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では、なぜ早期に心肺蘇生と

除細動が必要なのでしょうか。

カーラーの救命曲線は、心臓や

呼吸が止まってから何分経過す

ると命が助からないかを曲線で

表しています（図-２）。心臓が

止まって３分、呼吸が止まって

10 分すると、共に 50％の人の

命が救えないことが解ります。

１１９番通報から救急車が現場

に到着するまでは全国平均で約

６分となっています。 

もし、身近な人が心臓も呼吸

も止まってしまったときに、救

急車が到着するまで何もしない

でいると、命を救うことがいか

に難しくなるかが分かります。 
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心肺停止に陥った人を見かけ

たとき、救命のために行うべき

行動を鎖に見たて、図式化した

ものです(図-1)。 

左から「早期通報」「早期心

肺蘇生」「早期除細動」「早期

病院搬送」を示しています。 

自宅や職場あるいは公共施設にて、目の前で人が急に倒れたら

どうしますか。まず、「大丈夫ですか。」と声をかけるでしょう。そして、

その人からの返答がなく、呼吸をしていない様子が見受けられると

きに、すぐに心臓マッサージなどをすることができるでしょうか。通常

は難しいのではないかと思います。しかしながら、周りの人に声をか

けたり、「救急車を呼んでください」と頼むことはできるのではないで

しょうか。その時点で、救命の連鎖が始まっているのです。 

救命の連鎖とは 

図-１ 救命の連鎖 

図-２ カーラーの救命曲線 
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そこで、救急車が到着するまでに行え

ることとして、CPR（心肺蘇生法）が重

要となります。CPR は、広い意味では医

療器具を使用した医師による高度な救急

処置も含まれます。これに対し、BLS は

器具（感染予防のマスクを除く）を使用

しないで、心臓マッサージや人工呼吸に

よる一次救命処置を指し、止まってしま

った心臓の代わりに、胸骨（胸の真ん中

の骨）を１分間に１００回の頻度で圧迫

し、脳など重要な臓器へ血流を送るよう

にします。そして、30 回の心臓マッサ

ージに２回の頻度で、息を肺に吹き込み

ます。そのような処置を行っている間に、

AED（自動体外式除細動器）の到着を待

ちます。 

ＢＬＳ(一次救命処置) 

急激に心臓停止に陥っても、心臓の細

胞はすぐには機能を停止せず、心臓の筋

肉細胞が個々に不規則に震えているだけ

の状態（この状態を心室細動といいます）

であることが多く、このときに、電気

ショックを与えて心臓の筋肉の働きをリ

セットすると正常に近い状態の拍動を始

めることがあります。AED とは、胸の

上から電気ショックを与える機器のこと

をいいます。この刺激で鼓動が再開すれ

ば、次は、早期に病院に搬送してもらい、

より高度な救命医療を施してもらうこと

につながるのです。 

ＡＥＤ 

 最近、AED は多くの人が集まる駅、

空港、劇場、学校での設置が普及し、目

にすることも多くなってきました。しか

し、使い方を知っている人は少ないので

はないでしょうか。もし近隣の消防署な

どで、AED の使い方の講習などがあれ

ば、ぜひ参加して一度は触ってみてくだ

さい。操作を覚えることで、大切な人を

救えることにつながります。 

大切な人のために 

参加費はもちろん無料。年齢性別不問。

雨天決行です。皆さまのご来場を担当

者一同こころからお待ちいたしており

ます。 

5 月１２日は「クリミアの天使」と称さ

れ、近代看護を築いたフローレンス・ナイ

チンゲールの誕生日です。国際看護師協会

（本部/ジュネーブ）は 1965 年からこの

日を「国際看護師の日」と定めています。

日本においては市民・有識者による「看護

の日の制定を願う会」の運動がきっかけと

なり、1990 年に旧厚生省により「看護の

日」が制定されました。看護職の職能団体

である(社)日本看護協会は毎年５月１２日

を「看護の日」として、１２日を含む週の

日曜日から土曜日を「看護週間」とし、都

道府県の看護協会や関係団体の協賛を得

て全国的にイベントを展開しております。
 

当院では地域住民の皆さまがご自身の

健康管理・介護予防に関心を持っていただ

く機会となればと考え、平成 17 年から「看

護の日・健康相談」と言うテーマでイベン

トを行って参りました。今年も右記のよう

に計画しましたのでぜひご参加ください。

私学事業団広報誌「レター」より転載

5 月 12 日は 

看護の日 

※高校生以上の一般の方向けに「1 日看護体験」

も同日実施しますが、事前に東京都看護協会に

申し込みが必要です。詳しくは東京都看護協会

ホームページ(http://www.tna.or.jp/dnn/Default.aspx)

をご確認ください。 

日程：5 月９日（土） 

時間：13：00～1５：30 

場所：東京臨海病院 1 階 

エントランスホール 

実施内容（予定） 
体重測定、体脂肪測定、血糖値測定 

栄養相談、子育て相談、ＡＥＤ体験 など
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宗教上等の理由により、お食事に制限のあ

る入院患者さまに個別対応いたします。 

 当院で提供するベジタリアン食は、穀類、

芋およびでんぷん類、豆類、種実、野菜、果

物、きのこ類、海藻類等食物性食品を中心と

した献立になります。 

パン → ご飯 

牛乳 → ビーンズスープ 

鶏肉サラダ → 野菜カレー炒め 

 

