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のたった一台のテレビの前にみんなが集まり、先

生も一緒になって応援 した。「東洋の魔女」と呼ば

れた日本女子バレーボールチームがソビエ ト (現

在のロシア)と の決勝戦に勝って金メダルを獲得

した時には日本中の熱狂が最高潮に達 していた。

近くのお年寄 りが興奮のあまり、脳出血を起こし

て救急車で運ばれたという噂を後に聞いた。

当時の日本は戦後の第一次ベビーブームに生ま

れ、人ロピラミッ ドのなかで最大の集団である
「団塊の世代」が15歳から17歳だつたころである。

「団塊の世代」の多くは後に都市部で若い労働力

となり、高度成長期を支えることになる。街中に

子供があふれていて、高齢化率は6.2%で、若さと

活力に満ちた時代であったように思う。(ち なみに

現在の高齢化率は26.7%である)欧米と比べると

決して豊かではなかったけれど、誰もが失ったも

のを取 り返そうとするかのように前を向き、ひた

むきに働き、豊かさを目指した。 1964年の東京オ

リンピックは高度成長期の日本において、エポッ

クを画するイベントとなった。

そのオリンピックが2020年 また、東京にやって

くる。しかし、今の日本は1964年の日本とは全く

異なる国になっている。 日本は世界でも有数の先

進国となった。ITの 進歩で街には情報があふれ、

ありあまる食料は飽食の時代をもたらした。人々

は豊かさ (?)を享受し、多種多様な価値観がは

びこっている。世界の誰も経験したことのない高

齢化社会とな り、2020年 には日本の高齢化率は

30%に迫ると推計されている。そのような時代に

一体どのような 「東京オリンピック」が開催され

るのであろうか。開催国決定時の裏金とおぼしき

大金の問題。シンボルマーク、新国立競技場建設

をめぐる一連の騒動。利権がらみのなんとなくき

な臭い空気がただよっている。

1964年の 「東京オリンピック」が国民の多くに

活力と自信そして夢と希望を与えたように、2020

年の 「東京オリンピック」も閉塞感ただよう現代

に一条の光となるような、そして成熟した国にふ

さわしいオリンピックとなることを切に願つてい

る。
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坂井 義則氏 (1945年 ～2014)

当時19歳の陸上競技選手。

原子爆弾が広島に投下された1945年 8月 6日 、

広島県で生まれた。戦後復興と平和の象徴的存在と

して、最終聖火ランナーに選出されたそうである。

「1964年」

院 長 林 田 良 三

1964年、昭和39年がどんな年だつたのか、還

暦 を過ぎた世代にはピンと来る方 も多いと思 う。

今からちょうど52年前、東京オリンピックが開催

された年である。終戦から19年、 日本は驚異的な

復興を遂げ、アジアで初めて開催されるオ リン

ピックを勝ち取つた。 1964年 10月 10日 、国立

霞ヶ丘競技場の聖火台に最終聖火ランナー、坂井

義則氏により聖火が灯され、東京オリンピックの

幕が切って落とされた。航空自衛隊ブルーインパ

ルスが華麗なアクロバット飛行で青空に五色の五

輪を描き、その様子は全国にテレビ放映され、国

中がその世紀の祭典に熱狂した。 10月 10日 は後に

体育の日として休 日となったことからも国をあげ

ての熱狂ぶりが伺える。テレビでみるスポーツと

いえば、野球か相撲くらいしかなかった時代、オ

リンピック競技は新鮮だった。金メダリス トは一

夜にしてスターとなり、子供達は今まで一度も聞

いたこともなかった、舌を噛みそうになる外国人

選手の名前を必死で覚えたものだ。ベラ・チャス

ラフスカ、 ドン・ショランダー、 レオニー ト・

ジャボチンスキー、アントン・ヘーシンク、アベ

ベ・ビキラ、ボブ・ヘイズといった金メダリス ト

の名前が学校中で飛び交った。 日本選手の活躍が

期待される競技では授業を一時中断して、大広間
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～AEDの 目的と使い方～

AEDは ご存じですか。

Automated External Defibrillator、  訳すと
「自動化された、体外式の、除細動器」 となりま

す。電気ショックを与える機械、 というイメージ

は御存知だと思いますが、どのような病気に使う

か、までは医療者以外はあまり認識されていない

のではないでしょうか。今回はAEDについて御説

明させていただきたいと思います。

① :AEDはどこに設置されているのか。

A:日 本心臓財団のホームページ上で公開されて

いるものでは、大きな駅、空港、長距離移動機関

(旅客機、新幹線、フェリーなど)、 学校、スポ

ーツ施設、公共施設 (市役所、図書館、大規模な

文化施設や公園)、 大規模な商業施設、浴場 。温

泉施設、遊興施設etc・…と、 日本ではまずどこにで

も設置されているといっていいと思います。

② :どんなカタチなのか。

A:色々あります。

(日 本心臓財団ホームページより)

