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即時リリース用| 2021 年 8 月 12 日 

 

極度の高温警報 
Extreme Heat Alert 

 

BC 州ローワーメインランド LOWER MAINLAND, B.C. – バンクーバー・コースタル・ヘルス

（Vancouver Coastal Health: VCH）およびフレイザー・ヘルス（Fraser Health: FH）の医療保健担

当官らは、ローワーメインランド全体で気温が上がり続けているため、カナダ環境省が発して

いた「高温警報」が「極度の高温警報」に切り替えられたことを発表しました。 

 

明日に予想されている高温は日曜日まで続き、日中の最高気温が 32℃～35℃、夜間の最低気温

が 17℃～19℃となることが予想されています。この期間中、ヒューミデックス値は 30 代に達

します。 

 

毎日午後 2 時に測定されるバンクーバー国際空港またはアボッツフォードの気温を翌日の最高

気温と平均化した気温が、極度の高温警報の基準を満たしました。このレベルの高温は、過去

におけるローワーメインランド住民の死亡者数の増加と関連しています。 
 

誰もが熱に関連する病気のリスクにさらされていますが、高い気温は、若年者、高齢者、猛暑

の中で働くまたは運動する必要がある人、慢性的な心臓疾患や肺疾患のある人、メンタルヘル

ス問題を抱えている人、ひとり暮らしの人、ホームレスの人、劣悪な住居状況の人にとって特

に危険です。あなたが薬を服用している場合は、猛暑によって健康リスクが高まるかどうかを

医師または薬剤師に尋ね、推奨事項に従ってください。 

 

医療健康担当官は、ローワーメインランドの住民に対し、自分自身と周りの人たちを保護する

ための予防策を講じるよう強く勧めています。今後数日間、ローワーメインランドに山火事の

煙が大量に流れ込むことと相まって、自分自身と地域社会で脆弱な人たちを保護するための優

先事項として、これまで以上の対策を講じることが重要です。 

 

高温警報の発令中は、 

 

 クーリングセンターがオープンします。どんな人も、混雑や物理的な距離に関する懸念

のためにこれらのセンターへのアクセスを拒否されるべきではありません。 

 マスクを着用しているために呼吸が困難な場合は、屋内でも屋外でもマスクを外す必要

があります。マスクの着用は、猛暑時の体温調節に影響を与える可能性があるためです。 
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前回の猛暑時の出来事に鑑みると、今回予想されている気温が、このレベルの高温に不慣れで、

しかも空調設備に簡単にアクセスできない可能性があるローワーメインランドの住民の健康に

悪影響を及ぼすことは明らかです。熱ストレスは健康に差し迫った危険をもたらす可能性があ

ります。熱に関連する病気の症状には、喉の渇き、めまい、錯乱、脱力感、意識喪失、失神、

虚脱などがあります。 

 

ローワーメインランドの住民が極度の高温警報発令中に取るべき他の重要なステップは以下の

通りです。 

 

