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NBC 災害・テロ対策訓練報告

NBC（エヌビーシー）災害・テロ対策の NBC とは、
銃や爆弾などの通常の武器と比べた場合、特殊武器（兵器）を言います。

日本は世界で唯一 NBC 全ての災害・テロを体験しています。地下鉄サリン事件（C）、亀戸

炭疽菌事件（B）、東海村 JCO 臨界事故（N）、福島原発事故（N）等が思い出されます。

上記に被爆された患者さんをそのまま院内に入れてしまうと、毒物ごと入れてしまうことと

なり医療スタッフの二次被害を生じてしまいます。そこで門前で一度除染をしなくてはなら

ないのですが、それに立ち会うスタッフの防護ということが非常に重要なのです。

N → Nuclear 核　 B → Biological 生物　 C → Chemical 化学

救急科部長　佐藤　秀貴
◆NBC とは・・・

◆訓練の実際
　2017 年６月１０日（土）東京臨海病院にて、東京消
防庁・葛西警察署協力のもと、大規模な【NBC 災害・テ
ロ対策訓練】を実施しました。訓練は、「当院近隣の公園
にドローンからサリンを散布され体調不良患者が多数発
生した（3 人が重篤、4 人が中等症、3 人が軽傷患者）」
と想定し、サリン等の対応の専門部隊である消防庁の化
学機動中隊が出動することを設定しました。
a) 現場での一次除染とトリアージ

▲東京消防庁　化学機動中隊

①周辺の大気を吸わなくても活動可能な防護
服を着用した隊員が、発災現場に近づきます。

②毒物の発生が懸念される場所に行けるのは

このような装備を持つものに限られます。

重症患者を安全な場所まで搬送します。

③患者の脱衣、除染が次の重要な作業となり

ます。着衣に汚染物質の残留があると二次被

害を拡大させるので、確実に密閉容器に収納
します。

④このようなプロセスの後、ようやく患者は

救護所に入れるのです。救護所内では、患者

さんのバイタルサインから重症度を判定し病

院への搬送優先度を決定します。
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地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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「第１３回 東京臨海病院 区民公開講演会」 を開催しました。

「看護の日」 イベントを開催しました。

　５月１３日（土）「タワーホール船堀」にて、

『帯状疱疹～痛みを残さないために～』　をテーマに講演会を開催しました。

　区民公開講演会は、平成 23 年より年２回開催してきました。今回も江戸川区民の方を

中心に 160 名余りの方にお集まりいただき、盛況のうちに終了することができました。

次回の講演会は、

平成 29 年 10 月 21 日（土）

開催予定です。

詳細はあらためてお知らせいたします。

皮膚科部長

阿部　澄乃

ペイン

クリニック部長

赤田　信二

皮膚・排泄ケア

認定看護師

小田　慈　　

　５月１２日（金）11 時から 14 時半まで、１階ホールで「看護の日」イベントを開催しました。この企画は、近代看

護教育の母であるフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで毎年実施しているものです。健康診査、健康・栄養・

