っていますが、うちの子どもたちは

薪ストーブしか家に無いので、それ以外の暖房器具

は知りません。その子が家を建てる時があったとし

たら、多分、今の世の中にある便利な暖房器具の中

から、薪ストーブを選ぶことはしないだろうなと思

いますが、薪ストーブを選んだとしたならうれしい

ですね。 
ストーブ話は、また別な機会に続きます。 

               

 吉田  穣君 
１．RI より 
  ・ROTARY  12 月号 
  ・2020 年 12 月ロータリーレート 1 ドル=105 円 
  ・『疾病予防と治療月間』リソースのご案内 
  ・財団室ニュース １２月号 
  ・日本事務局在宅勤務のお知らせ 
２.地区事務所より 
  ・新クラブ設立のご報告・中信第二 G 信州友愛 RC 
３. 東信第一・第二グループガバナー補佐様より 
  ・2020-21 年度 『IM・会員セミナー』中止 
４. ボーイスカウト上田第５団様より 
  ・賛助金贈呈についてのお礼 
５. AMU より 
  ・新型コロナウイルス感染症対策リーフレット 
恵送   
   丸子 RC 様・東御 RC 様・桐生赤城 RC 様・・会報 
全会員配布物 

・当クラブ会報 第 1074 号 

               渡邉 章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  25 2 0 92.00％ 
前々回 24 3 2 95.83％ 
宮原宏一君  はやぶさ 2 見事です。玉手箱にどん

な宝物が入っていますか？ 

飯島俊勝君  今日は成道会です。 

生川秀樹君  来週月曜日から雪の予報です。冬タ

イヤへまだ履き替えてない方今週末

がラストチャンスです。 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 柄澤  堯君 
小嶋 修一君 松澤 一志君 水野 泰雄君 
中澤 信敏君 西澤 文登君 杉山  裕君 
田中 栄一君 山崎 芳雄君 吉田  穣君 
清水 一典君 飯島 伴典君 合原 亮一君 
齊藤  仁君   
 
ニコニコ BOX 喜投額 12/8 例会 20,000 円 

今年度累計 379,002 円  目標達成率 42.1% 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□R ソング 「それでこそロータリー」テープ 

 会員卓話   飯島 伴典君 

例会場 3 階 『信濃の間』 

 忘年夜間例会から通常例会に変更になりました 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

12 月 22 日 例 会 予 定 