ベジタリアン食一例

い制度で行われてきました。しかし、医療

財政や医療の質の問題から一連の診療行

為をひとまとめにして支払う包括評価へ

の移行が検討され、導入されたのが DPC

です。当初(平成 15 年)は大学病院･国立が

んセンター等全国 82 病院でしたが、平成

２１年度には約 1400 病院に拡大し実施

されます。 

本制度へのご理解とご協力をお願いい

たします。 

入院患者さまの病名や症状をもとに、手術などの診療行為の有無

に応じて、厚生労働省で定められた１日当たりの診断群分類点数を

基本に医療費を計算する新しい会計方式です。 

東京臨海病院は ２年間の「ＤＰＣ準備病院」経て 

平成２１年４月から「ＤＰＣ対象病院」となりました 

ＤＰＣとは・・・ 

従来は、投薬・注射・処置・検

査・画像診断などの診療行為を

行った場合、すべてを合計して計

算する「出来高算定」でしたが、

ＤＰＣでは診断群分類毎に、入院

１日当たりの点数が決められてお

り、投薬・注射・処置(一部除外あ

り)・検査(一部除外あり)・画像診

断(一部除外あり)などの診療行為

はその決められた点数に包括され

ています。 

『Diagnosis(診断)Procedure(診療行為)Combination(組合せ)』の略で、「診断群分類」と言う意味です。 

したがって、投薬・注射・処置・検査・

画像診断いずれかの診療行為を多く行う

必要があった場合でも、１日当たりの包括

診療費は変わりません。ただし、手術・麻

酔・内視鏡検査など医師の専門的な技術を

要するドクター･フィー的要素の項目は従来

の出来高算定方式で医療費を計算します。

 日本の急性期入院医療は、基本的には診

療行為毎に使ったもの・行ったことなどを

積み上げていく「出来高払い」という支払

ＤＰＣ会計方式のイメージ図 

近年、多くの方にご利用いただいており

ます。ご質問や相談、不明な点等遠慮なく

栄養士までお申し出ください。 

開催日 演   題 担 当 場 所 

４月 2５日 飲み薬のはなし 薬剤師 第１会議室 

 ９日 インスリンのはなし 薬剤師 大会議室 
５月 

2３日 糖尿病予備軍になっていませんか 看護師 第１会議室 

1３日 なぜ血糖があがるのか 医 師 第１会議室 
６月 

2７日 インスリン注射器をさわってみよう 薬剤師 第１会議室 
  

 
 

■時間■10 時～11 時 ■場所■病院 2 階会議室 

毎月第２･４土曜日に開催 

事前申込み・参加費は不要です。直接会場にお越しください。詳しくは内科外来受付まで！ 

４月１１･２５日

５月 ９･２３日

６月１３･２７日

原則として予約診療は 

いたしません 

■受付時間■ 
午前 8 時～ 

午前 10 時 30 分
 



 
 
 

お薬のことで何か気にかかることがありましたら、どんな些細なこと

でも構いませんので、薬局窓口までお気軽にご相談ください。 

なお今後、お薬を安全に安心して使っていただけるよう、お薬を受け

取られる際には、必ずお名前、受診された診療科名、お薬の内容をご確

認の上、お帰りいただければ幸いです。 
 

〒134-0086 

東京都江戸川区臨海町 1-4-2 

電話 03-5605-8811(代表) 

FAX03-5605-8113 

ホームページもご覧ください 

http://www.tokyorinkai . jp/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

編編集集後後記記・・次次回回予予告告  

 
次号のドクターメールは・・・ 
「腰の痛み ～整形外科～ 」を予定しております。 

◆発行：東京臨海病院  
◆発行責任者：山本 保博  
◆編集：広報委員会・企画経営課 
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例年になく今年は杉花粉の飛散の量が多いようで、新たに花粉症の仲間に入られた方もいらっ

しゃるのではないでしょうか？数十年前にはあまり知られていなくて、「花粉症？それ何？」と

言われて寂しい思いをしましたが、今では周知されるようになり、花粉対策の用品などが数多く

出回っています。春の風に誘われて、マスクを外し、帽子を取り、コートを脱いで出掛けたいと

思うのですが…。もうしばらく、５月の連休が過ぎる頃まではまだ安心できませんね。 

【【薬薬局局窓窓口口】】  

今まで、お薬の飲み方や使い方

で戸惑ったことはありませんか。

特に、初めてもらったお薬に関

しては、理解していたつもりでも、

自宅に戻って実際にお薬を使用す

るときに飲み方や飲む量などが分

からなくなり、不安になってしま

ったという経験をされた方も多い

のではないでしょうか。また、実

際にはお薬についての理解が不十

分のまま、長期間にわたり使用さ

れている方もいらっしゃるかと思

います。 

 

 

薬局の窓口では、そのような患

者さまのためにぜひお役に立ちた

いと考えています。お薬説明書に

も記載されていますが、お薬の効

能・効果や用法・用量などを含め

た使用方法に加え、副作用（初期

あるいは長期に使用することで起

こり得る可能性のある副作用やそ

の対処方法など）や使用上の注意

点（食べ合わせの悪い食品や飲み

物、薬剤の保管、生活する上でど

のような注意が必要かなど）、また

他院から出ているお薬をお持ちの

方には、お薬の飲み合わせなどに

ついてもより詳しいご説明を行う

ことが可能です。 

ご自宅近くの調剤薬局でお薬を受け取ることができる 

『院外処方せん FAX コーナー』は、 

病院１階の総合受付カウンターに向かい左側に 

設置してあります。どうぞご利用ください。 

 

葛西駅 発 
東京臨海病院 行 

東京臨海病院発 
葛西駅 行 

※外来診療のない日（休日、第 1･3･5 土曜日、 

年末年始等）は運行しておりませんので、 

ご注意ください。  

～～おお薬薬をを受受けけ取取らられれるるととききにに～～  


