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コロナ時代の
心肺蘇生(CPR)

・街中や院内で倒れている人を見つけたら・・・。
・心肺停止状態なら心肺蘇生が必要。
・でも、もしその人がコロナだったら？？
・自分やその周囲にも感染が広がってしまうかも。

もしも、あなたが

2020年に、日本蘇生協議会(JRC: Japan Resuscitation Council)の心肺蘇生
ガイドラインが5年ぶりに更新されました。

COVID-19(コロナ)が流行している時期や地域を対象に、コロナが疑われ
る症例に対する心肺蘇生法が追記されましたので、通常の心肺蘇生法
と交えてご紹介したいと思います。

PPE： Personal Protective Equipment（個人用防護具）

血液や体液などの暴露から医療従事者や患者をまもり、感染経路を遮断する有効な手段である代表的なPPEとし
して、手袋、マスク、キャップ、アイガード、ガウン、エプロンなどがあげられます。

AED（自動体外式除細動器）

心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動、脈のない心室頻拍）になった心臓に
対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器。

バッグバルブマスク （ 英: Bag valve mask, アンビュバッグ）
口腔よりマスクにて他動的に換気を行うための医療機器。

柿添病院 医師 柿添 圭成

＜用語解説＞



人が倒れている

呼吸は？

・大声で応援を呼ぶ
・救急要請
・AEDの準備

<正常なら>
→応援を待つ！
<呼吸無しor死戦期呼吸なら>
→心肺蘇生開始！

AED装着

<必要なら>
→ショック施行後にCPRを継続
<不要なら>
→直ちにCPRを開始

反応なし

電気ショックは？

・顔に近付き過ぎずに呼びかける

・離れた場所から確認
・気道確保は行わない
・倒れている人にサージカルマスクを装着
（マスクが無ければハンカチや衣服等で口元を覆う）

・可能な限りの防御（マスクやゴム手
袋等）で、AEDを装着する

両肩を叩きながら呼びかける

気道確保(頭部後屈・顎先挙上)し
顔を近付けて呼吸を確認

従来のCPR コロナ時代のCPR

<院外であれば>
・そのまま救急隊の到着を待つ
<院内であれば>
・同時進行でPPEを装着しておいた救助者に
引き継ぐ。

・酸素投与下にフィルターを装着したバッグバ
ルブマスク(両手法)で換気も行う

ツバなどのしぶきを浴びないこと
がポイントです。



柿添 圭成と申します。

<略歴>

 藤田保健衛生大学医学部卒業
 九州中央病院研修医
 九州大学病院第2外科病棟医員
 遠賀中間医師会おんが病院外科
 飯塚病院外科/救急科
 九州中央病院外科/救急部

<資格>
・外科専門医
・救急専門医(2022年度取得予定)

<趣味>
・モータースポーツ
・ドローン
・折り畳み自転車
・最近釣りに興味があります

<部活>
・中高大とバレーボール部で
センターをしていました
・小陸競は走り高跳びで出場し、
密かに2位入賞しています

2021年度より毎週火曜日の当直から水曜日の日中の勤務をすることとなりました柿添 圭成と申し

ます。この機会に自己紹介をさせていただきたいと思います。

私は小学6年生まで平戸市で育ちました。中学からは熊本マリスト学園に入学し、今では共学となり

ましたが、当時はだだっ広い部屋に人数分の2段ベッドとロッカーが並べられただけの古めかしい男
子寮で、入寮初日の夜にはカルチャーショックから泣きべそをかいたのを覚えております。
中学高校ではバレーボール部に所属し、高校を卒業する頃には寮を出るのが嫌になるほど充実

した青春時代を過ごすことが出来ました。
福岡での浪人生活を経て、日本最多の病床数を誇る愛知県の藤田保健衛生大学に進み、ここでは
最先端ともいえる医療に触れることが出来ました。
大学卒業後は九州に戻り、九州中央病院の研修医として1か月間当院で地域医療の研修を受けま
した。研修医終了後は、外科の道に進み大学病院や当院と同じ100床クラスの市中病院でも外科医

として研鑽を積んでまいりました。
自分はこれからも外科医として生きていくのだろうと思っていた最中、縁有って3次救命センターで

救急科の医師として働く機会を得ました。もともと救急に興味の有った私は、興味が先立ってしまい
取り敢えずやってみようという所から始まりましたが、最終的にはドクターカーに乗って事故現場に向
かったり、救命に必要な多くの手技を身に着けることが出来たりと、外科の道だけでは触れることの
ない多くの経験が出来ました。

外科医にしても救急医にしても、今後いかに人工知能が発達しようと需要が無くなる未来は想像
がつきにくいものです。
これからの時代にますます発展する病院を作り、地域に貢献出来るような医師を目指して、これか

