
Togane Rotary Club

◆会長挨拶 小林 信雄会長

本日はお客様に東金九十九里地域医療センタ

ー理事長千葉大名誉教授 平澤博之様をお迎え

しています、後ほどご挨拶をいただきます。

ロータリーは「友好」と「奉仕」を志す人々

の世界的団体である。同時にロータリークラブ

のメンバーになると精神の安らぎが健康に資

することで「長生き」をするという。

ロータリアンの行動内容は掲げる標語にある。

超我の奉仕 Service above self

最も良く奉仕する者 最も多く報いられる

He profits most who serves best

ロータリアンの長生きは健康が保てることに

ある。健康の要素は、栄養、運動、睡眠などが

よく説かれるが、加えて心の安らぎが肝要であ

る。それは、ロータリーに入会して多くの国際

間の善良な友人と交わり、その友人たちから感

化されて得る心のゆとり、精神の安らぎは必ず

健康に資するものと確信いたします。

◆米山記念奨学会

第一回の功労者表彰

並木孝治会員

◆幹事報告

市東 弥寿雄幹事
2011-12 年度

・第１回ﾛｰﾀﾘｰ財団地域セミナー

６/30(木)登録 08:00～09:00

開始 09:00～16:00

グランドプリンスホテル高輪 登録料１万円

・会員増強(拡大)委員会活動計画、会員数等アンケ

ートを６月 23 日までに作成送付依頼。

・クラブ奉仕セミナー

7 月 23 日(土)13:00 登録 13:30 点鐘

ホテルポートプラザ千葉

クラブ会長・会員増強委員長、広報・IT 委員長

参加費 各クラブ３千円（当日持参）

・山田ガバナー公式訪問（寺田ガバナー補佐同行）

７月 26 日(火)

・寺田ガバナー補佐 就任挨拶訪問

７月 12 日(火)12:30 東金商工会議所４Ｆ

+

2009～2010 年度

国際ロータリー会長 Ray Klinginsmith
第 2790 地区ガバナー 織田 吉郎

第 6分区ガバナー補佐 小川 秀二

東金ロータリークラブ会長 小林 信雄

幹事 市東弥寿雄

クラブ広報委員長 豊福 豊次

創 立 1959 年(昭和 34 年) 9 月 15 日
ＲＩ承認 1959 年(昭和 34 年)10 月 17 日
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事務所 千葉県東金市東岩崎 1－5 東金商工会議所内

TEL 0475-52-1101(代) FAX 0475-55-5766

2011 年(平成 23 年) 6 月 7 日 第 52 巻 第 42 号 通巻第 2509 号

第 2509 回例会 6 月 7 日 12 時 30 分点鐘：例会場

今週の合唱〈君が代、奉仕の理想、四つのテスト〉

① 開会宣言と点鐘 ②お客様紹介 ③会長挨拶 ④幹事報告

⑤結婚＆誕生祝い ⑥委員会報告

⑦ニコニコ BOX 発表と出席報告 ⑧閉会宣言と点鐘

前回の記録（5 月 31 日）



Togane Rotary Club

◆卓話 東金九十九里地域医療センター

理事長 平澤 博之様
カーラーの生存曲線によると

① 心配停止後約 3 分で 50％死亡

② 呼吸停止後約 10 分で 50％死亡

③ 大量出血後約 30 分で 50％死亡

正しい 119 番通報の仕方

① 通報に使う電話は携帯電話で

はなく、固定電話の子機を使用する。固定電話

をかけている場所が表示される。

② あわてないで、指令管制員の質問に答えて、指

導に従う。入電と同時に救急車は出動している。

③ 心肺停止だったら救急隊が到着するまで、指令

官制員の口頭指導に則り心肺蘇生法を行う。

④ 「サイレンを鳴らさないで来て」などと言わな

い。緊急車両はサイレンを鳴らさないと早く走

れない。

⑤ 救急車をタクシー代わりに使わない。

心肺蘇生は ABC から CBA へ

A‐B‐C（気道、呼吸、胸骨圧迫）から C‐

A‐B（胸骨圧迫、気道、呼吸）に変更します。

最も重要なことは中断なしの胸骨圧迫心マッサ

ージ。今までの心肺蘇生は①意識の確認②助け

を呼ぶ③気道の確保④呼吸を調べる⑤人口呼吸

⑥循環のサインを調べる⑦心臓マッサージ⑧人

工呼吸+心臓マッサージの継続となっており、

胸骨圧迫心マッサージの中断が多すぎた。

我が国の救急医療体制

救急患者の 95％は初期救急医療、二次救急医

療は５％、そして三次救急は１％未満です。

初期救急医療は休日夜間の体制を補うために

休日夜間急病診療を行う、二次救急医慮は入院

治療を必要とする重篤救急患者、三次救急は二

次救急では対応できない、複数の診療領域にわ

たる重篤な救急患者に対して高度な医療を総合

的に行うことです。

重症救急疾患の病態の本質

・血管（動脈ないし静脈）が破綻して出血する

・血管がつまり、その支配領域が壊死

・中腔臓器の壁が破れる

・感染症

・外傷・熱傷

・慢性疾患の急性増悪(acute on chronic)、

合併症

・社会的救急

千葉県下の救命救急センター

・千葉県救急医療センター

・総合病院国保旭中央病院

・君津中央病院

・亀田総合病院

・国保松戸市立病院

・成田赤十字病院

・船橋市立医療センター

・日本医科大学千葉北総病院

・順天堂大学医学部附属浦安病院

山武長生夷隅医療圏の現状と課題

・地域医療全体の底上げと医療機関同士の連携

（病病連携、病診連携）が求められます。

・三次救急医療は、印旛、海匝、安房。千葉保

健医療圏等に存在しており、搬送に長時間を要

しています。それを解消するためにも地域内に

三次救急医療を担える機関が求められます。

★ご奉仕 …小久保 良行会員

★５/24 合同例会ゴルフコンペ優勝のお礼

…岡本 秀男会員

★ご奉仕 …秋葉 芳秀会員

★当社の富士山グラスの載ったそごうのパンフ

レットを回覧して頂きました…菅原 實会員

★3.11 東日本大震災義捐金 2,000 円

◆出席率

会 員 出席者 出席率
２５名 １８名 ７２％

5月 31 日
コインＢＯＸ
２，７５０円

欠席連絡は、前日までに事務局宛に、電話、ＦＡＸ. Ｅメールにて、お願い致します。
(緊急の場合は当日１０時までに) メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく
電話 0475-52-1101 ＦＡＸ 0475-55-5766 Ｅ－ｍａiｌ：info@togane-rc.jp


