
第 1488 回例会 2017・8・22         ﾆｺﾆｺ本日 12000 円   累計 180,932 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間         堀江 大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月８日   

親孝行の日 親孝行全国推進運動協議会 平成元

年制定 ハハ(母)、パパ(父)ょ 大事に 

鍵盤の日        ピアノの鍵盤が８８あるから 

そろばんの日   パチパチと弾く音から 

         普及と優れた機能をアピール 

災害シリーズ ４ 

募 金  

寄付金   自治体へのお金。公共道路、インフラ

の復旧支援に使用 

義援金   被災者に直接渡されるお金。 

      平等に渡すため、事故からしばらく経

っての配布になる。 

支援金   被災地で活動する団体やNPO､NGO、

ボランティアに対して使用するお金。 

義援金配分委員会 自治体・日本赤十字社等の委員 

会組織ができ配分を決めている。 

お金を送るときにどんなことに寄付したいの

か？ 寄付先を選ぶ。 

 

支援金  被災にあった自治体 

義援金  日本赤十字社・中央共同募金会・自治体 

支援金  日本財団 

東日本地震で日赤に集まった額は３０００億円

以上ですが、まだ使途は発表されておりません。 

寄付金には税金控除があります。 

 

幹事報告         石井 秀夫 

◆「第 16 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

 10 月 14 日（土）9：30～ 日本棋院本院 

◆［RIJO―EAQ］配信履歴（～2017 年 7 月末） 

◆社会奉仕部門セミナー開催  9 月 9 日（土） 

■出席報告 

月 日 8/8 

会員数 29 

出席者 24 

出席率 82.8％ 

前回修正 96.6％ 

 

大舘 信夫 

 

荻野 安次 

 

金岡 悟 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

8/22 県議会議員  

岡田しずか様 

8/29 (株) ｲｰｽﾄ ｱｽﾄﾗｲｱ 

       片平 晋作様 

9/5  ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

 



◆2017 年度 米山梅吉記念館訪問一泊研修旅行 

◆「青少年交換留学生協力金の御礼および決算報告

について」・・所沢東 RC 

◆市内 5 クラブ合同ガバナー公式訪問 次第・・・

所沢中央 RC  

◆週報・・・飯能 RC、新所沢 RC,所沢東 RC 

◆事務局夏休み・・・8 月 14 日（月）～16 日（水） 

 

ニコニコボックス      内田 学 

堀江 大  日々、消防の方々にはお世話になって 

おります。有難うございます。本日、

大河原様 宜しくお願いします。 

石井 秀夫 所沢中央消防署 消防監 大河原様 本 

日は有難うございます。どうぞ宜しく

お願い致します。 

鈴木 伴忠 所沢中央消防署 消防監 大河原様、

本日の卓話宜しくお願いします。木村

さん、ようこそ西 RC へ。 

鈴木 真澄 木村さん入会承認をいただき有難う

ございました。本日オブザーバーで参

加しています。9 月から正会員となり

ますので、宜しくお願い致します。 

内田 学  昨年の今頃は、空白の時間でした。会

員の方々には御心配をお掛け致しま

した。台風がそれて良かったです。 

晴れ男 健在かな？ 

小暮 博攵 前回欠席。 

内野 忍  本日お休みさせていただきます。 

金岡 悟  本日お休みさせていただきます。 

大原 律子 中村さんのご実家の 三芳の中村倉庫

さんのブルーベリー食べ放題、もぎ放

題ツアーに参加させていただき、大き

なバケツ山盛りゲット。また 素晴ら

しい おもてなし とお野菜のお土産

もいただき、大変お世話様になり有難

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 広報・雑誌委員長    本橋 源太郎 

 本日お配りした、ガバナー月信 8 月号に、当ク 

ラブの松木さんが、新入会員として掲載されていま 

すので、目を通して下さい。 

 

卓話  メディカルコントロール 

～当地域の概要を所沢西ロータリー 

クラブの方へ説明～ 

所沢中央消防署  消防監 

           大河原 治平様 

 

1 はじめに 

  メディカルコントロール（以下「MC」）と

は、消防の行なう救急活動の質を医学的見地

から保証することであり、MC 体制は「指示

と助言」「事後検証」「救急隊員の再教育」で

構成されます。今回、救急活動への理解を深

めていただくことを目的として、当地域の

MC 体制について報告します。 

 

2  MC 体制構築の単位 

 MC 体制は各地域で構築することとされて

おり、埼玉県は 6 の地域 MC 協議会で構成さ

れています。所沢市は、埼玉県西部第一地域

MC 協議会に所属しています。構成市は、所

沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市（以

上、埼玉西部消防局）、朝霞市、志木市、和

光市、新座市（以上、埼玉県南西部消防本部）

です。また、MC の拠点医療機関として、防

衛医科大学校病院と埼玉医大国際医療セン

ターがあります。 

 

 



3  埼玉県西部第一地域の MC 体制 

 

 （1）365 日 24 時間の医師による救急救命

士に対する指示体制 

2 箇所の救命センターを中心に行なわ

れています。（防衛医大、埼玉医大） 

 

 （2）事後検証 

   医学的に難易度の高い救急活動につ

いて、署内の指導救命士や救命センタ

ーの医師が活動内容をチェックする事

後検証制度を運用している他、救急活

動事後事例研究会（毎月）、署内検討会

（適宜）等を開催しています。 

 

 （3）救急隊員の再教育 

   救命センターでの病院実習、プロトコ

ール※研修会、医療機関での勉強会、各

種救急関係医学会への参加等、2 年間

で 128 時間以上の再教育を行なってい

ます。 

 

4 救急隊が行なう医療処置 

 

 心肺停止傷病者に対して、電気ショック、

静脈路確保、気管挿管、アドレナリンの投与、

ショック状態等の傷病者に対して、血糖測定、

ブドウ糖の投与、ショックに対する輸液等、

従来医師にしか認められていなかった多く

の処置を救急隊員が現場で実施しています。 

 

 

 

5 救急活動の成果（埼玉西部消防局 H28.1.1

～10.31） 

 

（1） 心肺停止傷病者 

509 人のうち 422 人に気管挿管等を

行い、97 人にアドレナリンを投与し、

23 人（4.6％）が社会復帰しました。な

お、心原性、且つ目撃ありの事例の社会

復帰率は、全国平均（平成 27年）の 8.6％

に対して 12.4％と高くなっています。 

 

（2） ショック状態等の傷病者 

598 人の血糖を測定し、52 人にブド

ウ糖を投与して意識レベルが改善され

ました。また、ショック状態の傷病者

104 人に輸液を行い、状態を改善させま

した。 

 

6 まとめ 

 

 当地域のMC体制の概要を報告させていた

だきました。救急活動に対して引き続きご理

解ご協力を賜りますようお願い致します。 

 

※救急現場で行なう医療処置の手順書 

 

 大河原様には映像を基に、大変解り易く、 

丁寧に ソフトに ご説明をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        今週の担当  須澤 一男 


