
■救命救急科 

 

１． ２０２０年度の目標および方針 

1） 質の高い救急医療の実践 

2） 他職種が一体となった救命救急センターの確立 

3） 初期研修医の救急研修の充実 

4） チーフレジデントを中心とした専攻医の教育の充実 

5） 救急救命士の実習内容の充実 

6） 救命救急科全員が参加するメディカルコントロール体制の確立 

7） ラッピドカーを中心とした病院前救急の活性化 

 

 

２．２０１９年度評価 

1） 質の高い救急医療の提供 

秋には台風・水災害があったが大きな事故もなく、さらに年度末には新型コロナ感染対策で通常の救

急センターのシステムを変更して対応した。待ち時間など多少の問題は残っているが大きなトラブル

なく経過した。 

2） 救急科専攻医育成のための教育の充実 

チーフレジデントを中心とした体制がある程度確立し、専攻医の教育の中心であるレジデントデイも

機能するようになった。 

3） ローテーションする初期研修医の救急研修の充実 

初期研修医にもカンファレンスやジャーナルクラブなどは積極的発言が見られ、学習する態度も定着

してきたと考える。 

4） 救命救急士、専門学生の教育の充実 

就業前実習に加え、積極的に生涯実習の救命士にも専攻医が関わるようにはなった。さらなるプログ

ラムの充実に努めたい。 

5） 他職種が協力しあう活気ある救命救急センターの確立 

Teams を中心に情報交換するようになった。しかし、まだ医師の救命救急センターの運営への参加が

少ない印象。救命救急科全体での課題とする。 

6） 救命救急科の人員確保 

幸い専攻医３名、スタッフ１名、後期研修医１名の増員ができた。教育を充実させ、毎年専攻医を定

員まで採用できるようする。 

 

３．救命救急科の業務内容 

当科は救命救急センターの中心的な立場で、すべての救急車搬送、ヘリ搬送患者および重症患者の診療を行

っている。また、平日日中に関しては小児を除く、救命救急センター来院患者の診療を行っており、いわゆ

る ER 型救急を実践している。入院患者が発生した場合は基本的には担当診療科に治療をお願いし、救命救急

科は外傷・外因性疾患の入院を担当している。重症患者は集中治療科が担当し ICU 管理を行う。 

 当救命救急センターは過疎および高齢化がすすむ地方にあるため、高齢の内科的疾患が多く、社会的要因



も含めて救急車で搬送される約７割が入院となる。 

 

４．実績（２０１９年） 

  症例区分 件数  

 1 心停止 85   

 2 ショック 52   

 3 内因性救急患者 14,416   

 4 外因性救急患者 9,240   

 5 小児および特殊救急 5,549   

 6 救急車（ドクターカー、ヘリ含む） 4,199   

 7 救急入院患者 5,705   

 8 重症救急患者 2,240   

 

５．学術関係 

論文発表 

・不動寺 純明、他：救急センターにおける事前指示書の現状と問題点 日本救急医学会雑誌 第 30 巻 9 号 

・白石 淳：多施設共同観察研究の工程表－着想から報告まで－ 日本救急医学会雑誌 第 30 巻 9 号 

・白石 淳；骨粗鬆症研究者のためのやさしい R（第 3 回） データセットを作る 日本骨粗鬆症学会雑誌 

第 5 巻 4号 

・日下 伸明：プライマリ・ケアの理論と実践（第 50 回） 日本医事新報 4998 号 

・鈴木 信哉：「酸素の問題点を考える」酸素と痙攣 Medical Gases 第 21 巻 1 号 

・鈴木 信哉：圧気潜函工法の大深度化への取組みと医学的サポート 圧気潜函作業者の健康・衛生管理と

事例登録 日本高気圧環境・潜水医学会雑誌 第 54 巻 

・白石 淳、南 三郎：【臨床予測ルールを救急で正しく活用しよう！Clinical rediction rule「そのルー

ル、目の前の患者さんに使っていいんですか？」論文から読み解く本当の目的と使いどころ】特集にあたっ

て 臨床予測ルールとは レジデントノート第 21 巻 7 号 

・伊藤 憲佐：死後変化から学ぶ画像診断 外因死症例 臨床画像 第 35 巻 5 号 

・白石 淳：外傷性凝固障害へのアプローチ トラネキサム酸による出血している外傷症例の生死の転帰の

改善効果には患者の異質性からの影響が大きい 日本集中治療医学会雑誌第 26 巻 

・鈴木 信哉、他：第１種装置での応急治療後に転院し第 2 種装置で再圧治療し軽快した内耳型減圧障害の

一例 日本高気圧環境・潜水医学会雑誌第 53 巻 4 号 

 

学会・研究会発表 

・白石 淳：7thPan-Pacific Trauma Cogress,2019 Korea/Establishing clinical evidence from the big 

data:Challenges by the Japan Trauma Databank 

・白石 淳：The Trauma Rating Index in Age,the Glasgow Coma Scale,Respiratory Rate and Systolic 

Blood Pressure(TRIAGES)score as a Prehospital Trauma... 



・白石 淳：O12-6 鈍的脾単独損傷に対する動脈塞栓術と脾臓摘出術の比較検討-cluster exact propensity 

score matching- 

  第 33 回 日本外傷学会総会・学術集会 

・鈴木 信哉：気圧潜函作業者の健康・衛生管理と事例登録 

 第 54 回 日本高気圧環境・潜水医学会学術総会 

・鈴木 信哉：減圧障害に対する緊急再圧治療の判断について 

 第 19 回 日本高気圧環境・潜水医学会学術集会 

・鈴木 信哉：浸潰性肺水腫による低酸素血症を併発した動脈ガス塞栓症に再圧治療が奏功した一例 

 第 13 回日本高気圧環境・潜水医学会北海道地方会 

・鈴木 信哉：「The effect of HB02 for hypocemia by immersion pulmonary edema」 

The 4th conference APUHMS in Nakatsu（第４回アジア太平洋潜水・高気圧環境医学会） 

・白石 淳：Epidemiology of carbapenem-use in initial antibiotic therapy for sepsis in Japanese 

ICUs:asecondary descriptive study of the FORECAST study  

ESICM 31stAnnual Congre 

・白石 淳：他施設共同観察研究の工程表一着想から報告まで－ＣＰＤ26-2 研究デザイン CPD26-5 解説と

図表類の作成 

 第 47 回日本救急医学会総会・学術集会 

・不動寺 純明：救急センターにおける事前指示書の現状と問題点 

 第 47 回日本救急医学会総会・学術集会 

・鈴木 信哉：高気圧障害発生時のホットライン有効活用のための準備と実運用について 

 潜水実証フィールド利活用促進セミナー講演 

・白石 淳：DOES NUMBER OF BLOOD GAS MEASUREMENTS AFFECT MORTALITY IN MECHANICALLY VENTILATED ICU 

PATIENTS? 

 49th Critical Care Congress 

・白石 淳：Severe Trauma in Stroke Survivors—A Matched Control Study 

 International Stroke Conference 2020 

 

文責：不動寺純明 

 

 


