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07 月 22 日午前、44 歳の衢州人の鄭さんは、衢州市柯城区人民医院のベッドで呆然としていた： 彼は、

一晩で 54 本ものアイスキャンディを食べていたのだが、もう少しのところで腎不全で死ぬことになろうと

は思いもしなかった。 

鄭さんは、衢州市市街に住んでおり、喫煙と飲酒、夜更かしで、冷たいものを採るというのが夏場のラ

イフスタイルだった。 

07 月 15 日、衢州の気温は既に 37 度にも達しており、且つ、天気予報では今後も高温が続くと予報して

いた。 鄭さんはこれに備えるために小さなお店でアイスキャンディを購入して冷蔵庫に入れておいた。 

アイスキャンディは一本 0.3 元（宮本注： 日本円で約 5 円）、鄭さんは 16 元を投じ 54 本を購入、全てを

冷凍庫に放り込んだ。 

その晩、鄭さんは、また眠れなかった。 夜 9 時に、彼はソファに座りだらだらとテレビを見始めた。 次

から次へとチャンネルを変え、次々とアイスキャンディを食べた。 『アイスキャンディを食べると喉が渇

き、喉が渇くと私は冷蔵庫から氷水を何杯か飲んでいたのです。』 

07 月 15 日夜 9 時から 16 日朝までの間に、鄭さんは、54 本のアイスキャンディと氷水を飲んだのちにぐ

っすりと寝込んでしまった。 

07 月 16 日午後 6 時、体に異常を感じて鄭さんは目覚めた： が、何かを食べようとすると嘔吐してしま

い、腹痛が耐えがたくなった。 

鄭さんが、社区の病院を受診したところ、胃腸炎と診断され、3 日間、この病院で点滴を受けた。 

07 月 19 日昼、鄭さんはショック状況に陥り失神したため、衢州市柯城区人民医院に転送され治療を受

けることになった。 

検査により、鄭さんは、急性腎不全と診断された。 

 

衢州市柯城区人民医院の腎臓内科の曹漢華主任は：「急性腎不全は、もし速やかに治療をしないと慢性腎

臓病に発展することもあり、そうなると血液透析が必要になり、酷い場合には命の危険もあるので、鄭さ

んの場合は、すぐに治療できたため、二日間の治療で、彼の症状は既に大幅に緩解した。」と語る。 

曹医師は、夏場のアイスキャンディや氷等の食用を適切な量にしないと、胃や腸を壊すだけではなく、

悪くすると腎不全になり、死に至ることも有り得るとアドバイスする。 

 

One night to eat 54 rods ice Quzhou man acute renal failure died 
Tencent news zi.qq.com   2017-07-22 11:06 Quzhou city affairs 

 

July 22 morning, 44-year-old Quzhou people Mr. Zheng, lying in the bed of Quzhou City’s Kecheg District People's 

Hospital, was seemed to be staggered by something: he did not expect that his eating 54 pieces of popsicle sticks a 

night would cause him kidney failure, he learned that he narrowly escaped death.  

Mr. Zheng lives in Quzhou City, and smoking and drinking, staying up all night to eat cold drink is his usual life 

style in the summer. 

July 15, Quzhou’s temperature has reached 37 degrees (Celsius), and the weather forecast has been reported in the 

future have continuous high temperature. Mr. Zheng went to a shop to buy some popsicle sticks preparing for the 

following hot days and put them into the refrigerator. A stick of popsicle costs 0.3RMB (Chinese Yen), then Mr. Zheng 

spent 16 RMB for buying 54 sticks and put them all into the refrigerator. 

 

<Skipped the rest part of this article> 
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一晚吃完 54 根棒冰 衢州男子急性肾衰竭险丧命 
腾讯新闻 zi.qq.com  2017-07-22 11:06 衢州城事 
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7 月 22 日上午，44 岁的衢州人郑先生躺在衢州市柯城区人民医院的病床上还是显得有些懵：他没想到，自

己一个通宵吃了 54 根冰棍竟然吃出了肾衰竭，差点丢了命。 

郑先生家住衢州市城区，抽烟喝酒熬夜吃冷饮这是他夏天的生活日常。 

7 月 15 日，衢州气温已经达到 37 摄氏度，而且天气预报一直报道未来有高温。郑先生去小店里准备买些棒

冰放冰箱吃。 

棒冰 3 毛钱一根，郑先生花 16 元钱买了 54 根，全部放进冰箱冷冻起来。 

当晚郑先生又开始失眠。晚上 9 点，他懒懒地躺在沙发上开始看电视。他不断地换台，不断地吃棒冰。“吃

棒冰有时候还很渴，渴了我就去冰箱找冰水喝，冰水我也喝了好几碗。” 

从 7 月 15 日晚上 9 点到 7 月 16 日凌晨，郑先生吃光了 54 根棒冰和喝了一些冰水后沉沉睡去。 

7 月 16 日下午 6 点，郑先生从睡梦中醒来后身体出现了异常：只要一吃东西便呕吐不停并且腹痛难忍。 

郑先生去社区医院去求医，社区医院认为是肠胃炎，郑先生在社区医院输液了 3 天。 

7 月 19 日中午，郑先生出现休克晕厥的状况，随后被送进衢州市柯城区人民医院进行治疗。 

经检查，郑先生被确诊为急性肾衰竭。 
 

衢州市柯城区人民医院肾内科主任曹汉华说：“急性肾衰竭如果不及时治疗会发展为慢性肾脏病，需要进行

血液透析，甚至会有生命危险，郑先生抢救还算及时，经过两天的救治，他的病情已经有了很大缓解。” 

曹医生提醒，夏天冰棍、冰冷饮等一定要适量食用，过量食用，不仅会损伤肠胃，严重会造成肝肾衰竭，甚

至死亡。 
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