らも修行を積んでいきたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。



新入職紹介 令和3年3月から8月までに入職した職員を紹介します。

よしおか てつろう

吉岡 哲郎

① 透析課
② ドライブ
③未熟者ですが、余力ととびっきりの笑顔で一生懸命頑張ります。

①所属部署 ② 好きなもの・事 ③ 一言

うらかみ きみよ

浦上 貴美代

① 1病棟看護部
② 読書・散策
③ 不慣れでご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが
よろしくお願いいたします。

ゆむら まさき

湯村 将基

① リハビリテーション課
② スポーツ観戦（野球・サッカー）
③ 日々スキルアップを目指し地域社会に貢献できるように頑張ります。

むらた こういち

村田 晃一

① リハビリテーション課
② 魚釣り
③ 平戸市の地域社会に貢献できるように頑張ります。

まつなが みほ

松永 美保

① 中野診療所
② 買い物
③ 子供がまだ小さいため、皆さんに迷惑をかけるかもしれませんが

よろしくお願いします。



秋の行楽プレート・4品盛り
秋は、たくさんの食材が旬を迎える季節になります。

旬の食材は、旨味が増すだけではなく、栄養価も高くなっています。
そのため、この季節は『味覚の秋』・『食欲の秋』・『実りの秋』と呼ばれるようになりました。

皆さんも、旬の美味しい食材を食べて、心も体も満たされましょう

＜作り方＞
１、小鍋にごま油を入れ、生姜をいれ、
香りが出るまで炒める
２、鶏肉を加え、鶏肉に火が通ったら、甘栗を加える
。
３、調味料Aを加えて、汁気が無くなるまで、炒める。
４、汁気が無くなったら小葱とともに、
ご飯に混ぜ込んでいく。
５、混ぜ込んだら、おにぎりの形に成型して完成。

甘栗と鶏肉の混ぜ込みおにぎり

＜材料＞ ＜4人分＞
・ご飯 2合（ご飯約700g）
・鶏もも肉 60 g

・甘栗 8粒
・小葱 20 g                   

・生姜 20 g

・ごま油 大さじ1

・薄口しょうゆ 大さじ2

・みりん 大さじ2

・酒 大さじ1

調味料
A

＜作り方＞
１、鯖を4等分に切り、分量外の酒で臭み取りをする。
２、れんこんは厚さ5mm程の輪切り、
ごぼうも厚さ5mm程の斜め切りにする。

３、フライパンにサラダ油（大さじ1）を入れて、

れんこん・ごぼうを炒める。
蓋をして、蒸し焼きにし、火が通ったら一旦取り出だす。

４、鯖の水分をしっかりふき取り、片栗粉をうっすらまぶし、
サラダ油大さじ1/2をフライパンに敷き焼いていく。

５、れんこん・ごぼうを工程『４』のフライパンに戻し、
調味料Aを入れて食材全体に絡めていく。

６、最後に白ごまをまぶし、程よく汁気が無くなれば完成。

＜材料＞ ＜4人分＞
・鯖切り身（無塩） 2枚分
・れんこん（水煮） 120 g
・ごぼう 80 g
・片栗粉 鯖にまぶす程度
・サラダ油 大さじ1と1/2
・濃口しょうゆ 大さじ1と1/2
・砂糖 大さじ1

調味料
A

＜作り方＞
１、糸こんにゃくは食べやすい長さに切り、熱湯にくぐら
せ、あく抜き。しめじはいしづきを取り、ほぐしておく。
人参は千切りにする。
２、フライパンにごま油を敷き、にんにくと豆板醤を入れ、
香りが出るまで炒める。

３、工程『１』の材料を入れ、火が通るまで炒める。
４、鶏ガラスープの素、砂糖で味付けをし、完成。

こんにゃく、しめじ、人参のナムル

＜材料＞ ＜4人分＞
・糸こんにゃく 100 g

・しめじ 50 g

・人参 50 g

・にんにく 1/4片

・ごま油 大さじ1/2

・豆板醤 小さじ1/3

・鶏ガラスープの素 小さじ1/2

・砂糖 小さじ1

＜作り方＞
１、なすとさつま芋を厚さ1cmの輪切りにする。水にさ
らして色が変わるのを防止する。
２、なすとさつま芋の水気をしっかりふき取り、それぞ
れオリーブオイルで火が通るまで焼く。
３、なすとさつま芋に火が通ったら、皿に盛り付け、
マスタードソースをかけて完成。