介護相談、AED・心肺蘇生法体験、救急車見学等を実施し、延べ参加者数は 237 名でした。

　外来受診の合間に訪れた方は、血圧測定や血糖測定をしたり家族の病気についてアドバイスを受け「有意義だった。」

と満足されたご様子でした。また、普段は見ることができない救急車の中を見学して記念撮影される方も多かったです。

AED・心肺蘇生法を体験された方は「これからは近所で AED がある場所をみつけておきます。」と意欲的でした。

ご参加いただきありがとうございました。

フローレンス・
　　ナイチンゲール

日本内視鏡外科学会技術認定医の資格を取得しました。
日本内視鏡外科学会技術認定医資格とは、手術の技量を学会として認定するものです。日本内視鏡外科学

会の審査基準に、『内視鏡手術を安全かつ適切に施行する技術を有し、かつ指導するに足る技量を有してい

ることを認定する資格』と明記されており、自分ができるだけでなく、他の外科医に指導できる高いレベ

ルの技量を必要とされます。年１回資格審査があり、学会発表、論文数以外に、無編集の手術の DVD で

判定されます。毎回合格率は２０～３０％前後と大変厳しい診査です。

外科部長　五藤　倫敏

 c) 最後に
　【NBC テロ】に対する医療の流れを、訓練を通して解説しました。発生現場には、消防など公的な機関の重装備を持つ

ものしか近づけません。受け手の医療施設も、それなりの装備を準備していないと安全には受け入れられません。

　東京臨海病院は、災害拠点病院としての責務を果たすべく前述のような装備を備蓄しつつまたこのような訓練を定期

的に開催して、地域の皆様の役に立つべく精進しております。

　ここからようやく、患者さんに対する院内医療が始まるわけです。手間と時間がかかり最重症患者に対しては時間の無駄

かと思うかもしれませんが、この過程を経ないと二次被害を出してしまう可能性があるので省略することはできません。

 b) 病院前二次除染
　救急車から患者さんが降ろされたからといって、すぐに院内収容とはなりません。残留毒物があるものと考え二次除染

を実施します。1995 年の地下鉄サリン事件の時は、多数の患者を受け入れた施設のスタッフが軽い中毒症状を起こして

います。治療する側が中毒症状を起こしてはなりません。病院のゲートを越える前にさらなる除染を実施します。

⑤病院側のスタッフも防護服で身を固めます。 ⑥シャワーでの全身除染を実施した患者から院内に誘導します。
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最新の医療機器を常に更新しています。

Page3

【７・８・９月の土曜診療日】 ■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。
※9月23日は祝日のため休診です。

７月８・2２日、８月１２日・２６日、９月９日

皮膚科 坂本　淳
■資格■

日本小児科学会専門医

■専門■

小児神経学

小児科 五十嵐 鮎子
■専門■

日本皮膚科学会専門医

■専門■

皮膚科一般

平成 2９年５月に着任した医師を紹介します。

　人が病気になるウイルスや細菌などの病原体のうち、約 60％は動物と共通の病原体（人獣共通感染症）
です。これらの感染症は、日常の食事や生活環境などにより、本来動物が持っている病原体が人へ感染して

しまうことがあります。蚊などの虫はデング熱など多くのウイルスを保有し、鳥はインフルエンザ、牛は腸

管出血性大腸菌、猿はエボラ出血熱ウイルス、豚においては多くの人畜共通感染症を保有していることが知

られています。

　これまでは、人は人、動物は動物、食物は食物の＜機関＞や＜国＞がそれぞれの問題に対応してきました。

しかし、グローバル化した現代では、世界規模で感染症の危険があり、どの国でも決して安全ではありません。

これらの問題に立ち向かうためには、それぞれの国や違う領域の機関が連携していかなければなりません。

そのため、世界保健機関（WHO）をはじめ、多くの国や機関が連携する取り組みが始まっています。

　これが、人獣共通感染症克服に向けた取り組み「人と動物の健康は一つと捉え、これが地球環境の保全に、
また、安全・安心な社会の現実につながる。」（One World－One Health）です。この取り組みは、人・

自然界の動物・家畜・食べ物などの感染症に関わる情報を世界中で共有し、対策を行っていくという事です。

これにより、海外旅行の制限や、食卓に並ぶ食材の輸入規制など、我々の身近な

ところに様々な影響が及んでくる可能性があります。しかし、国同士や、人と動

物などの境界を越え、手を取り合い、ひとつしかない安全な地球を後世に残して

ゆく取り組みを今行わなければ、危険はすぐそこまで来ているのです。

いがらし　　あゆこ さかもと 　あつし

One World－One Health（世界はひとつ、衛生もひとつ）One World－One Health（世界はひとつ、衛生もひとつ）

日　時 テーマ 担　当

●時間 /1３時～ 1４時（1２:40 開場）

●場所 /2 階  大会議室

●参加費 / 無料　

●申込み / 不要

※当日は直接会場まで

　　　　お越しください。

　月２回程度、糖尿病教室を開催しておりま

す。糖尿病に興味のある方は、どなたでもご参

加いただけます。

糖尿病専門医

７/ 24

８/ 28

管理栄養士

（月）

（月）

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

（月）７/ 10

糖尿病の食事　外食編

糖尿病の合併症の話

日　程 ミニ講座の内容・担当者

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

にお立ち寄りください
　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別相談
もお受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、ご心配な
ことやおわかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

７/２８（金）

お　休　み

栄養について　　管理栄養士　青木　淳子

８　月

（月）

８/  7

（木）９/  7

糖尿病の運動（木）９/ 21

糖尿病とは
糖尿病の検査の話

糖尿病と歯、足の話

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

歯科医
糖尿病看護認定看護師

クールビズ実施中
６/1 ～ 10/31

期間中、ノーネクタイ 等による対応とさせ

ていただきます。また、昨年に引き続き電力

の削減を実施しており、院内の冷房温度を

高めに設定しております。

ご来院の皆さまのご理解とご協力をお願い

申し上げます。

糖尿病の食事　基礎編

管理栄養士



　この号が発行されるのは６月下旬です、かなり気の早い話しですが、今年もあと６ヵ月ということになります。今年の

冬は寒いと思っていたらあっという間に夏が来ますね。

　年の初めに決めた目標は果たしてどれくらい達成できたか・・・と思うと残りの６ヵ月というのは長くない時間に思われ

ます。時間はどの人にも平等に与えられたものなので、有効活用して残り６ヵ月を実りあるものにしていきたいものです。

診療実績診療実績

ホームページもご覧ください http ://www . tokyorinkai . jp/
〒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日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成２９年５月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（平成２９年５月1日現在）:  83 名

外来延患者数： 17,732 名

入院延患者数： 9,591 名

手術件数： 266 件

◆発行：東京臨海病院　◆発行責任者：小林　滋　◆編集：広報委員会・企画経営課

編集後記

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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平　日 第２・４土曜時
７
８
９
10
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14
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17
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◎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。
◎お問い合せ先
　京成バス株式会社 江戸川営業所
　TEL.03-3677-5461

江戸川スポーツランド行 江戸川スポーツランド行
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瑞江駅行
瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行
瑞江駅行

瑞江駅行

江戸川スポーツランド行

りんかいシャトル
のご案内
りんかいシャトル
のご案内

東京臨海病院発 → 葛西駅行
平　日 第２・４土曜時
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葛西駅発 → 東京臨海病院行

  りはびり小話 ～脳 の 活 性 化 （記憶） ～
　『見覚えのある方だが、名前が思い出せない』、『新しい事がなかなか覚えられない』など記憶力が
落ちたと思われることがありませんか︖また記憶力が落ちたのは、『年齢のせい』と思っていませ
んか︖今回は『脳の活性化』をテーマに、記憶についてお話します。

○ 脳自体は 100 年経っても衰えにくいタフな臓器？

　記憶を司る脳細胞は、脳血管障害やアルツハイマー型認知症など脳機能に低下を来たす病気でない限り、極端な低下

　は見られません。最近の脳科学研究では、脳の寿命は 120歳くらいで、年齢を重ねても脳細胞は増える可能性がある

　と考えられ、記憶力自体に問題は生じにくいです。度忘れの回数を大人と子供で比べた研究では、年齢を問わず度忘

　れの頻度は一定で、差がないと報告されています。

○ なぜ記憶力が低下したと感じてしまうのか？

　記憶力が低下したと感じる理由は、ストレスや睡眠不足、生活習慣の乱れなどの環境の悪さが考えられます。また同

　じことの繰り返し生活で、新規性がない・新鮮味がない状態も影響されます。そして『知ったかぶり』『思い込み』など、

　曖昧な状態で過ごすことが、記憶には良くないとされます。

○ 認知症の物忘れと通常の物忘れの違いは？

　通常の物忘れは、物忘れの自覚があり、一部分の誤りで日常生活に支障がありません。しかし認知症による物忘れは、

　物忘れの自覚がなく、実際に行った出来事（エピソード）自体を忘れ、日常生活に支障を来たします。
○ 記憶はどのくらいのスピードで忘れていくのか？

　記憶と忘却（忘れる）の時間の関係を検討した有名な研究があります。それは

　ドイツの心理学者のヘルマン・エビングハウス氏が報告した『エビングハウ
　スの忘却曲線』( 表 ) です。意味のない 3 つのアルファベットの羅列を覚えさ

　せ、どのくらいのスピードで忘れていくかを研究しました。結果は、20 分後

　に 42％、1 時間後に 56％、1 日後に 74％、1 週間後に 77％、1 ヶ月後に

　79％忘れてしまうようです。つまり記憶は覚えた直後から半分近く忘れてし
　まい、残った記憶はゆっくりと忘れていき、長く覚えてられるようです。

○ 忘れにくくする方法は？

　ヒトは誰でも忘れやすいことがわかりましたが、忘れたくないことを記憶させるにはどうすればよいのでしょう

　か？それは、『効果的なタイミングで復習する』ことです。

　効果的な復習のタイミングは、① 覚えた直後に、復習する。② 1 日後に、再度復習する。③ 1 週間後に、また復習する。

　④ 2 週間後に、また復習する。⑤ 1 ヶ月後に、また復習するです。

　以上のように、完全に忘れないうちに、記憶を蘇させることが重要です。