 脆弱な人の健康状態を定期的に確認する Conduct regular checks on vulnerable people- ひ

とり暮らしの人、特に高齢者は、熱に関連する病気のリスクが高くなります。定期的に

声をかけて、熱中症の症状がないことを確認してください。 

o 病気の兆候に気づいた場合は、屋内の涼しい場所や日陰に移動して水分を補給す

るのを手伝い、医療介護を受けさせてください。 

o 緊急の医療支援が必要な場合は、遅滞なく 911 番に電話してください。 

 空調設備のある場所にアクセスする Access air conditioned spaces -空調設備のある施設

（ショッピングセンター、図書館、コミュニティセンター、レストラン、友人や家族の

住居など）に移動します。 

o 公共のスプラッシュプール、ウォーターパーク、プールなどを利用する、冷たい

お風呂に入る、冷水のシャワーを浴びるなど。 

o 極度の高温では、扇風機だけでは効果がありません。扇風機の前に座る前に噴霧

器で冷水を身体に吹きかけたり、濡れたタオルを身体に当てたりすると、急速に

身体を冷やすことができます。 

 自宅を涼しく保つ Keep your home cool -窓を開け、カーテンやブラインドを閉め、空調

設備があれば使い、火を使わない方法で調理します。 

 高温時には激しい労働や運動を避ける Avoid tiring work or exercise in the heat -激しい運

動や労働をしなければならない場合は、毎時 2〜4 杯のノンアルコール飲料を摂取して

ください。また、日中の野外活動を早朝と夕方の時間に制限します。 

 水分を充分に補給する Stay hydrated - 活動量に関係なく、冷たいノンアルコール飲料

（できれば水）を飲みましょう。喉が渇くまで待ってはいけません。 あなたが通常摂取

する水分の量を医師が制限している場合、またはあなたが水の錠剤を服用している場合

は、暑い時期に飲むことができる水の量を増やすことについて医師に相談してください。 

 ペットや子供を涼しい場所に保つ Keep pets and children cool - 駐車している車の中に子

供やペットを無人の状態で放置しないでください。外気温が 34°C の場合、密閉された

車内では、20 分以内に温度が 52°C にまで上昇する可能性があります。 
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 天候に合った服装をする Dress for the weather - ゆったりとした軽量の服を着ます。つば

の広い帽子やサングラスを着用して、直射日光から身を守りましょう。 

 日焼けを避ける Avoid sunburn - 屋外では日陰にいるようにするか、SPF 15 以上の日焼け

止めクリームを塗ります。 

 介護を求める Seeking care - 生命を脅かす重大な状態については、911 番に電話するか、

最寄りの病院の救急科に駆け込みます。重大な状態には、呼吸困難、息切れ、胸痛が含

まれます。 

o 生命に危険のない健康問題については、夏の間に得られる介護オプションが多数

あります。週 7 日、夕方と週末に利用できる緊急外来治療施設（Urgent and 

Primary Care Centre：UPCC）は、発生後 48 時間以内の治療を必要とする、生命に

危険のない健康問題に対処しています。 

o どこに介護を求めたらよいのかわからない場合は、811 番またはかかりつけの医

師にお電話ください。 

 

高温注意通知 Heat Notifications 
BC 州疾病管理センターは、公的機関や提携団体に対して高温から生じる健康リスクに関する警

告を提供するため、カナダ環境・気候変動省、カナダ保健省、および BC 州保健当局と協力し

合って温度しきい値を設定しています。  

 

高温警報（レベル 1）: 準備して、行動する。HEAT WARNING (level 1): Get Ready, Take Action. 

カナダ環境・気候変動省は、BC 州の以下の場所と場合に高温警報を発します。 

 南西部（ノースショア、バンクーバー、リッチモンド、ハウサウンド、ウィスラー、ペ

ンバートン、サンシャインコースト、およびコキットラム、サレー、フレイザーバレー

を含む東部メトロバンクーバー）に対して次のような場合： 

o 沿岸ステーション（バンクーバー空港）：日中の最高気温が 2 日以上連続して

29°C 以上、夜間の最低気温が 16°C 以上になると予想される。 

o 内陸ステーション（アボッツフォード空港）：日中の最高気温が 2 日以上連続

して 33°C 以上、夜間の最低気温が 17°C 以上になると予想される。 

警報は、上記のいずれかの基準が満たされた場合に、沿岸ステーションと内陸ステーションの
双方に発令されます。 

 

 北西部（中央および北海岸（内陸および沿岸地域）、バンクーバー島北部、 BC 州北西

部）日中の最高気温が 2 日以上連続して 28°C 以上、夜間の最低気温が 13°C 以上になる

と予想される場合。 

 

過去の BCCDC データによると、高温警告の基準は、地域における死亡者数の増加が予想される

温度となっています。 

 

 

 



緊急速報 
 

 
 

 4 ページ 

 

極度の高温警報（レベル 2）：南西部地域のみ – 今すぐ行動する 

 EXTREME HEAT ALERT (Level 2)：Southwest region only – Take Action Now 

南西部地域では、午後 2 時に測定された気温について、アボッツフォード空港で 2 日間の平均

が 36°C 以上、および／またはバンクーバー空港で 31°C 以上に達すると予想された場合、VCH

とフレイザー・ヘルスは共同で極度の高温警報を発します。 

 

極度の高温警報の基準は、公衆への予想されるリスクが非常に高く、予想される健康リスクに

関する保健当局の評価と BCCDC の推奨に基づき、地域における死亡者数の大幅な増加が予想さ

れる温度です。この警報は、保健当局、地方自治体、提携団体の対応や公開メッセージの発信

を促し、個人と地域社会がリスクを認識し、予防策を講じることを強く奨励するものです。 

 