③
A

④

A:心室細動とは、心室が細かく動く、という名

前の通 り心室が全体 として収縮せず、一部が不規

則に収縮 し、小刻みに揺れているだけの状態。心

臓は血液を全身に送 り出すポンプの役割をしてい

るわけですが、心室細動の時は細かく揺れている

だけで心室が収縮していないため、ポンプの働き

はありません。

↑心室細動の心電図 ↑心室細動の模式図

心室頻拍とは、心室が頻繁に拍動する、という

名前の通 り心室が速いテンポで拍動している状態

です。心臓が血液を送り出すためには、

1心臓が拡張して血液を心臓に貯める 2心臓が収縮

して血液を送り出す

この2つ の過程が必要となりますが、心室頻拍の時

は、心臓があまりにも早く収縮するため1の過程が

出来なくなってお り、結果として空打ちの状態と

なっています。

心臓血管内科 医員 高 田 優 起

どんな疾患に使うのか。

心室細動と、無脈性心室頻拍です。

それぞれどんな疾患なのか。

↑心室頻拍の心電図
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このように、左記 2疾患は心臓のポンプ機能が失

われているため全身からしてみれば動いていない

に等 しい状態であり、「′い停止」の状態なのです。

電気ショックを考慮する疾患はこの2つ を考えま

す (病院では、その他の不整脈にも電気ショック

治療を行うことがありますが、ここでは割愛しま

す)。

⑤ :AEDの実際の使用方法

A:大前提として、

1、 呼びかけや揺さぶりに対して反応がないか

2、 呼吸をしていないか

を確認します。 2つが確認出来たら心臓マッサー

ジを開始します。緊急事態で一人では対応が困難

ですし、なにより不安になることは当然です。人

を集めて、救急車を呼んでもらい、AEDを持っ

てきてもらいます。AEDの電源を入れ、指示に

従い

右胸の上部

(鎖骨の下) (わ きの下5～8cm)

図のようにパッドを貼 り付けます。難しいかもし

れませんが、 この間も心臓マッサージは続けます。

するとAEDが′い電図の解析を始めます。 この時

は心臓マッサージを止め、倒れている人に触 らな

いようにします。前述の疾患であれば、AEDが
電気ショックの必要性を判断し充電を始めます。

充電が完了するとショックボタンが点滅するの

で、自他共に倒れている人か ら離れショックボ

タンを押します。ショック後は、速やかに心臓
マッサージを再開します。AEDはその間も心電

図解析を続けてくれ、必要であればショックを

指示しますのでそれに従います。

繰 り返しになりますが、これは一人では行わ

ないでください。必ず人を呼び、救急車を待つ

間に試みるようにしましょう。

⑥ :心停止が続いたらどうなるのか。

A:心停止に陥った後、電気ショックが 1分遅

れるごとに救命率が7～ 10%ずつ低下することが

言われてお り、 10分以上放置されるとほとんど

助からないとされています。
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救急車が現場に到着するまではおよそ 6分か

かるとされてお り、 この時点で救命率は40%で
す。発見 してすく

゛
に心停止を解除することがで

きれば、救命率は格段に高まります。このこと

か ら、迅速な心停止の解除が求められるのです。

いかがでしたか。心室細動と無脈性心室頻拍

はいずれも恐ろしい病気ですが、見方を変える

と 「電気ショック治療により救命できる可能性

の高い病気」であり、AEDの使い方を知ってお

くことは非常に大切なことです。いざという時

に備えて、今一度AEDに ついて理解を深めて頂

けると幸いです。
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がん相談支援センター認識調査について

当院では、がんに関するさまざまなご相談ができる部門として『がん相談支援センター』を設置しています。どれだけ患者

さんに周知されているかを確認するため、平成27年 11月に入院患者さんを対象にアンケート調査を行い、次のとおりの結

果となりました。

①患者相談窓口として

「がん相談支援センター」が

設置されていることをご存

じですか?

②「がん相談支援センター」を

型零塁争ふぢ
が (まい

③今後「がん相談支援センター」を

利用したいと思いますか?

がんに関するご相談を無料でお受けし秘密は厳守いたします。病気や治療に対する悩み、不安だけどなんとなく医師に
は聞きにくいこと、今後の生活のこと、がんの治療費のこと、セカンドオピニオンについて、終末期医療に関することなど、ご

心配なことがありましたらお気軽に電話等でご相談ください。他医に受診中の方、ご家族等もご利用できます。なお、ご来

院の場合は事前に電話でご連絡をお願い致しま丸

電言舌番号  0973-22… 8772(直通)・ 0973-24-1100(代 表)

済生会日田病院の「理念」‐と「基本方針」

国  紺攪 緞騎 ‰朧 高
します。

団 ::

3.

4.

生活困窮者支援事業を推進 します。

信頼される救急医療体制を構築 します。
関係機関との連携を図り、高度医療を提
供します。

職員の協調と信頼によつて、チーム医療
の充実を図り、患者本位の医療を実践 し

ます。
5 中核病院として、地域の医療水準の向上

に努めます。
6.総合的な医療の質の管理を行い、健全経

営を目指します。

禾J用したくなし

【11月 012月の巡回診療日程のお矢口らせ】

※身体のことでお悩みの方は、お気軽にお出でください。
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地 区 名 診 療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
11月         12月
15日ω。29日の、13日 の。27日ω 高 花

/AN民
館 1 :45～ 3: 15

古 後 11月 22日の、12月 20日の 古後生活改善センター 1:45～3:15

_.‐ 尽煮.0権利‐‐と,義‐務
1.最善で安全な医療を平等に受ける権利があります。

2.個人として、その人格や価値観が尊重される権利

があります。

3.自 己の病気や治療について、説明を受ける権利が

あります。

4.自 ら治療方法を選択する権利、また自ら治療を拒

否する権利があります。

5.治療に当たり症状を正確に告知する義務がありま

す。

6.医師の指示に従い、病院の規則を遵守する義務が

あります。

7.診療費を支払う義務があります。
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