なすとさつま芋のマスタードソースがけ

＜材料＞ ＜4人分＞
・なす 1本
・さつま芋 1/2本
《マスタードソース》
・マスタード 大さじ1/2

・マヨネーズ 大さじ1

・酢 大さじ1

・はちみつ 小さじ1
・オリーブオイル 大さじ1

根菜と鯖の甘辛炒め



今回は自宅でできる簡単な筋力トレーニングを紹介します。
筋トレの定番、スクワットとふくらはぎの運動をご紹介します。
10∼15回程度できる回数で行いましょう。1日に３セットでOKです。

木引田町にあります木引田健康クリニック内にどなたでも
ご利用可能な「疾病予防運動施設ミシックジム」がございます。
健康運動指導士や管理栄養士が在籍しており、その方に合わせた

運動指導や食事アドバイスなどを提供いたします。
幅広い年齢層の方がご利用されています。お気軽にお越しください。

会員形態 月額料金 メディカルチェック 利用回数

一般会員
（16歳以上）

5000円

血液検査.尿検査.心電図.Dr診察

※（入会時～半年に1回）
月利用回数

制限なし

メディカル会員
（16歳以上）

かかりつけ病院が当クリニック

4000円

学生会員
（中学生・高校生）

2000円 Dr診察+身体チェック
※（入会時～半年に1回）

ビジター(非会員) 1000円
/回 なし

1回1時間
月4回まで

効果：下半身全体を鍛えて、いつまでも元気に歩きましょう！

効果：「第二の心臓」ふくらはぎを鍛えて冷え性改善・むくみ解消！

👈

初
級

👉

上
級

👈かかとを上にあげて
ふくらはぎを鍛えます。
かかとを上げる高さで
負荷を調節しましょう！

家のどこでも出来る運動です！！



医療法人医理会 柿添病院
〒859-5152
長崎県平戸市鏡川町278番地
TEL 0950-23-2151 FAX 0950-22-5131
http://www.kakizoehospital.or.jp/
【面会について】 現在、感染予防の為、面会制限を行っております。

詳しくはお問い合わせください。

医理会ホール 通所リハビリテーション『毎快』
〒859-5112 長崎県平戸市宮の町596番地1
TEL 0950-23-2151 FAX 0950-22-5131

医療法人医理会 柿添病院附属中野診療所
かきぞえ通所リハビリテーションセンター

〒859-5141 長崎県平戸市山中町696番地3
TEL 0950-20-4100 FAX 0950-20-4101
【診療科目】 耳鼻咽喉科・内科
【所 長】 木寺 一希 日本耳鼻咽喉科学会専門医
【診療時間】 月～金 9:00～12:00 13:00～17:00
※午後の診療は事前にお問い合わせ確認をお願い致します

病院までのアクセス

月 火 水 木 金 土

外
来

外科・内科
柿添圭嗣（ 木 病棟回診）
柿添三郎（ 月・木 内視鏡）
岩井輝臣（火・水・金 内視鏡）
柿添圭成（ 毎週 水曜日）

○ ○ ○ ○ ○
○

岩井
（休）

午後の診療は行っておりません
※柿添三郎 水曜 午前 肝臓外来

外科
九州大学病院 第二外科

○ ○ ○ ○ ○ ○

整形外科
町田宏

休 ○ ○ ○ ○ 休

小児科・小児外科
柿添由美子

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療についてはご連絡ください

歯科
柿添澄子

○ ○ ○ ○ ○ 不定休

専
門
外
来

皮膚科 丸田眞澄

9:30～12:00 14:00～14:30
休 〇 〇 〇 休 休

耳鼻咽喉科 九大耳鼻咽喉科

10:30～12:00 14:00～16:00
○

休 休 休 休 休

泌尿器科
佐世保共済病院 山田潤

休 休 休 休 ○
※午前のみ

休

循環器内科
第1土曜 岡村圭祐 第3土曜 福岡大学筑紫病院 清水さや華
毎月第1 第３土曜日 ※午前のみ、午後予約のみ

脳神経外科
長崎労災病院 北川 直毅 毎月 第1・３ 木曜日 ※午前のみ

診療日のご案内 ※医師予定については変更等がございますので、
来院される前にご確認願います

【診療時間】 平日：9:00～12:00 14:00～17:00 土曜：9:00～12:00

au

※月曜日が祝祭日の場合その週はお休みになります

木引田健康
クリニック

医療法人医理会 木引田健康クリニック
〒859-5113 長崎県平戸市木引田町414番地
TEL 0950-22-7600 FAX 0950-22-7601
【診療科目】 内科 リハビリテーション科
【院 長】 鳥谷 和洋 認定内科医 日本血液学会専門医
【診療時間】 月～金 9:00～12:00 14:00～17:00

疾病予防運動施設 ミシックジム
TEL 0950-22-7700 FAX 0950-22-7701
【営 業 日】 月～金 ［営業時間］ 9:00～20:00

http://www.kakizoehospital.or.jp/