詳細情報 Get Informed 

 熱が健康に及ぼす影響、クーリングセンター、および健康への影響を予防するためのそ

の他のリソースに関する詳細情報は、VCH.ca/heat または fraserhealth.ca/sunsafety をご参

照ください。 

 熱に関連する病気についての詳細情報は、ヘルスリンク BC （HealthLink BC）、811 番に

お電話ください。 

 フレイザー・ヘルス・バーチャル・ケア（Fraser Health Virtual Care）で は、ヘルスケア

提供者をご紹介しています。1-800-314-0999 にお電話ください。または、週 7 日、午前

10 時～午後 10 時の間に www.fraserhealth.ca/virtualcare でウェブチャットをご利用くだ

さい。 

大気質 Air quality 

夏の間、BC 州では山火事がよく発生し、空気の質が低下します。気温の上昇や山火事による煙

によって大気質が急速に変化する可能性があるため、煙を大量に含む空気への暴露を最小限に

抑えるよう地域の住民に促しています。 
 

山火事の煙は交通や産業によって引き起こされる大気汚染とは異なりますが、特に高齢者、乳

幼児、幼児、妊婦、喘息・慢性閉塞性肺疾患・心臓病などの慢性疾患を持つ人の健康に有害で

す。 
 

 煙を含む空気にさらされる前に今すぐ次の手順を実行して、自分自身と大切な人たちの

安全を確保してください。 

 薬、特に呼吸を楽にする救急薬を確認する 

 可能であれば、過剰に温度を上げないように注意して窓やドアを閉めておく 

 ポータブル HEPA 空気清浄機を使用する 

 水分補給を続ける 

 激しく呼吸することはより多くの煙を含む空気を吸い込むことになるため、屋外で

過ごす時間を減らし、激しい活動を削減する 

http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-built-environment/climate-change/extreme-heat
https://www.fraserhealth.ca/sunsafety#.YRLEFMqpGUk
http://www.fraserhealth.ca/virtualcare
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 大気質レポート、特に 大気質指標に留意する 

 きれいな空気が確保できる空調設備のある家や公共の場で時間を過ごします。地域

内で空気がよりきれいな場所として指定された、強化空気ろ過器が完備されている

空間を探してください。クーリングセンターなど、空調設備のある建物内の空気は

きれいです。 

 既存の病気がある人は、この期間中、症状をモニターする、外出時には救急薬を携帯す

るなど、特別な予防策を講じる必要があります。 

 一般的な症状には、肺の炎症、目の炎症、鼻水、喉の痛み、頭痛、軽度の咳などがあり

ます。息切れ、激しい咳、めまい、胸部不快感、動悸、喘鳴などのより重篤な症状が出

た場合は、直ちに医師の診察を受けてください。 
 

 大気質に関する詳細情報は、fraserhealth.ca/airquality または vch.ca.をご参照ください。 

 山火事の煙に関する情報は、 visit bccdc.ca/wildfiresmoke をご参照ください。 
 
 

バンクーバー・コースタル・ヘルスは、リッチモンド、バンクーバー、ノースショア、サンシ

ャインコースト、シートゥースカイ回廊、パウエルリバー、ベラベラ、ベラクーラなどの地域

の 100 万人を超える住民に 41 億ドルのコミュニティケア、病院、長期介護を提供する責任を

負っています。VCH はまた、BC 州全体にわたって人々に専門的な医療ケアとサービスを提供し、

BC 州のヘルスケア教育と研究において中核的な役割を果たしています。 
 

フレイザー・ヘルスは、広くはバーナビー市からカナダ北西沿岸先住民のサリッシュ族とイン

クラ カッピュム族の伝統的な領土であるフレイザー渓谷に至るまで、20 の多様なコミュニティ

の 180 万人を超える人々に地域ベースの病院と医療サービスを提供する責任を負っています。

約 4 万人に上るスタッフ、医療スタッフ、ボランティアから成る私たちのチームは、患者様、

ご家族、地域社会にサービスを提供し、私たちのビジョンである「より良い健康、最高の医療」

の実現に専念しています。 
 
 

### 

メディア連絡先：Media Contacts: 

バンクーバー・コースタル・ヘルス・メディアライン：604.202.2012 

フレイザー・ヘルス・メディアライン：604.613.0794 

http://www.metrovancouver.org/services/air-quality/current-air-quality/airmap/Pages/default.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/aqhi
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/air-quality
http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-built-environment/air-quality/outdoor-air-quality
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke

